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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87期
第１四半期
連結累計期間

第88期
第１四半期
連結累計期間

第87期

会計期間
自  平成24年１月１日
至  平成24年３月31日

自  平成25年１月１日
至  平成25年３月31日

自  平成24年１月１日
至  平成24年12月31日

売上高 (百万円) 11,100 10,640 44,080

経常利益 (百万円) 326 337 915

四半期(当期)純利益 (百万円) 173 199 350

四半期包括利益又は包括利益 (百万円) 642 765 742

純資産額 (百万円) 19,301 19,857 19,400

総資産額 (百万円) 44,377 44,035 43,812

１株当たり四半期(当期)
純利益金額

(円) 1.68 1.93 3.40

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額

(円) ― ― ―

自己資本比率 (％) 43.4 45.0 44.2

(注) １  当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の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87期第１四半期連結累計期間、第88期第１四半期連結累計期間および第87期の潜在株式調整後１株当たり四

半期(当期)純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　
　
２ 【事業の内容】

当第１四半期連結累計期間において、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重

要な変更はありません。

また、主要な関係会社についても異動はありません。
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第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

当第１四半期連結累計期間において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」から重

要な変更または新たな発生はありません。

　

２ 【経営上の重要な契約等】

当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等はありません。

　

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】

(1) 業績の状況

当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新政権への期待から円高の是正、株価の回復により

景気回復の兆しが見られましたが、海外景気の下振れリスクが懸念され、先行き不透明な状況で推移いた

しました。

  当油脂加工業界におきましても、消費の低迷に加え、大手流通の低価格志向は依然として根強く、さら

に急速な円安への警戒感が強まって厳しい環境で推移いたしました。

このような状況のなかで当社グループは、市場ニーズを的確に捉えた製品開発と販売活動を推進する

とともに、生産体制の効率化とコスト削減等の業務改善活動を推し進めました。

この結果、当第１四半期連結累計期間の業績は、売上高106億4千万円（前年同期比4.1％減）、営業利益

3億3千9百万円（前年同期比10.0％増）、経常利益3億3千7百万円（前年同期比3.4％増）、四半期純利益1

億9千9百万円（前年同期比14.8％増）となりました。

　
セグメントの業績は以下のとおりであります。

　
①　食品事業

食品事業につきましては、主要需要先である製パン業界、製菓業界、即席麺業界向けにマーガリン、

ショートニングなどの主力製品の拡販に努めましたが、引き続く消費の低迷と根強い低価格志向によ

り、売上高は前年を下回りました。一方、営業利益は、粉末油脂および乳加工食品等の高付加価値製品が

順調に推移し、前年を上回りました。

その結果、売上高は76億2千5百万円（前年同期比5.0％減）、営業利益は2億6千3百万円（前年同期比

27.5％増）となりました。
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②　油化事業

工業用油脂製品につきましては、脂肪酸やグリセリンの販売が、海外需要の低迷による輸出不振の影

響を受け、低調に推移いたしました。

界面活性剤製品につきましては、香粧品分野で化粧品原料基剤の販売が順調に推移したことに加え、

紙・パルプ分野においても家庭紙用薬剤の販売が大幅に伸長いたしました。

環境改善関連製品につきましては、飛灰用重金属処理剤および廃水用重金属処理剤の拡販に努めま

したが低調に推移いたしました。

その結果、売上高は29億4千5百万円（前年同期比2.0％減）、営業利益は6千6百万円（前年同期比

23.5％減）となりました。

　
(2) 資産、負債及び資本の状況

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2億2千3百万円増の440億3千5百万

円となりました。主な増加は原材料及び貯蔵品4億8千4百万円、投資有価証券8億7千6百万円であり、主な

減少は現金及び預金3億1千9百万円、受取手形及び売掛金3億7千7百万円、「投資その他の資産」その他

（繰延税金資産）4億2百万円であります。

負債は、前連結会計年度末に比べ2億3千2百万円減の241億7千8百万円となりました。主な増加は支払手

形及び買掛金2億3千万円であり、主な減少は有利子負債3億7百万円、退職給付引当金1億3千万円でありま

す。

純資産は、前連結会計年度末に比べ4億5千6百万円増の198億5千7百万円となりました。主な増加は、そ

の他有価証券評価差額金5億6千6百万円であり、主な減少は利益剰余金1億9百万円であります。

この結果、当第１四半期連結会計期間末の自己資本比率は、前連結会計年度末の44.2％から45.0％に増

加しました。

　
(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期連結累計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変

更及び新たに生じた課題はありません。

　

(4) 研究開発活動

当第１四半期連結累計期間の研究開発費の総額は3億6千2百万円であります。

なお、当第１四半期連結累計期間における研究開発活動の状況の重要な変更はありません。
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(5) 経営成績に重要な影響を与える要因及び経営戦略の現状と見通し

当社グループを取り巻く事業環境は、国内人口の減少による需要の低迷に加え、大手流通の低価格志向

による競争の激化、急激な為替変動および気候変動による油脂原料価格の高騰も懸念され、今後も厳しい

状況で推移すると思われます。

このような事業環境において当社グループは、食品事業および油化事業の両事業を柱に、お客様に喜ば

れる付加価値の高い製品開発と用途開発に注力いたします。また、品質管理体制を引き続き強化するとと

もに、生産体制の効率化と業務改善活動を行い、更なるコストの削減を推し進めてまいります。

　

(6) 経営者の問題意識と今後の方針について

当社グループの経営陣は財務体質の改善を重点課題とし、そのために事業の最適化の実行および付加

価値の高い事業領域へのシフト、さらに新規事業の開拓を力強く推し進めてまいります。

メーカーは技術革新が重要であることを認識しつつ、お客様のニーズにお応えする製品やサービスを

提供することにより、強固な経営を推進してまいります。
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第３ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 298,971,000

計 298,971,000

　

② 【発行済株式】

　

種類
第１四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成25年３月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成25年５月10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 103,068,954103,068,954
東京証券取引所
市場第一部

単元株式数
1,000株

計 103,068,954103,068,954― ―

　

(2) 【新株予約権等の状況】

　　  該当事項はありません。

　

(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】

　　  該当事項はありません。

　

(4) 【ライツプランの内容】

　　  該当事項はありません。

　

(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
(千株)

発行済株式
総数残高
(千株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高
(百万円)

平成25年３月31日 ― 103,068 ― 9,015 ― 5,492

　

(6) 【大株主の状況】

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。
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(7) 【議決権の状況】

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ず、記載す

ることができませんので、直前の基準日である平成24年12月31日の株主名簿により記載しております。

① 【発行済株式】

　 　 　 平成24年12月31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)

(自己保有株式)
普通株式 36,000

― ―

(相互保有株式)
普通株式 106,000

― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式

　102,734,000
102,734 ―

単元未満株式
普通株式

192,954
― ―

発行済株式総数 103,068,954― ―

総株主の議決権 ― 102,734 ―

(注) １　「完全議決権株式(その他)」の中には、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321株が含まれております。

　

② 【自己株式等】

　 　 平成24年12月31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)
ミヨシ油脂株式会社

東京都葛飾区堀切
４丁目66番１号

36,000― 36,000 0.03

(相互保有株式)
日本タンクターミナル
株式会社

千葉市美浜区新港
２番地の１

106,000― 106,000 0.10

計 ― 142,000― 142,000 0.13
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２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりでありま

す。

(1) 役職の異動

　

新役名及び職名 旧役名及び職名 氏名 異動年月日

取締役執行役員
(総務・経理・情報システム

担当兼経理部長)

取締役執行役員
(経理部長)

山　下　史　生 平成25年３月28日

取締役執行役員
(食品技術・食品品質保証・
知的財産担当兼食品技術
本部長兼知的財産部長)

取締役執行役員
(食品技術本部長
兼知的財産部長)

深　野　英　則 平成25年３月28日
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第４ 【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「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)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、第１四半期連結会計期間(平成25年１月１日

から平成25年３月31日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成25年１月１日から平成25年３月31日まで)

に係る四半期連結財務諸表について、新日本有限責任監査法人により四半期レビューを受けております。
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１【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24年12月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成25年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 4,867 4,547

受取手形及び売掛金 ※１
 12,137

※１
 11,759

商品及び製品 2,197 2,098

仕掛品 500 577

原材料及び貯蔵品 1,758 2,243

その他 532 555

貸倒引当金 △13 △12

流動資産合計 21,980 21,770

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 4,464 4,398

機械装置及び運搬具（純額） 3,421 3,544

土地 5,324 5,327

その他（純額） 587 501

有形固定資産合計 13,798 13,771

無形固定資産

その他 202 197

無形固定資産合計 202 197

投資その他の資産

投資有価証券 6,012 6,889

その他 1,855 1,444

貸倒引当金 △36 △36

投資その他の資産合計 7,830 8,296

固定資産合計 21,831 22,265

資産合計 43,812 44,035
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成24年12月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成25年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 ※１
 9,091

※１
 9,321

短期借入金 2,975 2,975

1年内返済予定の長期借入金 1,203 1,202

未払法人税等 19 27

その他の引当金 9 28

その他 ※１
 1,919

※１
 1,879

流動負債合計 15,217 15,434

固定負債

長期借入金 5,649 5,344

退職給付引当金 2,807 2,677

役員退職慰労引当金 510 491

その他 225 230

固定負債合計 9,193 8,744

負債合計 24,411 24,178

純資産の部

株主資本

資本金 9,015 9,015

資本剰余金 5,492 5,492

利益剰余金 4,492 4,382

自己株式 △22 △23

株主資本合計 18,976 18,866

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 398 964

その他の包括利益累計額合計 398 964

少数株主持分 25 26

純資産合計 19,400 19,857

負債純資産合計 43,812 44,035
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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24年１月１日
　至 平成24年３月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成25年１月１日
　至 平成25年３月31日)

売上高 11,100 10,640

売上原価 9,311 8,830

売上総利益 1,788 1,810

販売費及び一般管理費 1,479 1,470

営業利益 308 339

営業外収益

受取利息 1 1

受取配当金 36 29

持分法による投資利益 － 8

為替差益 21 17

その他 25 15

営業外収益合計 85 73

営業外費用

支払利息 56 68

その他 10 6

営業外費用合計 67 75

経常利益 326 337

特別利益

有形固定資産売却益 － 0

特別利益合計 － 0

特別損失

有形固定資産除却損 7 15

特別損失合計 7 15

税金等調整前四半期純利益 318 322

法人税、住民税及び事業税 7 18

法人税等調整額 137 104

法人税等合計 145 123

少数株主損益調整前四半期純利益 173 199

少数株主利益 0 0

四半期純利益 173 199
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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24年１月１日
　至 平成24年３月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成25年１月１日
　至 平成25年３月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 173 199

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 465 563

持分法適用会社に対する持分相当額 2 2

その他の包括利益合計 468 566

四半期包括利益 642 765

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 642 765

少数株主に係る四半期包括利益 0 0
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【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

※１　四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理は、手形交換日をもって決済処理をしております。した

がって、当第１四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末日満

期手形が、四半期連結会計期間末残高に含まれております。

　

　
前連結会計年度
(平成24年12月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成25年３月31日)

受取手形 403百万円 408百万円

支払手形 305 407

その他（設備関係支払手形） 152 44

　

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

１　当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。

なお、第１四半期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおり

であります。

　

　
前第１四半期連結累計期間
(自  平成24年１月１日
至  平成24年３月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自  平成25年１月１日
至  平成25年３月31日)

減価償却費 355百万円 332百万円

　

(株主資本等関係)

Ⅰ  前第１四半期連結累計期間(自  平成24年１月１日  至  平成24年３月31日)

１．配当金支払額

　

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成24年３月28日
定時株主総会

普通株式 205 ２ 平成23年12月31日 平成24年３月29日 利益余剰金

　

２．基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計

期間の末日後となるもの

該当事項はありません。

　

Ⅱ  当第１四半期連結累計期間(自  平成25年１月１日  至  平成25年３月31日)

１．配当金支払額

　

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成25月３月27日
定時株主総会

普通株式 308 ３ 平成24年12月31日 平成25年３月28日 利益余剰金

　

２．基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計

期間の末日後となるもの

該当事項はありません。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ  前第１四半期連結累計期間(自  平成24年１月１日  至  平成24年３月31日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

　 　 　 　 　 　 (単位：百万円)

　

報告セグメント

その他 合計 調整額
四半期連結
損益計算書
計上額食品事業 油化事業 計

売上高 　 　 　 　 　 　 　

  外部顧客への売上高 8,028 3,00711,035 64 11,100 ― 11,100

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

22 ― 22 34 57 △57 ―

計 8,050 3,00711,057 99 11,157 △57 11,100

セグメント利益 206 86 292 16 308 ― 308

(注) １　「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産賃貸、原料油脂等を含んでお

ります。

２　セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。

　

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　　　該当事項はありません。

　

Ⅱ  当第１四半期連結累計期間(自  平成25年１月１日  至  平成25年３月31日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

　 　 　 　 　 　 (単位：百万円)

　

報告セグメント

その他 合計 調整額
四半期連結
損益計算書
計上額食品事業 油化事業 計

売上高 　 　 　 　 　 　 　

  外部顧客への売上高 7,625 2,94510,570 70 10,640 ― 10,640

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

20 ― 20 35 56 △56 ―

計 7,645 2,94510,591 105 10,696 △56 10,640

セグメント利益 263 66 329 10 339 ― 339

(注) １　「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産賃貸、原料油脂等を含んでお

ります。

２　セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。

　

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　該当事項はありません。
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(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　

項目
前第１四半期連結累計期間
(自  平成24年１月１日
至  平成24年３月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自  平成25年１月１日
　至  平成25年３月31日)

１株当たり四半期純利益金額 1円68銭 1円93銭

    (算定上の基礎) 　 　

    四半期純利益金額(百万円) 173 199

    普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ―

    普通株式に係る四半期純利益金額(百万円) 173 199

    普通株式の期中平均株式数(千株) 102,987 102,985

(注) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益は、潜在株式がないため記載しておりません。

　

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

　

２ 【その他】

該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　
平成25年５月９日

ミヨシ油脂株式会社

取締役会  御中

　

新日本有限責任監査法人

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士    太    田    荘    一    印

　
　
指定有限責任社員
業務執行社員

　
 
公認会計士    石    井    　 　 誠    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」に掲げられているミヨ
シ油脂株式会社の平成25年１月１日から平成25年12月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間
(平成25年１月１日から平成25年３月31日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成25年１月１日から平成25
年３月31日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半
期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。
　
四半期連結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連結財務諸表の作成基準に準拠して
四半期連結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
い四半期連結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連結財務諸
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、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正
妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、ミヨシ油脂株式会社及び連結子会社の平成25
年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する第１四半期連結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。

２．四半期連結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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