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1.  平成24年3月期第1四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年6月30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1四半期 4,510 5.2 408 34.5 477 26.5 292 23.3
23年3月期第1四半期 4,285 △1.4 303 1.0 377 5.0 237 1.1

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 239百万円 （―％） 23年3月期第1四半期 △9百万円 （―％）

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1四半期 4.23 ―
23年3月期第1四半期 3.43 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第1四半期 20,144 14,449 71.7
23年3月期 19,940 14,348 72.0
（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  14,449百万円 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 ―
24年3月期（予想） 1.50 ― 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、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  有   

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

第2四半期(累計) 8,400 0.8 500 △7.7 600 △2.7 350 96.5 5.06
通期 16,700 0.8 950 △3.8 1,050 △3.5 550 135.6 7.95



(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
後の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きましては、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1Q 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1Q 561,037 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1Q 69,213,364 株 23年3月期1Q 69,214,891 株
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当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、本年３月11日に発生した東日本大震災の影響により製

造業を中心とした商品供給の混乱や、原発事故による電力不足などによる生産活動の低下など、先行きが極

めて不透明な状況で推移しました。 

 食品業界におきましても、震災の影響による自粛や先行きの不安により購買意欲が冷え込むなど消費は依

然として低調な状況が続く一方、食品の原料価格や資源価格の値上がり傾向が強まるなど厳しい経営環境が

続きました。 

このような状況の下、当社グループは、多様化するお客様のニーズに合わせ、新鮮な価値ある商品の提供

に積極的に取組み、お客様の需要の喚起を図ってまいりました。また、業務用商品の新規顧客獲得など、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、徹底した経営の合理化・効率化を推進し、競争力の

ある企業グループを目指してまいりました。 

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、当社グループの重要な市場である東北

市場が被災した影響や消費の冷え込みが続く厳しい営業環境のなか、新商品の販売活動と商品の安定供給に

注力したことにより、ウスターソース、中濃ソース及びとんかつソースの主力商品を中心に売上は堅調に推

移しました。また、当社では、５月に「ブルドック スーパープレミアムソース極」および「ブルドック 特

級ウスターソース」「ブルドック 特級中濃ソース」「ブルドック 特級とんかつソース」の４商品がモンド

セレクション金賞を2010年に続いて２年連続で受賞し、当社の技術力と品質に国際的な高い評価を得るな

ど、売上拡大とともに品質の維持向上に努めてまいりました。６月には、「四川火鍋スープ」「タイトムヤ

ム鍋スープ」を発売し、夏野菜を使って熱々でも冷やしても美味しい夏鍋として新しい提案を行うなど、新

たな需要の喚起に取組んでまいりました。 

業務用商品では、業務用ユーザーの商品ニーズにスピーディ－に対応できる体制を整備し、業務用商品を

拡充し、産業給食及び外食産業の新しい販売ルートの拡大に意欲的に取組んでまいりました。 

その結果、売上高につきましては、対前年同四半期比２億２千４百万円増加し、45億１千万円（前年同四

半期比5.2％増）となりました。 

 営業利益におきましては、経営全般にわたる徹底した効率化等を実施した結果、対前年同四半期比１億４

百万円増加し、４億８百万円（前年同四半期比34.5％増）、経常利益におきましては対前年同四半期比１億

円増加し、４億７千７百万円（前年同四半期比26.5％増）、四半期純利益におきましては、対前年同四半期

比５千５百万円増加し、２億９千２百万円（前年同四半期比23.3％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１四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２億４百万円増加し、201億４千４

百万円となりました。増減の主なものは、流動資産においては、受取手形及び売掛金が２億４千１百万円

増加及び商品及び製品が２億２千２百万円増加し、固定資産においては、有形固定資産が１億２千７百万

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１億３百万円増加し、56億９千４百万円となりました。増減の主なも

のは、流動負債では、未払費用７千４百万円などの減少があったものの、支払手形及び買掛金が２億５千

７百万円増加し、固定負債では、退職給付引当金が５百万円増加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１億１百万円増加し、144億４千９百万円となりました。これは主

に四半期純利益の計上によるものです。これにより自己資本比率は、71.7％となりました。 

  

当第２四半期連結累計期間及び通期の業績見通しにつきましては、平成23年７月29日に公表いたしまし

た「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

  

該当事項はありません。 

  

税金費用については、当第１四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１四半期連結会計期間
(平成23年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,375 2,260

受取手形及び売掛金 4,214 4,456

商品及び製品 364 586

原材料及び貯蔵品 99 115

仕掛品 24 25

繰延税金資産 259 259

その他 55 82

貸倒引当金 △0 △0

流動資産合計 7,393 7,787

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 2,196 2,152

機械装置及び運搬具（純額） 1,216 1,138

土地 2,711 2,711

その他（純額） 81 74

有形固定資産合計 6,204 6,076

無形固定資産 73 69

投資その他の資産

投資有価証券 5,341 5,253

繰延税金資産 386 422

その他 573 568

貸倒引当金 △33 △33

投資その他の資産合計 6,268 6,210

固定資産合計 12,546 12,357

資産合計 19,940 20,144
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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１四半期連結会計期間
(平成23年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,646 1,903

1年内返済予定の長期借入金 310 310

未払法人税等 20 156

未払費用 1,046 971

賞与引当金 212 108

その他 268 154

流動負債合計 3,505 3,604

固定負債

長期借入金 1,090 1,090

退職給付引当金 802 807

長期未払金 173 173

その他 21 19

固定負債合計 2,086 2,090

負債合計 5,591 5,694

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 11,293

自己株式 △394 △394

株主資本合計 14,354 14,508

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △5 △58

その他の包括利益累計額合計 △5 △58

純資産合計 14,348 14,449

負債純資産合計 19,940 20,144
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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１四半期連結累計期間

(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年６月30日)

売上高 4,285 4,510

売上原価 2,005 2,057

売上総利益 2,280 2,452

販売費及び一般管理費 1,976 2,044

営業利益 303 408

営業外収益

受取利息 0 0

受取配当金 80 76

その他 2 1

営業外収益合計 83 77

営業外費用

支払利息 8 8

その他 0 0

営業外費用合計 9 8

経常利益 377 477

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

固定資産除却損 7 2

投資有価証券評価損 － 0

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 － 24

その他 1 －

特別損失合計 12 27

税金等調整前四半期純利益 364 450

法人税、住民税及び事業税 127 157

法人税等合計 127 157

少数株主損益調整前四半期純利益 237 292

少数株主利益 － －

四半期純利益 237 292
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四半期連結包括利益計算書

 第１四半期連結累計期間

(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 237 292

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △246 △53

その他の包括利益合計 △246 △53

四半期包括利益 △9 239

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △9 239

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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当第１四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年６月30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１四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年６月30日） 

 該当事項はありません。  

（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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