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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54期

第３四半期累計期間

第55期
第３四半期
連結累計期間

第54期

会計期間
自 平成25年５月１日
至 平成26年１月31日

自 平成26年５月１日
至 平成27年１月31日

自 平成25年５月１日
至 平成26年４月30日

売上高 (千円) 22,349,313 27,458,818 27,934,478

経常利益 (千円) 514,197 1,181,953 589,163

四半期(当期)純利益 (千円) 326,623 760,104 259,399

四半期包括利益又は包括利益 (千円) ― 979,932 ―

純資産額 (千円) 9,930,011 10,641,077 9,856,037

総資産額 (千円) 33,242,322 39,013,248 27,258,103

１株当たり四半期(当期)純利益金
額

(円) 67.98 158.21 53.99

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 (％) 29.9 27.3 36.2
 

 

回次
第54期

第３四半期会計期間

第55期
第３四半期
連結会計期間

会計期間
自 平成25年11月１日
至 平成26年１月31日

自 平成26年11月１日
至 平成27年１月31日

１株当たり四半期純利益金額 (円) 156.83 208.39
 

(注) １  売上高には、消費税等は含まれておりません。

２ 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。

３ 当社は、第２四半期連結会計期間より四半期連結財務諸表を作成しているため、第54期第３四半期連結累計

期間、第54期第３四半期連結会計期間及び第54期連結会計年度に代えて、第54期第３四半期累計期間、第54

期第３四半期会計期間及び第54期事業年度について記載しております。

４ 潜在株式調整後１株当たり四半期(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。
　

２ 【事業の内容】

当第３四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)において営まれている事業の内容

について、重要な変更はありません。

　

主要な関係会社の異動については以下のとおりであります。

(食品事業)

第２四半期連結会計期間において、平成26年８月８日付で当社は100％出資の子会社「宝町食品株式会社」を設立

し、当社の連結子会社といたしました。

なお、宝町食品株式会社は、平成26年９月16日付で、株式会社きむら食品が営む食品事業を譲受け、同日に「株

式会社きむら食品」に商号を変更しております。

この結果、当社グループは平成27年１月31日現在では、当社及び子会社１社により構成されております。

株式会社きむら食品は、国内での包装餅、冷凍米飯、粉製品等の製造販売を主な事業としており、当社グループ

が食品事業の単一セグメントであることに変更はありません。
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第２ 【事業の状況】

 

１ 【事業等のリスク】

当第３四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、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の重要な変更はありません。

　

２ 【経営上の重要な契約等】

当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

　

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】

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日において当社グループが判断したものであります。

また、当社は第２四半期連結会計期間から四半期連結財務諸表を作成しているため、前年同四半期連結累計期間

との比較分析は行っておりません。

(1) 業績の状況

当第３四半期連結累計期間(平成26年５月１日から平成27年１月31日まで)におけるわが国経済は、政府の経済

政策や日銀の金融政策を背景とした、緩やかな回復基調で推移したものの、消費税率引き上げに伴う駆け込み需

要の反動や夏場の天候不順による個人消費の下押し、円安による物価上昇の影響が懸念されるなど、依然として

先行き不透明な状況で推移いたしました。

このような中、当社グループは、安全・安心かつ美味しさの追求に重点をおいた包装餅及び包装米飯の適正価

格での健全な販売及び製品の安定供給に努めることを基本に、お客様の消費動向を捉えながら多様化する消費者

ニーズに対応した販売活動を行ってまいりました。

当社グループは、食品事業の単一セグメントであるため、セグメントごとの記載を省略しておりますが、製品

分類別の販売動向は以下のとおりであります。

包装餅製品では、少子高齢化等の社会構造の変化による食スタイルの多様化・個別化等に対応する製品とし

て、一昨年発売した「サトウの切り餅 いっぽん」「サトウの切り餅 至高の餅」に酸素吸収透明フィルム(フィ

ルム自体に袋内の酸素を吸う機能があり、鮮度保持剤が不要となるエコ包装を実現した個包装フィルム)を使用

し、平成26年10月よりリニューアル発売するとともに、鏡餅のＰＳＰ容器(発泡スチロールを素材とした容器)

「らくポイ容器」を採用した製品ラインナップの増強に加え、新潟在住のアイドル・ユニット「Negicco(ネギッ

コ)」を起用した新しいテレビＣＭの放映を実施いたしました。

また、当社グループ企業である株式会社きむら食品が持つ、パイオニアブランドとしての「うさぎもち」の取

扱店拡大に向けた、販売促進企画等の各施策の実施に取り組んでまいりました。その結果、包装餅製品の売上高

は161億66百万円となりました。

包装米飯製品では、消費税率引き上げに伴う駆け込み需要の反動は見られたものの、日本古来の炊飯方法を忠

実に再現した製造技術(圧釜ガス直火炊き)により、電子レンジ２分で家庭と同様の炊きたてごはんを実現できる

ことに加え、良質米産地との共同企画を前年に引き続き実施し、製品名に原料米の産地銘柄を明確に表示してい

ることが、お客様の利便性及び安全・安心意識にそれぞれマッチしたことから、堅調に推移いたしました。その

結果、包装米飯製品の売上高は112億60百万円となりました。

以上の結果、当第３四半期連結累計期間の売上高はその他製品32百万円を加えた274億58百万円となり、営業

利益は12億９百万円、経常利益は11億81百万円、四半期純利益は７億60百万円となりました。

　

なお、当社グループは主力製品である包装餅が季節商品(特に鏡餅)であり、その販売が年末に集中するため、

第３四半期連結会計期間の売上高及び利益が他の四半期連結会計期間に比べ著しく増加する傾向があります。

　

(2) 財政状態の分析

(資産の部)

当第３四半期連結会計期間末における資産合計は390億13百万円となりました。

流動資産は260億34百万円となりました。主な内訳につきましては、受取手形及び売掛金143億54百万円、原材

料及び貯蔵品70億90百万円であります。

固定資産は129億76百万円となりました。主な内訳につきましては、有形固定資産89億80百万円、投資不動産

26億34百万円であります。

(負債の部)
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当第３四半期連結会計期間末における負債合計は283億72百万円となりました。

流動負債は203億75百万円となりました。主な内訳につきましては、支払手形及び買掛金13億88百万円、短期

借入金120億円であります。

固定負債は79億96百万円となりました。主な内訳につきましては、長期借入金61億18百万円であります。

(純資産の部)

当第３四半期連結会計期間末における純資産合計は106億41百万円となりました。

主な内訳につきましては、利益剰余金95億79百万円であります。

　

(3) 事業上及び財務上の対応すべき課題

当第３四半期連結累計期間において、当社グループが事業上及び財務上の対処すべき課題について重要な変更

及び新たに生じたものはありません。

　

(4) 研究開発活動

当第３四半期連結累計期間の研究開発費の総額は１億18百万円であります。

なお、当第３四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。

　

(5) 従業員数

当第３四半期連結累計期間において、株式会社きむら食品の事業の譲受けに伴い、当社グループの従業員数は

170名(その他臨時従業員等36名)増加しております。
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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 16,300,000

計 16,300,000
 

　

② 【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間末

現在発行数(株)
(平成27年１月31日)

提出日現在発行数(株)
(平成27年３月17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 5,075,500 5,075,500
東京証券取引所
市場第二部

単元株式数 100株

計 5,075,500 5,075,500 ― ―
 

　

(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

(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26年11月１日～
平成27年１月31日

― 5,075,500 ― 543,775 ― 506,000
 

　

(6) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第３四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３四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26年10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】

   平成27年１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 271,100

― 単元株式数100株

完全議決権株式(その他)
普通株式

4,802,800
48,028 同上

単元未満株式
普通株式

1,600
― １単元(100株)未満の株式

発行済株式総数 5,075,500 ― ―

総株主の議決権 ― 48,028 ―
 

(注) 「単元未満株式」欄には、自己株式64株を含めております。

　

② 【自己株式等】

平成27年１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)      

佐藤食品工業株式会社 新潟市東区宝町13番５号 271,100 ― 271,100 5.34

計 ― 271,100 ― 271,100 5.34
 

(注) 上記の他、単元未満株式64株を所有しております。

　

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。

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
取締役

(原材料部長)
加藤 仁 平成26年９月16日

 

(注) 取締役 加藤仁は、平成26年９月16日付で連結子会社である株式会社きむら食品の代表取締役に就任しており

ます。
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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。

なお、第２四半期連結会計期間から四半期連結財務諸表を作成しているため、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は、前連結会計年度及び前年同四半期との対比は行ってお

りません。

　

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３四半期連結会計期間(平成26年11月１日から平成

27年１月31日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成26年５月１日から平成27年１月31日まで)に係る四半期連結財務

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。
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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：千円)

          
当第３四半期連結会計期間

(平成27年１月31日)

資産の部  

 流動資産  

  現金及び預金 2,428,387

  受取手形及び売掛金 14,354,708

  商品及び製品 1,664,402

  仕掛品 223,437

  原材料及び貯蔵品 7,090,033

  その他 314,827

  貸倒引当金 △40,900

  流動資産合計 26,034,897

 固定資産  

  有形固定資産  

   建物及び構築物（純額） 2,626,349

   機械装置及び運搬具（純額） 3,531,169

   土地 2,347,426

   その他（純額） 475,243

   有形固定資産合計 8,980,188

  無形固定資産 118,278

  投資その他の資産  

   投資不動産（純額） 2,634,231

   その他 1,269,164

   貸倒引当金 △25,330

   投資その他の資産合計 3,878,065

  固定資産合計 12,976,532

 繰延資産 1,818

 資産合計 39,013,248
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          (単位：千円)

          
当第３四半期連結会計期間

(平成27年１月31日)

負債の部  

 流動負債  

  支払手形及び買掛金 ※２  1,388,850

  短期借入金 12,000,000

  未払法人税等 305,279

  引当金 140,478

  その他 ※２  6,541,235

  流動負債合計 20,375,844

 固定負債  

  社債 200,000

  長期借入金 6,118,405

  引当金 67,591

  退職給付に係る負債 912,854

  その他 697,475

  固定負債合計 7,996,326

 負債合計 28,372,171

純資産の部  

 株主資本  

  資本金 543,775

  資本剰余金 506,000

  利益剰余金 9,579,877

  自己株式 △306,009

  株主資本合計 10,323,643

 その他の包括利益累計額  

  その他有価証券評価差額金 444,846

  退職給付に係る調整累計額 △127,412

  その他の包括利益累計額合計 317,434

 純資産合計 10,641,077

負債純資産合計 39,013,248
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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：千円)

          当第３四半期連結累計期間
(自 平成26年５月１日
　至 平成27年１月31日)

売上高 27,458,818

売上原価 17,124,894

売上総利益 10,333,924

販売費及び一般管理費 9,123,981

営業利益 1,209,942

営業外収益  

 受取利息 736

 受取配当金 10,216

 受取賃貸料 148,885

 その他 173,271

 営業外収益合計 333,110

営業外費用  

 支払利息 142,683

 賃貸費用 97,634

 その他 120,782

 営業外費用合計 361,100

経常利益 1,181,953

特別利益  

 固定資産売却益 20,722

 特別利益合計 20,722

税金等調整前四半期純利益 1,202,675

法人税、住民税及び事業税 307,955

法人税等調整額 134,615

法人税等合計 442,571

少数株主損益調整前四半期純利益 760,104

四半期純利益 760,104
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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：千円)

          当第３四半期連結累計期間
(自 平成26年５月１日
　至 平成27年１月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 760,104

その他の包括利益  

 その他有価証券評価差額金 210,057

 退職給付に係る調整額 9,771

 その他の包括利益合計 219,828

四半期包括利益 979,932

（内訳）  

 親会社株主に係る四半期包括利益 979,932

 少数株主に係る四半期包括利益 -
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【注記事項】

(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更)

(連結の範囲の重要な変更)

平成26年８月８日付で当社100％子会社として宝町食品株式会社を設立したため、第２四半期連結会計期間より

当該子会社を連結の範囲に含めております。

なお、当該子会社は平成26年９月16日付で株式会社きむら食品から食品事業を譲受けており、同日付にて「株

式会社きむら食品」に商号変更しております。

　

(追加情報)

(四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)

当社は、第２四半期連結会計期間より四半期連結財務諸表を作成しております。四半期連結財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事項は以下のとおりであります。

　

１ 連結の範囲に関する事項

連結子会社の数       １社

連結子会社の名称     株式会社きむら食品

　

２ 連結子会社の事業年度等に関する事項

株式会社きむら食品の決算日は３月31日であり、当第３四半期連結累計期間の四半期連結財務諸表作成にあ

たっては、12月31日現在の四半期財務諸表を使用しております。

ただし、四半期連結決算日との間に発生した重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。

　

３ 会計処理基準に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券

  その他有価証券

    時価のあるもの

決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価

は、移動平均法により算定)

    時価のないもの

移動平均法による原価法

　

② たな卸資産

  商品及び製品・仕掛品

    総平均法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)

  原材料

    月次総平均法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)

  貯蔵品

    最終仕入原価法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)

　

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

① 有形固定資産(リース資産を除く)

  定率法(ただし、平成10年４月１日以降取得した建物(建物附属設備を除く)については定額法)

  なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

    建物     15～38年

    機械及び装置 10年
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② 無形固定資産(リース資産を除く)

  自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法

　

③ リース資産

  所有権移転外ファイナンス・リース取引にかかるリース資産

    リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

　

④ 投資不動産

  定率法(ただし、平成10年４月１日以降取得した建物(建物附属設備を除く)については定額法)

  なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

    建物     10～34年

　

(3) 重要な引当金の計上基準

① 貸倒引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権

については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

　

② 賞与引当金

従業員賞与の支給に充てるため、支払見込額を基準として計上しております。

　

③ 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支払いに備えるため、役員退職慰労金規程(内規)に基づく当四半期連結会計期間末要

支給額を計上しております。

　

(4) のれんの償却方法及び償却期間

５年間の定額法により償却しております。

　

(5) 退職給付に係る会計処理の方法

① 退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当四半期連結会計期間末までの期間に帰属させる方法に

ついては、給付算定式基準によっております。

　

② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により費

用処理しております。

数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10

年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理することとしておりま

す。

　

③ 小規模企業等における簡便法の採用

連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る当四半期連結会計期間末

自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を採用しております。

　

(6) その他四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式を採用しております。
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(会計方針の変更等)

(退職給付に関する会計基準等の適用)

「退職給付に関する会計基準」(企業会計基準第26号 平成24年５月17日。以下「退職給付会計基準」という。)

及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第25号 平成24年５月17日。以下「退職給

付適用指針」という。)を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられた定めにつ

いて当第３四半期連結累計期間の期首より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給付見

込額の期間帰属方法を期間定額基準から給付算定式基準に変更、割引率の決定方法を従業員の残存勤務期間に近

似した年数を基礎として割引率を決定する方法から退職給付の支払見込期間及び支払見込期間ごとの金額を反映

した単一の加重平均割引率を使用する方法へ変更しております。

退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な扱いに従って、当第３四半

期連結累計期間の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更を行っておりますが、期首利益剰

余金に加減する影響額はありません。

この結果、当第３四半期連結財務諸表への影響額はありません。

　

(四半期連結貸借対照表関係)

   １ 偶発債務

(1) 仕入取引の担保として差し入れた振出手形は、101,000千円であります。

(2) 当社は、越後製菓株式会社(以下、「越後製菓」という。)より、当社が側面に切り込みの入った切り餅を製

造・販売する行為が越後製菓の所有する特許権を侵害しているとして、平成24年４月27日付で、1,915,950千

円の損害賠償を請求する訴訟を提起されております。

全ての審議結果を踏まえ、今後第一審判決が言い渡される見込みですが、当該訴訟の最終結果を現時点で予

測することは困難であるため、訴訟損失引当金を計上しておりません。
　

 ※２ 四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。

なお、当第３四半期連結会計期間末日及び連結子会社の第３四半期会計期間末日(12月31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。

 
当第３四半期連結会計期間

(平成27年１月31日)

支払手形 356,414千円

その他流動負債(設備支払手形) 33,125千円
 

　

(四半期連結損益計算書関係)

 売上高等の季節的変動

 当第３四半期連結累計期間(自 平成26年５月１日 至 平成27年１月31日)

当社グループは、主力製品である包装餅が季節商品(特に鏡餅)であり、その販売が年末に集中するため、第３

四半期連結会計期間の売上高及び利益が他の四半期連結会計期間に比べ著しく増加する傾向にあります。

　

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第３四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３四半

期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及びのれんの償却額は、次の

とおりであります。

 
当第３四半期連結累計期間
(自 平成26年５月１日
至 平成27年１月31日)

減価償却費 808,150千円

のれんの償却額 8,882千円
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(株主資本等関係)

当第３四半期連結累計期間(自 平成26年５月１日 至 平成27年１月31日)

１．配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成26年７月25日
定時株主総会

普通株式 57,652 12.00 平成26年４月30日 平成26年７月28日 利益剰余金
 

　

２．基準日が当第３四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３四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。

　

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

当第３四半期連結累計期間(自 平成26年５月１日 至 平成27年１月31日)

当社は、食品事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

なお、第２四半期連結会計期間より連結の範囲に含めている子会社である株式会社きむら食品は、食品事業を

営んでおり、当社グループが食品事業の単一セグメントであることに変更はありません。

　

(企業結合等関係)

取得による企業結合

１．取得原価の当初配分額に重要な修正がなされた場合の修正内容及び金額

第２四半期連結会計期間においては、株式会社きむら食品の食品事業の取得原価の確定及び取得原価の配分に

ついて、四半期連結財務諸表作成時点における入手可能な合理的な情報等に基づき暫定的な会計処理を行ってお

りましたが、当第３四半期連結会計期間において、取得原価の確定及び取得原価の配分は完了しております。

当第３四半期連結会計期間における取得原価の配分の見直しによるのれんの修正額は、次のとおりでありま

す。

修正科目 のれんの修正金額

のれん(修正前) 13,500千円

取得金額の調整 11,576千円

たな卸資産 △335千円

有形固定資産 △22,267千円
投資その他の資産 104,112千円

修正金額合計 93,085千円
のれん(修正後) 106,586千円

 

　

２．発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間

(1) 発生したのれんの金額

106,586千円

(2) 発生原因

今後の事業展開により期待される将来の超過収益力であります。

(3) 償却方法および償却期間

５年間にわたる均等償却
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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
当第３四半期連結累計期間
(自 平成26年５月１日
至 平成27年１月31日)

１株当たり四半期純利益金額 158円21銭

    (算定上の基礎)  

   四半期純利益金額(千円) 760,104

    普通株主に帰属しない金額(千円) ―

   普通株式に係る四半期純利益金額(千円) 760,104

    普通株式の期中平均株式数(千株) 4,804
 

(注) 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。

　

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

　

２ 【その他】

特記事項はありません。
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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27年３月12日

佐藤食品工業株式会社

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   五 十 幡 理 一 郎   印

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士    若   松    大   輔    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」に掲げられている佐藤食品工業株

式会社の平成26年５月１日から平成27年４月30日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（平成26年11月１日か

ら平成27年１月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成26年５月１日から平成27年１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、佐藤食品工業株式会社及び連結子会社の平成27年１月31日現在の

財政状態及び同日をもって終了する第３四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。

　

強調事項

注記事項（四半期連結貸借対照表関係）１．偶発債務(２)に記載されているとおり、会社は越後製菓株式会社から平

成24年４月27日付で提訴されているが、当該訴訟の最終結果を現時点で予測することは困難であるため、訴訟損失引当

金を計上していない。

当該事項は、当監査法人の結論に影響を及ぼすものではない。

　

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。

　
 

(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．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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