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1.  平成24年3月期第3四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年12月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

24年3月期第3四半期 12,779 1.9 831 △0.9 935 △0.1 479 61.8
23年3月期第3四半期 12,536 △1.8 838 △4.9 936 △0.5 296 △47.0

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 300百万円 （223.7％） 23年3月期第3四半期 92百万円 （―％）

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

24年3月期第3四半期 6.94 ―
23年3月期第3四半期 4.28 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第3四半期 19,855 14,366 72.4
23年3月期 19,940 14,348 72.0
（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  14,366百万円 23年3月期  14,348百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無  
 

年間配当金
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

23年3月期 ― 1.50 ― 2.00 3.50
24年3月期 ― 1.50 ―
24年3月期（予想） 2.00 3.50

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  無   

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 16,700 0.8 950 △3.8 1,050 △3.5 550 135.6 7.96



(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  ：  無  

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  有  
（注）詳細は、添付資料３ページ「サマリー情報（その他）」に関する事項」を参照してください。 

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
 この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続きの対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく
四半期財務諸表のレビュー手続きは終了しておりません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 本資料に掲載されている業績見通し等の将来に関する記述は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づいて作成されており、実際の業績は、今
後様々な要因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。業績予想に関する事項については、添付資料３ページを参照してください。 

4.  その他

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  無
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期3Q 69,774,401 株 23年3月期 69,774,401 株
② 期末自己株式数 24年3月期3Q 811,825 株 23年3月期 561,037 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期3Q 69,074,300 株 23年3月期3Q 69,214,471 株
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当第３四半期連結累計期間（平成23年４月1日～平成23年12月31日）における我が国経済は、東日本

大震災や原子力発電所事故による景気の停滞から緩やかに回復の兆しが見られたものの、欧州債務危機

への警戒感や米国経済の減速懸念を背景とした急激な円高進行などにより、先行き不透明な状況で推移

しました。 

  食品業界におきましても、震災後の内食化の傾向が強まるなど、家庭用商品の売上に回復の動きが見

られましたが、厳しい雇用情勢や所得環境から消費者の節約志向は継続しており、食品の原料副資材価

格も上昇傾向にあり、業界全体で依然として厳しい経営環境が続きました。 

  このような状況の下、当社グループは、お客様に支持される「安全・安心・信頼」の商品づくりに取

り組み、主力商品であるウスター・中濃・とんかつソースへのより一層のお客様の需要の喚起、売上の

拡大を図ってまいりました。 

  当社グループのソース類事業における家庭用商品につきましては、主力商品の売上が堅調に推移しま

した。イカリソースでは、伝統の味を継承しながら、時代の変化をとらえてアレルギー物質25品目の原

料不使用など新配合こだわりの「新トリプル１０」として、主力商品をリニューアルし、売上は順調に

推移しました。 

  月島もんじゃ焼材料セット及びお好み焼ソース関連商品では、引き続き量販店の店頭で試食販売等を

積極的に展開し売上拡大を図る一方、親子料理教室や親子手作りソース教室の実施を通じて、調味料と

してのソースに対する需要の喚起を図ってまいりました。さらに、大学などの学園祭や地域おこしのイ

ベントへの協賛や支援を通じて、当社のブランド力向上に取り組んでまいりました。 

 業務用商品では、新規顧客獲得など、売上拡大のための販売活動を積極的に展開するとともに、業務

用研究開発の人的組織的な強化により業務用ユーザーの商品ニーズにスピーディーに対応できる体制を

整備し、食品産業及び外食産業の新規チャネルの拡充に積極的に取り組みました。当社グループの業務

用商品のさらなる売上拡大を進めています。 

  また、中国現地法人 富留得客（北京）商貿有限公司においては、商品の供給体制を強化するととも

に、中国国内の外食店・日本食店、量販店への商品提案など幅広いウスターソース類の販売の拡充に取

り組み、商品の定着を目指しています。 

  その結果、売上高におきましては、対前年同期比２億４千３百万円増加し、127億７千９百万円（前

年同期比1.9％増）となりました。 

  営業利益におきましては、対前年同期比７百万円減少し、８億３千１百万円（前年同期比0.9％

減）、経常利益におきましては対前年同期比１百万円減少し、９億３千５百万円（前年同期比0.1％

減）、四半期純利益におきましては、対前年同期比１億８千３百万円増加し、４億７千９百万円（前年

同期比61.8％増）となりました。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）連結経営成績に関する定性的情報
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当第３四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ８千４百万円減少し、198億５千５

百万円となりました。主なものは、流動資産では、受取手形及び売掛金５億５百万円の増加などがあった

ものの、現金及び預金が２億４千３百万円減少し、固定資産においては、投資有価証券が３億２百万円減

少したことなどによるものです。 

負債は、前連結会計年度末に比べ１億２百万円減少し、54億８千８百万円となりました。主なものは、

流動負債では、支払手形及び買掛金１億２千６百万円の増加などがあったものの、未払費用が１億７千２

百万円減少し、固定負債においては、長期借入金が３億１千万円減少したことなどによるものです。 

純資産は、前連結会計年度末に比べ１千８百万円増加し、143億６千６百万円となりました。これは主

に利益剰余金２億３千７百万円の増加などによるものです。これにより自己資本比率は、72.4％となりま

した。 

  

通期の業績予想につきましては、平成23年７月29日に公表いたしました業績予想に変更はございませ

ん。 

  

該当事項はありません。 

  

税金費用については、当第３四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税

効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算し

ております。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報

（３）連結業績予想に関する定性的情報

２．サマリー情報(その他)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

３．継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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４．四半期連結財務諸表
（１）四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成23年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,375 2,131

受取手形及び売掛金 4,214 4,720

商品及び製品 364 381

原材料及び貯蔵品 99 126

仕掛品 24 25

繰延税金資産 259 259

その他 55 65

貸倒引当金 △0 △0

流動資産合計 7,393 7,710

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 2,196 2,098

機械装置及び運搬具（純額） 1,216 1,143

土地 2,711 2,711

その他（純額） 81 66

有形固定資産合計 6,204 6,019

無形固定資産 73 61

投資その他の資産

投資有価証券 5,341 5,038

繰延税金資産 386 482

その他 573 577

貸倒引当金 △33 △34

投資その他の資産合計 6,268 6,063

固定資産合計 12,546 12,145

資産合計 19,940 19,855
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成23年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,646 1,773

1年内返済予定の長期借入金 310 310

未払法人税等 20 324

未払費用 1,046 873

賞与引当金 212 100

その他 268 302

流動負債合計 3,505 3,684

固定負債

長期借入金 1,090 780

退職給付引当金 802 838

長期未払金 173 166

その他 21 19

固定負債合計 2,086 1,804

負債合計 5,591 5,488

純資産の部

株主資本

資本金 1,044 1,044

資本剰余金 2,564 2,564

利益剰余金 11,139 11,377

自己株式 △394 △434

株主資本合計 14,354 14,551

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △5 △184

その他の包括利益累計額合計 △5 △184

純資産合計 14,348 14,366

負債純資産合計 19,940 19,855
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書
四半期連結損益計算書
第３四半期連結累計期間

(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年12月31日)

売上高 12,536 12,779

売上原価 5,954 6,098

売上総利益 6,581 6,681

販売費及び一般管理費 5,742 5,850

営業利益 838 831

営業外収益

受取利息 0 0

受取配当金 111 114

その他 12 13

営業外収益合計 124 127

営業外費用

支払利息 25 21

その他 0 2

営業外費用合計 26 23

経常利益 936 935

特別利益

固定資産売却益 0 0

その他 0 －

特別利益合計 0 0

特別損失

固定資産売却損 0 －

固定資産除却損 28 13

投資有価証券評価損 397 72

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 4 －

災害による損失 － 30

その他 1 9

特別損失合計 432 124

税金等調整前四半期純利益 504 810

法人税、住民税及び事業税 208 331

法人税等合計 208 331

少数株主損益調整前四半期純利益 296 479

少数株主利益 － －

四半期純利益 296 479
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四半期連結包括利益計算書
第３四半期連結累計期間

(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年12月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 296 479

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △203 △178

その他の包括利益合計 △203 △178

四半期包括利益 92 300

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 92 300

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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当第３四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年12月31日） 

該当事項はありません。  

  

当社グループは、ソース類の単一セグメントであるため、記載を省略しております。 

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年12月31日） 

当社は、平成23年８月19日開催の取締役会において、会社法165条第３項の規定により読み替えて適

用される同法第156条の規定に基づき、自己株式を取得することを決議し、平成23年８月22日に250,000

株、40百万円の自己株式を取得しました。 

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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