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 （注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度にかかる主要な経営指標等の推移につ

いては記載しておりません。 

２．売上高には消費税等は含まれておりません。 

３．第44期第１四半期累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、希薄化効果を有して

いる潜在株式が存在しないため記載をしておりません。 

４．第44期及び第45期第１四半期累計期間の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が

存在しないため記載しておりません。  

  

 当第１四半期累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な変

更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。 

  

第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次 
第44期

第１四半期 
累計期間 

第45期
第１四半期 
累計期間 

第44期

会計期間 

自平成22年
４月１日 

至平成22年 
６月30日 

自平成23年
４月１日 

至平成23年 
６月30日 

自平成22年
４月１日 

至平成23年 
３月31日 

売上高（千円）  2,057,961  2,102,540  8,525,075

経常利益又は経常損失（△） 

（千円） 
 20,939  △129,454  38,141

四半期純利益又は四半期（当期）

純損失（△）（千円） 
 3,882  △178,936  △6,369

持分法を適用した場合の投資利益 

（千円） 
 －  －  －

資本金（千円）  1,859,070  1,859,070  1,859,070

発行済株式総数（千株） 
 

 普通株式 35,341 
 優先株式  1,840 

37,181   

 普通株式   
   

37,181

  

 普通株式   
  

37,181

純資産額（千円）  2,314,567  2,117,884  2,296,821

総資産額（千円）  8,870,743  9,462,236  9,414,865

１株当たり四半期純利益金額又は

１株当たり四半期（当期）純損失

金額（△）（円） 

 0.07  △4.83  △0.18

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額（円） 
 －  －  －

１株当たり配当額（円）  －  －  －

自己資本比率（％）  26.1  22.4  24.4

２【事業の内容】
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当第１四半期累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。 

また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。 

   

  

 当第１四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。 

  

（1）業績の状況  

 当第１四半期累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災より３ヶ月を経過し、家計や企業などのマインドも回

復基調にあるものの、電力等の供給懸念により、依然として先行きが不透明な状況で推移いたしました。 

 加工食品業界におきましては、個人消費の低迷や同業者間の価格競争が激化するとともに、一部資材等の価格は上

昇しており、引き続き厳しい経営環境が続いております。 

 このような状況のもとで、当社は、食品メーカーとしての基本である「安全性」確保のために「品質管理」を一層

徹底し、「安全で安心な商品」の提供に努めてまいりました。 

 営業面では、当社の強みである多品種少量生産の技術できめ細かい営業に努め、販路拡大に努力してまいりまし

た。 

 生産面では、品質管理を一層徹底し安全な商品作りに努める一方、今年４月から開始しました甘木第二工場の操業

等生産効率の向上によるコスト削減と、さらなる品揃えの充実に取り組んでまいりました。 

 この結果、当第１四半期累計期間の売上高は、前年同期に比べ44百万円増加して21億２百万円（前年同期比

102.2％）となりました。また損益につきましては、原材料価格の高騰等により営業損失１億16百万円（前年同期は

30百万円の利益）、経常損失は１億29百万円（前年同期は20百万円の利益）、四半期純損失は、甘木第二工場の操業

に伴い、生産体制効率化のため三輪工場を閉鎖したことによる固定資産の減損損失等を特別損失に計上したこともあ

り、１億78百万円（前年同期は３百万円の純利益)となりました。 

   

（2）事業上及び財務上の対処すべき課題  

 当第１四半期累計期間において、当社が対処すべき課題について重要な変更はありません。 

  

（3）研究開発活動  

 当第１四半期累計期間における研究開発活動の金額は、1,805千円であります。 

 なお、当第１四半期累計期間において、当社の研究開発活動の状況に重要な変更はありません。 

  

（4）主要な設備  

 当社は、平成23年７月21日開催の取締役会において、平成23年７月31日をもって全４工場の１つである三輪工場を

閉鎖する旨の決議を行い、当第１四半期累計期間において、減損損失111百万円を特別損失として計上しておりま

す。 

 なお、減損損失の詳細につきましては、「第４ 経理の状況 １ 四半期財務諸表 注記事項（四半期損益計算書

関係）※ 減損損失」をご参照下さい。 

  

第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

２【経営上の重要な契約等】

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
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①【株式の総数】 

②【発行済株式】 

  

該当事項はありません。  

  

 該当事項はありません。 

   

該当事項はありません。 

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。 

  

第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

種類 発行可能株式総数（株） 

普通株式   55,400,000

優先株式  13,215,000

計  68,615,000

種類 
第１四半期会計期間末
現在発行数（株） 
（平成23年６月30日） 

提出日現在発行数（株）
（平成23年８月11日） 

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名 

内容

普通株式  37,181,410  37,181,410

大阪証券取引所  

ＪＡＳＤＡＱ 

(スタンダード）  

単元株式数1,000株

計  37,181,410  37,181,410 － － 

（２）【新株予約権等の状況】

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

（４）【ライツプランの内容】

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日 
発行済株式総数
増減数（株） 

発行済株式総数残
高（株） 

資本金増減
額（千円） 

資本金残高
（千円） 

資本準備金増
減額（千円） 

資本準備金残
高（千円） 

平成23年４月１日～

平成23年６月30日 
 －

 普通株式 

 

  

37,181,410  －  1,859,070  －  －

（６）【大株主の状況】
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 当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないた

め、記載することができないことから、直前の基準日（平成23年３月31日）に基づく株主名簿による記載を

しております。 

  

①【発行済株式】 

  

 （注）１．「完全議決権株式（その他）」の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が、5,000株（議決権5個）含

まれております。 

２．「単元未満株式」には、当社所有の自己株式997株が含まれております。 

  

②【自己株式等】 

  

 （注）当第１四半期会計期間末日現在の当社所有株式数は118,597株であります。 

  

 該当事項がありません。  

  

（７）【議決権の状況】

  平成23年６月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － － 

議決権制限株式（自己株式等） － － － 

議決権制限株式（その他） － － － 

完全議決権株式（自己株式等） 
 （自己保有株数） 

 普通株式     117,000
－ 

1(1)②発行済株式の「内

容」欄に記載のとおり

であります。 

完全議決権株式（その他）  普通株式   36,823,000  36,823  同上 （注）１ 

単元未満株式  普通株式    241,410 － 
１単元（1,000株）未満

の株式（注）２ 

発行済株式総数  37,181,410 － － 

総株主の議決権 －  36,823 － 

  平成23年６月30日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株） 

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合(％)

 （自己保有株式） 

オーケー食品工業株式

会社 

 福岡県朝倉市小田 

 1080-1 
 117,000 －  117,000  0.31

計 －  117,000 －  117,000  0.31

２【役員の状況】
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１．四半期財務諸表の作成方法について 

 当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第63

号。）に基づいて作成しております。 

  

２．監査証明について 

 当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第１四半期会計期間（平成23年４月１日から平成

23年６月30日まで）及び当第１四半期累計期間（平成23年４月１日から平成23年６月30日まで）に係る四半期財務諸

表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。 

３．四半期連結財務諸表について 

 四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則（平成19年内閣府令第64号）第５条第２項により、当

社では、子会社の資産、売上高、損益、利益剰余金及びキャッシュ・フローその他の項目から見て、当企業集団の財

政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいものとし

て、四半期連結財務諸表は作成しておりません。 

 なお、資産基準、売上高基準、利益基準及び利益剰余金基準による割合は次のとおりであります。 

資産基準          ％ 

売上高基準      ％  

利益基準          ％ 

利益剰余金基準    ％ 

（注） 割合の算出において、会社間における債権債務及び資産に含まれる未実現損益、並びに会社間取引の消去は行

っておりません。 

  

第４【経理の状況】

0.54

0.81

1.04

3.68
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１【四半期財務諸表】 
（１）【四半期貸借対照表】 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期会計期間 
(平成23年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 895,624 963,492

受取手形及び売掛金 1,341,328 1,251,792

商品及び製品 434,494 434,055

仕掛品 26,693 32,211

原材料及び貯蔵品 323,314 506,690

前渡金 75,562 －

繰延税金資産 47,489 128,812

その他 190,978 139,865

貸倒引当金 △1,900 △3,289

流動資産合計 3,333,585 3,453,630

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 1,651,397 1,605,849

機械及び装置（純額） 1,348,243 1,452,394

土地 1,579,827 1,579,827

リース資産（純額） 75,938 83,550

建設仮勘定 215,587 －

その他（純額） 125,536 215,218

有形固定資産合計 4,996,531 4,936,839

無形固定資産 6,746 6,746

投資その他の資産   

繰延税金資産 343,298 340,949

賃貸不動産（純額） 407,407 400,859

その他 339,643 340,823

貸倒引当金 △12,347 △17,612

投資その他の資産合計 1,078,001 1,065,019

固定資産合計 6,081,279 6,008,605

資産合計 9,414,865 9,462,236
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期会計期間 
(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 737,007 764,178

短期借入金 1,190,000 1,520,000

1年内返済予定の長期借入金 391,400 417,100

リース債務 19,560 22,101

未払法人税等 11,403 10,923

未払配当金 691 680

賞与引当金 91,423 23,905

その他 818,301 831,691

流動負債合計 3,259,787 3,590,581

固定負債   

長期借入金 3,388,600 3,277,900

リース債務 59,724 65,236

役員退職慰労引当金 106,130 108,820

退職給付引当金 224,104 221,862

資産除去債務 50,488 50,743

長期預り敷金保証金 27,708 27,708

その他 1,500 1,500

固定負債合計 3,858,255 3,753,770

負債合計 7,118,043 7,344,351

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,859,070 1,859,070

利益剰余金 465,723 286,786

自己株式 △13,856 △13,909

株主資本合計 2,310,937 2,131,947

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △14,115 △14,063

評価・換算差額等合計 △14,115 △14,063

純資産合計 2,296,821 2,117,884

負債純資産合計 9,414,865 9,462,236
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（２）【四半期損益計算書】 
【第１四半期累計期間】 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(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 2,057,961 2,102,540

売上原価 1,546,692 1,717,886

売上総利益 511,268 384,653

販売費及び一般管理費 481,049 501,549

営業利益又は営業損失（△） 30,218 △116,895

営業外収益   

受取利息 2 －

受取配当金 1,454 1,490

受取賃貸料 18,726 18,987

その他 2,169 2,085

営業外収益合計 22,352 22,564

営業外費用   

支払利息 16,607 19,950

賃貸収入原価 12,553 12,869

その他 2,471 2,303

営業外費用合計 31,632 35,123

経常利益又は経常損失（△） 20,939 △129,454

特別利益   

貸倒引当金戻入額 1,534 －

特別利益合計 1,534 －

特別損失   

固定資産除却損 213 －

減損損失 － ※  111,888

投資有価証券評価損 1,690 －

ゴルフ会員権評価損 2,300 375

役員退職慰労金 27,168 －

たな卸資産廃棄損 － 12,876

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 34,822 －

特別損失合計 66,194 125,139

税引前四半期純損失（△） △43,720 △254,594

法人税、住民税及び事業税 3,472 3,350

法人税等調整額 △51,076 △79,008

法人税等合計 △47,603 △75,657

四半期純利益又は四半期純損失（△） 3,882 △178,936
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 当第１四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書及び前第１四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・

フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半期累計期間に係る減価償却費は、次のとおりであります。 

【追加情報】

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

（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用） 

 当第１四半期会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬の訂

正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基

準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日）を適用しております。 

【注記事項】

（四半期損益計算書関係）

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

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

               ― 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

※ 減損損失 

    第１四半期累計期間において、当社は以下の資産

について減損損失を計上しました。 

当社は、あげ事業用資産を一つの資産グループ

とし、賃貸用資産及び遊休資産は物件単位にグル

ーピングを行っております。 

三輪工場について操業停止を決定したことに伴

い、将来の使用が見込まれていない生産設備につ

いて、帳簿価額を回収可能価額まで減額するとと

もに、当該減少額を撤去費用と合せて、減損損失

（111,888千円）として特別損失へ計上しておりま

す。 

なお、回収可能価額は正味売却価額により測定

しており、売却予定資産については売却予定額に

基づき評価し、売却が困難な資産については正味

売却価額を零として評価しております。  

   

 場 所  用 途  種 類 金額（千円）

福岡県朝倉郡 

（三輪工場）

生産設備 

  

建物   51,830

構築物 3,724

機械及び装置 40,792

工具器具備品 874

 合   計 97,222

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

  
前第１四半期累計期間

（自 平成22年４月１日 
至 平成22年６月30日） 

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

減価償却費 千円 121,663 千円 135,528
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該当事項はありません。 

   

  

該当事項はありません。 

当社は、単一セグメントであるため、記載を省略しております。 

  

 １株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 （注）  前第１四半期累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、希薄化効果を有している

潜在株式が存在しないため記載しておりません。また、当第１四半期累計期間の潜在株式調整後１株当たり四

半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。  

  

該当事項はありません。 

  

  該当事項はありません。 

  

（株主資本等関係）

（持分法損益等）

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

（１株当たり情報）

  
前第１四半期累計期間

（自 平成22年４月１日 
至 平成22年６月30日） 

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

(1）１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四

半期純損失金額（△） 
円 銭 0 7 円 銭 △4 83

（算定上の基礎）     

四半期純利益金額又は四半期純損失金額（△）

（千円） 
 3,882  △178,936

普通株主に帰属しない金額（千円）  1,472  －

（うち優先配当額）  (1,472)  －

普通株式に係る四半期純利益金額又は四半期純

損失金額（△）（千円） 
 2,410  △178,936

普通株式の期中平均株式数（千株）  35,240  37,063

（重要な後発事象）

２【その他】
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 該当事項はありません。 

第二部【提出会社の保証会社等の情報】
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  独立監査人の四半期レビュー報告書   

平成23年８月５日

オーケー食品工業株式会社 

取締役会 御中 

有限責任監査法人トーマツ 

  
指定有限責任社員

業務執行社員   公認会計士 柴田 良智  印 

  
指定有限責任社員

業務執行社員   公認会計士 森 昭彦   印 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているオーケー食品工

業株式会社の平成23年４月１日から平成24年３月31日までの第45期事業年度の第１四半期会計期間（平成23年４月１日か

ら平成23年６月30日まで）及び第１四半期累計期間（平成23年４月１日から平成23年６月30日まで）に係る四半期財務諸

表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び注記について四半期レビューを行った。 

  

四半期財務諸表に対する経営者の責任 

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表を

作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適正に

表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 

  

監査人の責任 

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期財務諸表に対する結論

を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四

半期レビューを行った。 

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認

められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。 

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。 

  

監査人の結論 

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められ

る四半期財務諸表の作成基準に準拠して、オーケー食品工業株式会社の平成23年６月30日現在の財政状態及び同日をもっ

て終了する第１四半期累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認めら

れなかった。 

  

利害関係 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。  

以 上 

  

 （注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期

報告書提出会社）が別途保管しております。 

２．四半期財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。 
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