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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104期

第３四半期
連結累計期間

第105期
第３四半期
連結累計期間

第104期

会計期間
自平成28年４月１日
至平成28年12月31日

自平成29年４月１日
至平成29年12月31日

自平成28年４月１日
至平成29年３月31日

売上高 （百万円） 106,849 110,275 137,907

経常利益 （百万円） 5,683 6,372 5,122

親会社株主に帰属する四半期　

（当期）純利益
（百万円） 3,334 4,152 2,745

四半期包括利益又は包括利益 （百万円） 4,219 5,136 3,556

純資産額 （百万円） 37,331 41,324 36,667

総資産額 （百万円） 110,359 110,448 104,763

１株当たり四半期（当期）

純利益金額
（円） 510.45 653.79 422.97

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 （％） 33.83 37.42 35.00
 

　
　

回次
第104期

第３四半期
連結会計期間

第105期
第３四半期
連結会計期間

会計期間
自平成28年10月１日
至平成28年12月31日

自平成29年10月１日
至平成29年12月31日

１株当たり四半期純利益金額 （円） 270.27 268.48
 

（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．売上高には消費税及び地方消費税は含まれておりません。

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。
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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。

 

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現在において当社及び連結子会社（以下「当社グルー

プ」といいます。）が判断したものであります。

　

(1) 業績の状況

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、企業収益や雇用・所得環境の改善を背景に、緩やかな回復

基調で推移したものの、海外経済の不確実性の高まりなどにより、先行きは不透明な状況が続きました。

食品業界におきましては、お客様の節約志向が依然として根強いなかで、消費行動の多様化などへの対応が求

められるなど、厳しい経営環境が続きました。

このような状況のなかで、当社、連結子会社及び持分法適用会社は、企業理念・ビジョンのもと、中期経営計

画に基づき、スパイスとハーブを核とした事業活動を推進してまいりました。

おいしさの追求はもちろんのこと、高い品質と新たな価値を創出し、暮らしに役立つ製品を生み出すため、お

客様視点での研究開発や製品開発を行うとともに、きめ細かな営業活動やスパイスとハーブの魅力をお伝えする

ための情報発信に取り組みました。

以上の結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は、食料品事業においてスパイス＆ハーブグループをはじ

め、各製品区分の主力製品が堅調に推移するとともに、調理済食品も前年同期実績を上回りましたことから、前

年同期比34億25百万円増の1,102億75百万円（前年同期比3.2％増）となりました。利益面では、食料品事業の売

上高が増加したこと、また食料品事業、調理済食品ともに引き続き原価低減に努めたことなどから、営業利益は

前年同期比６億97百万円増の64億43百万円（同12.1％増）、経常利益は前年同期比６億89百万円増の63億72百万

円（同12.1％増）、親会社株主に帰属する四半期純利益は前年同期比８億17百万円増の41億52百万円（同24.5％

増）となりました。

　

セグメント別・製品区分別の状況は、以下の通りであります。

なお、各セグメントの売上高は、セグメント間内部売上高消去後の数値を記載しております。

①　食料品事業

＜スパイス＆ハーブ＞

洋風スパイスや業務用香辛料製品が順調に推移いたしました。

＜即席＞

主力ブランドの「ゴールデンカレー」や「濃いシチュー」が順調に推移いたしました。

＜香辛調味料＞

お徳用タイプの「おろし生しょうが」などチューブ製品や中華調味料の「李錦記」ブランド製品が順調に推

移いたしました。

＜インスタント食品その他＞

レトルト製品やパスタソースが順調に推移いたしました。また、昨年販売を開始した「ボンヌママン」ブラ

ンド製品も寄与いたしました。

以上の結果、売上高は、前年同期比33億54百万円増の962億74百万円（同3.6％増）となりました。なお、セ

グメント利益（営業利益）は前年同期比５億32百万円増の67億68百万円（同8.5％増）となりました。

 
②　調理済食品

調理麺が伸長いたしましたことから、売上高は、前年同期比71百万円増の140億円（同0.5％増）となりまし

た。なお、セグメント損失（営業損失）は３億57百万円（前年同期はセグメント損失５億22百万円）となりま

した。
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(2) 財政状態

資産は、前連結会計年度末と比較して56億84百万円増加し、1,104億48百万円となりました。これは主に、受取

手形及び売掛金の増加64億87百万円などがあったことによるものであります。

負債は、前連結会計年度末と比較して10億28百万円増加し、691億23百万円となりました。これは主に、借入金

の増加12億75百万円などがあったことによるものであります。

純資産は、前連結会計年度末と比較して46億56百万円増加し、413億24百万円となりました。これは主に、利益

剰余金の増加36億92百万円、その他有価証券評価差額金の増加９億26百万円などがあったことによるものであり

ます。

なお、当社の関連会社（持分法適用関連会社）である㈱ゴールデンフーズが平成29年８月31日をもって、当社

業務用製品の販売業務を終了したことに伴い、商流の変更及び債権の流動固定分類の見直しを実施しましたこと

から、受取手形及び売掛金が38億37百万円減少し、固定化営業債権が38億37百万円増加しております。また、貸

倒引当金（流動資産）が35億６百万円減少し、貸倒引当金（固定資産）が35億６百万円増加しております。

　

(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第３四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等

（会社法施行規則第118条第３号に掲げる事項）は次の通りであります。

①　基本方針の内容

当社は、当社株式の大規模買付行為が行われる場合において、その買付けに応じるか否かのご判断について

は、最終的には株主の皆様に委ねられるべきものと考えております。また、経営支配権の異動に伴う企業価値

向上の可能性についても、これを一概に否定するものではありません。しかしながら、大規模買付行為のなか

には、その目的等から判断して、企業価値または株主共同の利益を損なうおそれがあるものも少なくありませ

ん。

当社の企業価値または株主共同の利益は、創業の理念や企業理念、ビジョンに基づく企業活動とそれを可能

ならしめる経営体制や企業文化・組織風土等が一体となって、すべてのステークホルダーのご理解やご協力と

いった基盤のうえで形付けられるものであります。このような当社の企業価値を構成するさまざまな要素への

理解なくして、当社の企業価値または株主共同の利益が維持されることは困難であると考えております。

当社は、当社株式の適切な価値を株主及び投資家の皆様にご理解いただけるよう、適時・適切な情報開示に

努めておりますが、突然に大規模買付行為がなされる場合には、株主の皆様が当社株式の継続保有を検討する

うえで、かかる買付行為が当社に与える影響や大規模買付者が当社の経営に参画した場合の経営方針、事業計

画、各ステークホルダーとの関係についての考え方、さらに、当社取締役会の大規模買付行為に対する意見等

の情報は、株主の皆様にとって重要な判断材料になるものと考えております。また、大規模買付者の提示する

当社株式の買付価格が妥当なものであるかを比較的短期間のうちに判断をする株主の皆様にとっては、大規模

買付者及び当社の双方から適切かつ十分な情報が提供されることが重要と考えております。

こうした考え方のもと、当社は、株主の皆様に当社株式の大規模買付行為に応じるか否かを適切にご判断い

ただく機会を提供し、あるいは当社取締役会が株主の皆様に代替案を提示するために必要な情報や時間を確保

すること、及び当社の企業価値または株主共同の利益に反するような大規模買付行為を抑止するため、一定の

場合には企業価値または株主共同の利益を守るために必要かつ相応な措置をとることが、株主の皆様から経営

を付託される当社取締役会の当然の責務であると考えております。

　

②　基本方針実現のための取組み

ア．基本方針の実現に資する特別な取組み（企業価値向上のための取組み）

食品業界においては、食の安全・安心、少子高齢化、環境問題といったさまざまな課題があります。こう

したなかで、当社は香辛料のトップメーカーとして、これまで培ってきた技術力と開発力を活かし、豊かな

将来性を持つ「地の恵み スパイス＆ハーブ」を核として、多様化・グローバル化が進む消費市場への対応を

強化してまいります。そして、おいしさの追求はもちろんのこと、高い品質と新たな価値を創出し、お客様

の暮らしに役立つ製品を生み出し続けていくために、お客様視点の研究開発や製品開発、マーケティング活

動の強化に取り組んでまいります。

スパイスとハーブは、太古より人間の生活に欠かせない活力源や生薬として重宝されてきましたが、自然

志向や健康志向の高まりから、その機能は注目を集め、将来性が大いに期待されるところです。人々の健や

かな生活を支えるスパイスとハーブの優れた機能をお客様にお伝えいたしますとともに、当社の強みをさら

に伸ばし、新たな市場の開拓を進め、ブランド価値を高めていくなかで、さらなる企業価値の向上に努めて

まいります。
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イ．基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するた

めの取組み

当社は、上記①に記載の基本方針に基づき、当社の企業価値または株主共同の利益を確保し、向上させる

ことを目的として、「当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）」（以下、単に「対応策」

といいます。）を導入しております。

対応策は、大規模買付者に遵守していただくべきルールと、大規模買付行為が行われた場合に当社が講じ

る対抗措置の手続き及び内容を定めており、その具体的な対抗措置につきましては、当社の企業価値または

株主共同の利益を守るため、必要かつ相当な範囲で新株予約権の無償割当てを行うものであります。

なお、現在の対応策は、平成29年６月29日開催の第104期定時株主総会における関連議案の承認可決をもっ

て更新したものであります。（以下、現在の対応策を「本プラン」といいます。）

本プランの詳細につきましては、当社ホームページ（URL　http://www.sbfoods.co.jp/company/ir/plan.

html）をご覧ください。

　

③　上記各取組みに対する当社取締役会の判断及びその理由

ア．基本方針の実現に資する特別な取組みについて

企業価値向上のための取組みやコーポレート・ガバナンスの強化といった各施策は、当社の企業価値また

は株主共同の利益を持続的に向上させるために策定されたものであり、まさに基本方針の実現に資するもの

であります。

従って、これらの各施策は、基本方針に従い、当社の株主共同の利益に合致するものであり、当社の会社

役員の地位の維持を目的とするものではありません。

イ．基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するた

めの取組みについて

本プランは、当該大規模買付行為に応じるか否かを株主の皆様が判断する、あるいは当社取締役会が株主

の皆様に代替案を提示するために必要な時間や情報を確保するとともに、株主の皆様のために大規模買付者

と交渉を行うこと等を可能とすることにより、当社の企業価値または株主共同の利益を確保するための枠組

みであり、基本方針に沿うものであります。

また、本プランは、以下の理由により、当社の株主共同の利益を損なうものではなく、当社の会社役員の

地位の維持を目的とするものではありません。

・経済産業省及び法務省が平成17年５月27日に発表した「企業価値・株主共同の利益の確保または向上の

ための買収防衛策に関する指針」の定める三原則を充足しており、また、企業価値研究会が平成20年６

月30日に発表した「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」を勘案した内容となっており

ます。

・平成29年６月29日開催の第104期定時株主総会における、大規模買付ルールを遵守しない場合の対抗措置

としての新株予約権無償割当てに関する事項の決定を取締役会に委任する旨の議案の承認可決をもって

本プランに更新しております。

・大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合で、当社取締役会が、当社の企業価値または株主共同

の利益を損なうおそれがあるものと判断し、かつ、対抗措置の発動が必要であると判断した場合は、大

規模買付行為に対し対抗措置を発動するか否かの判断を株主の皆様に行っていただくために、株主総会

を開催するものとしております。

・当社取締役会により、いつでも廃止することができることから、デッドハンド型買収防衛策（取締役の

構成員の過半数を交替させてもなお、発動を阻止できない買収防衛策）ではありません。また、当社取

締役の任期は１年としていることから、スローハンド型買収防衛策（取締役の構成員の交代を一度に行

うことができないため、その発動を阻止しにくい買収防衛策）でもありません。

　

(4) 研究開発活動

当第３四半期連結累計期間における当社グループの研究開発費の総額は、６億97百万円であります。なお、セ

グメント別の研究開発費の金額は、食料品事業５億45百万円、調理済食品１億51百万円であります。

また、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。
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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 17,600,000

計 17,600,000
 

 
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29年12月31日)

提出日現在発行数（株）
(平成30年２月14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 6,977,117 6,977,117 東京証券取引所市場第二部
単元株式数

100株

計 6,977,117 6,977,117 － －
 

　

（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
（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29年10月１日～

平成29年12月31日
－ 6,977,117 － 1,744 － 5,343

 

　

（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】

①【発行済株式】

  平成29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） 普通株式　　626,500 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式　6,334,300 63,343 －

単元未満株式 普通株式　　 16,317 － －

発行済株式総数 6,977,117 － －

総株主の議決権 － 63,343 －
 

 

②【自己株式等】

  平成29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(％)

ヱスビー食品株式会社
東京都中央区日本橋兜町

18番６号
626,500 － 626,500 8.98

計 － 626,500 － 626,500 8.98
 

 

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３四半期連結会計期間（平成29年10月１日から平

成29年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成29年４月１日から平成29年12月31日まで）に係る四半期

連結財務諸表について、日栄監査法人による四半期レビューを受けております。

 

EDINET提出書類

ヱスビー食品株式会社(E00452)

四半期報告書

 8/17



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29年３月31日)
当第３四半期連結会計期間

(平成29年12月31日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 18,289 20,117

  受取手形及び売掛金 23,105 29,593

  商品及び製品 5,960 5,966

  仕掛品 2,258 2,196

  原材料及び貯蔵品 6,097 5,415

  その他 6,177 2,273

  貸倒引当金 △3,506 △163

  流動資産合計 58,383 65,400

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物及び構築物（純額） 12,099 11,993

   機械装置及び運搬具（純額） 6,896 6,651

   土地 8,429 8,218

   その他（純額） 2,660 2,632

   有形固定資産合計 30,086 29,496

  無形固定資産 608 633

  投資その他の資産   

   投資有価証券 7,320 8,611

   固定化営業債権 － 3,837

   その他 8,686 6,626

   貸倒引当金 △322 △4,157

   投資その他の資産合計 15,684 14,917

  固定資産合計 46,379 45,048

 資産合計 104,763 110,448
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           (単位：百万円)

          
前連結会計年度

(平成29年３月31日)
当第３四半期連結会計期間

(平成29年12月31日)

負債の部   

 流動負債   

  支払手形及び買掛金 10,374 10,892

  短期借入金 21,850 25,624

  未払法人税等 1,705 1,452

  賞与引当金 1,174 610

  その他 11,871 12,190

  流動負債合計 46,976 50,771

 固定負債   

  長期借入金 12,169 9,671

  退職給付に係る負債 6,638 6,519

  資産除去債務 183 185

  その他 2,126 1,976

  固定負債合計 21,119 18,352

 負債合計 68,095 69,123

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 1,744 1,744

  資本剰余金 5,337 5,337

  利益剰余金 29,433 33,125

  自己株式 △2,923 △2,927

  株主資本合計 33,591 37,280

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 2,406 3,332

  土地再評価差額金 890 873

  為替換算調整勘定 20 25

  退職給付に係る調整累計額 △240 △187

  その他の包括利益累計額合計 3,076 4,044

 純資産合計 36,667 41,324

負債純資産合計 104,763 110,448
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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：百万円)

          前第３四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年12月31日)

売上高 106,849 110,275

売上原価 63,197 63,521

売上総利益 43,652 46,753

販売費及び一般管理費   

 販売促進費 23,069 24,194

 その他 14,835 16,115

 販売費及び一般管理費合計 37,905 40,309

営業利益 5,746 6,443

営業外収益   

 受取利息 46 37

 受取配当金 152 159

 不動産賃貸料 27 29

 為替差益 21 2

 その他 149 154

 営業外収益合計 396 382

営業外費用   

 支払利息 428 406

 その他 31 46

 営業外費用合計 460 452

経常利益 5,683 6,372

特別利益   

 固定資産売却益 13 124

 受取補償金 9 －

 その他 0 23

 特別利益合計 23 148

特別損失   

 固定資産売却損 69 100

 固定資産除却損 122 28

 貸倒損失 318 －

 関係会社整理損 155 －

 その他 14 12

 特別損失合計 680 141

税金等調整前四半期純利益 5,026 6,379

法人税、住民税及び事業税 1,686 2,215

法人税等調整額 5 12

法人税等合計 1,691 2,227

四半期純利益 3,334 4,152

親会社株主に帰属する四半期純利益 3,334 4,152
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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：百万円)

          前第３四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年12月31日)

四半期純利益 3,334 4,152

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 804 926

 為替換算調整勘定 25 4

 退職給付に係る調整額 54 53

 持分法適用会社に対する持分相当額 △0 0

 その他の包括利益合計 884 984

四半期包括利益 4,219 5,136

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 4,219 5,136

 非支配株主に係る四半期包括利益 － －
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【注記事項】

（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。）は、次の通りであ

ります。

 
前第３四半期連結累計期間
（自 平成28年４月１日
至 平成28年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自 平成29年４月１日
至 平成29年12月31日）

減価償却費 2,344百万円 2,378百万円
 

　

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自平成28年４月１日　至平成28年12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28年５月24日

取締役会
普通株式 230 35 平成28年３月31日 平成28年６月13日 利益剰余金

平成28年10月31日

取締役会
普通株式 230 35 平成28年９月30日 平成28年12月１日 利益剰余金

 

　

　２．株主資本の金額の著しい変動

当社は、平成28年11月17日開催の取締役会決議に基づき、自己株式227,300株を1,129百万円で取得いた

しました。当第３四半期連結累計期間における自己株式は、主にこの取得により1,130百万円増加し、当第

３四半期連結会計期間末において自己株式は2,923百万円となっております。

 

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自平成29年４月１日　至平成29年12月31日）

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29年５月24日

取締役会
普通株式 222 35 平成29年３月31日 平成29年６月13日 利益剰余金

平成29年10月31日

取締役会
普通株式 254 40 平成29年９月30日 平成29年12月１日 利益剰余金
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自平成28年４月１日　至平成28年12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
調整額

（注）１

四半期連結損益

計算書計上額

（注）２食料品事業 調理済食品 計

売上高      

外部顧客への売上高 92,920 13,928 106,849 － 106,849

セグメント間の内部
売上高又は振替高

－ － － － －

計 92,920 13,928 106,849 － 106,849

セグメント利益又は損失

（△）
6,236 △522 5,713 33 5,746

 

（注）１．セグメント利益又は損失の調整額33百万円は、セグメント間取引消去33百万円であります。

２．セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

　

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３四半期連結累計期間（自平成29年４月１日　至平成29年12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
調整額

（注）１

四半期連結損益

計算書計上額

（注）２食料品事業 調理済食品 計

売上高      

外部顧客への売上高 96,274 14,000 110,275 － 110,275

セグメント間の内部
売上高又は振替高

－ － － － －

計 96,274 14,000 110,275 － 110,275

セグメント利益又は損失

（△）
6,768 △357 6,410 32 6,443

 

（注）１．セグメント利益又は損失の調整額32百万円は、セグメント間取引消去32百万円であります。

２．セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

　

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、以下の通りであります。

 
前第３四半期連結累計期間
(自　平成28年４月１日
至　平成28年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成29年４月１日
至　平成29年12月31日)

１株当たり四半期純利益金額  510円45銭 653円79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

（百万円）
3,334 4,152

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

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（百万円）
3,334 4,152

普通株式の期中平均株式数（千株） 6,533 6,350
 

（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】

平成29年10月31日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次の通り決議いたしました。

１）中間配当金の総額　　　　　　　　　　　 　　254,034,000円

２）１株当たりの金額　　　　　　　　　　　　　　　　　　40円

３）支払請求の効力発生日及び支払開始日　　　平成29年12月１日

（注）平成29年９月30日の最終の株主名簿に記録された株主に対し、支払いを行います。
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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30年２月13日

ヱスビー食品株式会社
　
取締役会　御中

　

日栄監査法人
 

　

指定社員
業務執行社員

 公認会計士 山田　浩一　　印
 

　

指定社員
業務執行社員

 公認会計士 國井　隆　　　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」に掲げられているヱスビー食品

株式会社の平成29年４月１日から平成30年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（平成29年10月１日

から平成29年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成29年４月１日から平成29年12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、ヱスビー食品株式会社及び連結子会社の平成29年12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。

　

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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