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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86期

第１四半期連結
累計期間

第87期
第１四半期連結

累計期間
第86期

会計期間
自平成26年４月１日
至平成26年６月30日

自平成27年４月１日
至平成27年６月30日

自平成26年４月１日
至平成27年３月31日

売上高 （千円） 18,621,991 19,423,638 74,573,726

経常利益 （千円） 909,051 1,032,360 2,054,290

親会社株主に帰属する四半期（当

期）純利益
（千円） 587,188 685,943 1,907,083

四半期包括利益又は包括利益 （千円） 771,224 928,818 3,272,021

純資産額 （千円） 20,684,859 23,828,830 23,041,218

総資産額 （千円） 45,841,465 49,089,198 46,101,217

１株当たり四半期（当期）純利益

金額
（円） 31.18 36.43 101.28

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 （％） 45.1 48.5 50.0

　（注）１　当社は四半期連結財務諸表を作成しているため、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い

ません。

　　　　２　売上高は消費税等は含みません。

　　　　３　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いま

せん。

　　　　４　「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号　平成25年９月13日）等を適用し、当第１四半期連結

累計期間より、「四半期（当期）純利益」を「親会社株主に帰属する四半期（当期）純利益」としていま

す。

 

 

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（当社および当社の関係会社）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】

　平成27年３月期の有価証券報告書（平成27年６月26日提出）に記載の内容から重要な変更がないため、記載を省略

しています。

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の決定または締結等はありません。
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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当社グループは、前期に引き続きブランド強化策として、テレビＣＭ「シー

チキン食堂」の投入等を進めました。これらの効果により、売上高は194億23百万円と前年同期比4.3％増加しまし

た。為替の円安傾向が進む一方で、主原料であるきはだ鮪・かつおの価格が比較的安定して推移したことなどによ

り、売上原価率は前年同期並みでした。

この結果、営業利益は９億25百万円（前年同期比8.8％増）、経常利益は10億32百万円（同13.6％増）、親会社

株主に帰属する四半期純利益は６億85百万円（同16.8％増）となりました。

なお、５月初旬に業務委託先が稼動を開始した新物流センターで、配送遅延等のトラブルが発生しましたが、６

月中旬には復旧することができました。

なお、当社グループは、食品事業およびこの付帯事業の単一セグメントであるため、セグメント情報の開示は

行っていませんが、製品群別の販売動向は以下のとおりです。

 

                                                                                 （単位：千円、％）

製　品　群
前年同期 当第１四半期 増減

金額 構成比 金額 構成比 金額 率

製

品

家

庭

用

食

品

ツナ 7,956,891 42.7 8,395,833 43.2 438,942 5.5

デザート 1,178,770 6.3 1,239,520 6.4 60,750 5.2

パスタ＆ソース 1,704,217 9.1 1,637,138 8.4 △67,079 △3.9

総菜 1,697,846 9.1 1,824,656 9.4 126,810 7.5

削りぶし・海苔・ふりかけ類 1,298,289 7.0 1,336,537 6.9 38,248 2.9

ギフトセット・その他食品 931,293 5.0 898,852 4.6 △32,441 △3.5

計 14,767,308 79.2 15,332,539 78.9 565,230 3.8

業務用食品 3,289,589 17.7 3,515,638 18.1 226,048 6.9

ペットフード・バイオ他 422,692 2.3 426,214 2.2 3,522 0.8

計 18,479,591 99.2 19,274,392 99.2 794,801 4.3

その他 142,399 0.8 149,245 0.8 6,845 4.8

合　　計 18,621,991 100.0 19,423,638 100.0 801,647 4.3

(注)　上記金額は消費税等を含みません。

 

「ツナ」では、「シーチキン食堂」を中心としたメニュー提案と「野菜をおいしくシーチキン」などの消費者

キャンペーンが奏功し、販売が好調に推移しました。この結果、売上高は前年同期比5.5％増加しました。

「デザート」では、「朝からフルーツ」シリーズやフルーツパウチなど個食ニーズにマッチした製品の販売が好

調に推移し、売上高は同5.2％増加しました。

「パスタ＆ソース」では、価格改定により販売が総じて低調で、売上高は同3.9％減少しました。

「総菜」では、メニュー提案活動を強化した「シャキッとコーン」や個食ニーズにマッチした「健康パウチ」シ

リーズの販売が好調に推移し、売上高は同7.5％増加しました。

「削りぶし・海苔・ふりかけ類」では、かつお削りぶし類の販売が低調だったものの、噛み切りやすい海苔「か

みきれ～る」やきざみ海苔の販売が堅調に推移し、売上高は同2.9％増加しました。

「ギフトセット・その他食品」では、包装米飯「パパッとライス」が好調に推移しましたが、中元期の贈答品需

要が盛り上がらずギフトセットの販売が低調に推移し、売上高は同3.5％減少しました。

「業務用食品」では、ＣＶＳ向けデザート、スイートコーン等の販売が好調で、売上高は同6.9％増加しまし

た。

「ペットフード・バイオ他」では、フィッシュミール等のバイオ製品の販売が堅調に推移し、売上高は同0.8％

増加しました。
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(2) 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１四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は、36,444千円です。なお、当第１四半

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。
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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 82,600,000

計 82,600,000

 

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27年６月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成27年８月13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 20,650,731 20,650,731
東京証券取引所

(市場第二部)

単元株式数

1,000株

計 20,650,731 20,650,731 ― ―

 

（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27年４月１日～

平成27年６月30日
－ 20,650,731 － 1,441,669 － 942,292

 

（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27年３月31日）に基づく株主名簿による記載をしていま

す。

①【発行済株式】

平成27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）
（自己保有株式）

普通株式　1,823,000
－ －

完全議決権株式（その他） 普通株式 18,734,000 18,734 －

単元未満株式 普通株式    93,731 － 　１単元（1,000株）未満の株式

発行済株式総数 20,650,731 － －

総株主の議決権 － 18,734 －

 

②【自己株式等】

平成27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）

はごろもフーズ株式会社
静岡市清水区島崎町151 1,823,000 － 1,823,000 8.83

計 － 1,823,000 － 1,823,000 8.83

　（注）第１四半期会計期間末日現在の自己株式数は1,823,181株です。

２【役員の状況】

該当事項はありません。
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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）にもとづいて作成しています。

 

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項の規定にもとづき、第１四半期連結会計期間（平成27年４月１日から

平成27年６月30日まで）および第１四半期連結累計期間（平成27年４月１日から平成27年６月30日まで）に係る四半

期連結財務諸表について、監査法人双研社による四半期レビューを受けています。
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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）

 
前連結会計年度

(平成27年３月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成27年６月30日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,508,072 1,773,726

受取手形及び売掛金 15,851,161 16,312,267

商品及び製品 5,760,385 6,751,021

仕掛品 66,044 69,727

原材料及び貯蔵品 2,653,946 3,340,208

その他 2,408,898 2,690,756

貸倒引当金 △5,877 △6,702

流動資産合計 28,242,632 30,931,004

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 4,219,735 4,148,073

土地 3,549,245 3,549,245

その他（純額） 1,690,999 1,637,497

有形固定資産合計 9,459,980 9,334,815

無形固定資産 401,798 398,406

投資その他の資産   

投資有価証券 7,098,092 7,567,648

退職給付に係る資産 468,944 435,998

その他 442,761 437,502

貸倒引当金 △12,991 △16,176

投資その他の資産合計 7,996,806 8,424,972

固定資産合計 17,858,585 18,158,194

資産合計 46,101,217 49,089,198

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 12,213,932 14,850,678

1年内返済予定の長期借入金 280,000 280,000

未払金 4,670,625 2,380,409

未払法人税等 11,604 327,746

売上割戻引当金 27,274 198,738

販売促進引当金 1,973 1,183,169

賞与引当金 351,353 550,511

役員賞与引当金 38,100 －

その他 741,781 796,228

流動負債合計 18,336,644 20,567,481

固定負債   

長期借入金 2,630,000 2,560,000

役員退職慰労引当金 681,043 596,820

退職給付に係る負債 15,300 15,286

資産除去債務 17,000 17,000

その他 1,380,011 1,503,779

固定負債合計 4,723,355 4,692,886

負債合計 23,059,999 25,260,368
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  （単位：千円）

 
前連結会計年度

(平成27年３月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成27年６月30日)

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,441,669 1,441,669

資本剰余金 942,429 942,429

利益剰余金 19,801,150 20,345,887

自己株式 △2,154,908 △2,154,908

株主資本合計 20,030,341 20,575,078

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 2,761,920 3,062,664

繰延ヘッジ損益 178,208 119,905

為替換算調整勘定 22,500 23,145

退職給付に係る調整累計額 48,247 48,036

その他の包括利益累計額合計 3,010,877 3,253,752

純資産合計 23,041,218 23,828,830

負債純資産合計 46,101,217 49,089,198
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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：千円）

 
前第１四半期連結累計期間
(自　平成26年４月１日
　至　平成26年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成27年４月１日
　至　平成27年６月30日)

売上高 18,621,991 19,423,638

売上原価 12,060,844 12,586,028

売上総利益 6,561,146 6,837,609

販売費及び一般管理費 5,710,249 5,911,660

営業利益 850,897 925,948

営業外収益   

受取利息 37 21

受取配当金 60,091 56,648

持分法による投資利益 － 29,260

賃貸料収入 21,235 21,274

その他 18,785 22,321

営業外収益合計 100,149 129,526

営業外費用   

支払利息 8,575 7,537

持分法による投資損失 7,640 －

賃貸収入原価 13,144 11,733

その他 12,634 3,844

営業外費用合計 41,995 23,114

経常利益 909,051 1,032,360

特別損失   

貸倒引当金繰入額 399 3,185

固定資産除却損 33 611

投資有価証券評価損 － 960

たな卸資産廃棄損 － 9,065

特別損失合計 432 13,823

税金等調整前四半期純利益 908,619 1,018,537

法人税等 321,430 332,593

四半期純利益 587,188 685,943

親会社株主に帰属する四半期純利益 587,188 685,943
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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：千円）

 
前第１四半期連結累計期間
(自　平成26年４月１日
　至　平成26年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成27年４月１日
　至　平成27年６月30日)

四半期純利益 587,188 685,943

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 256,431 300,743

繰延ヘッジ損益 △43,485 △58,303

退職給付に係る調整額 △602 △1,780

持分法適用会社に対する持分相当額 △28,307 2,215

その他の包括利益合計 184,036 242,874

四半期包括利益 771,224 928,818

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 771,224 928,818

非支配株主に係る四半期包括利益 － －
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【注記事項】

（会計方針の変更）

（企業結合に関する会計基準等の適用)

　「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号　平成25年９月13日）、「連結財務諸表に関する会計基

準」（企業会計基準第22号　平成25年９月13日）および「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７

号　平成25年９月13日）等を当第１四半期連結会計期間から適用し、四半期純利益等の表示の変更を行っていま

す。当該表示の変更を反映させるため、前第１四半期連結累計期間については、四半期連結財務諸表の組替えを

行っています。

 

（四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理）

（税金費用の計算）

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います。

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

　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いません。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、次のとおりです。

 

 

前第１四半期連結累計期間

（自　平成26年４月１日

　至　平成26年６月30日）

当第１四半期連結累計期間

（自　平成27年４月１日

　至　平成27年６月30日）

　減価償却費 　        178,353千円 　        198,817千円
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（株主資本等関係）

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自　平成26年４月１日　至　平成26年６月30日）

配当に関する事項

配当金支払額

平成26年６月26日の第85期定時株主総会において、次のとおり決議しています。

・普通株式の配当に関する事項

（イ）配当金の総額　　　　　　　　　　　　　　141,228千円

（ロ）１株当たり配当額　　　　　　　　　　　　　 ７円50銭

（ハ）基準日　　　　　　　　　　　　　　 平成26年３月31日

（ニ）効力発生日　　　　　　　　　　　　 平成26年６月27日

（ホ）配当の原資　　　　　　　　　　　　　　　 利益剰余金

 

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自　平成27年４月１日　至　平成27年６月30日）

配当に関する事項

配当金支払額

平成27年６月26日の第86期定時株主総会において、次のとおり決議しています。

・普通株式の配当に関する事項

（イ）配当金の総額　　　　　　　　　　　　　　141,206千円

（ロ）１株当たり配当額　　　　　　　　　　　　　 ７円50銭

（ハ）基準日　　　　　　　　　　　　　　 平成27年３月31日

（ニ）効力発生日　　　　　　　　　　　　 平成27年６月29日

（ホ）配当の原資　　　　　　　　　　　　　　　 利益剰余金

 

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

前第１四半期連結累計期間（自　平成26年４月１日　至　平成26年６月30日）および当第１四半期連結累計期

間（自　平成27年４月１日　至　平成27年６月30日）

　当社グループは、食品事業およびこの付帯事業の単一セグメントであるため、記載を省略しています。

 

（１株当たり情報）

１株当たり四半期純利益金額および算定上の基礎は、以下のとおりです。

 
前第１四半期連結累計期間
（自　平成26年４月１日
至　平成26年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成27年４月１日
至　平成27年６月30日）

１株当たり四半期純利益金額 31円18銭 36円43銭

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する四半期純利益金額

（千円）
587,188 685,943

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純

利益金額（千円）
587,188 685,943

普通株式の期中平均株式数（株） 18,830,429 18,827,550

　（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いません。

 

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27年８月10日

はごろもフーズ株式会社

取締役会　御中

 

監査法人双研社

 

 
代表社員
業務執行社員

 公認会計士 渡辺　　篤　　㊞

 

 
代表社員
業務執行社員

 公認会計士 貴志　　豊　　㊞

 

　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」に掲げられているはごろもフーズ

株式会社の平成27年４月１日から平成28年３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27年４月１日か

ら平成27年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成27年４月１日から平成27年６月30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、はごろもフーズ株式会社及び連結子会社の平成27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．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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