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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16期

第２四半期
連結累計期間

第17期
第２四半期
連結累計期間

第16期

会計期間
自 平成29年４月１日
至 平成29年９月30日

自 平成30年４月１日
至 平成30年９月30日

自 平成29年４月１日
至 平成30年３月31日

売上高 (百万円) 92,302 93,340 183,361

経常利益 (百万円) 1,978 3,438 5,137

親会社株主に帰属する
四半期(当期)純利益

(百万円) 1,716 2,919 4,127

四半期包括利益又は包括利益 (百万円) 832 3,389 2,786

純資産額 (百万円) 83,117 86,894 84,115

総資産額 (百万円) 158,982 148,993 153,642

１株当たり四半期(当期)純利益 (円) 103.32 177.36 249.52

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 (％) 52.3 58.3 54.7

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △2,276 8,164 6,572

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △1,987 △993 △3,766

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 1,616 △7,712 △5,600

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(百万円) 2,987 2,480 2,839
 

 

回次
第16期

第２四半期
連結会計期間

第17期
第２四半期
連結会計期間

会計期間
自 平成29年７月１日
至 平成29年９月30日

自 平成30年７月１日
至 平成30年９月30日

１株当たり四半期純利益 (円) 60.59 66.18
 

(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．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。

４．「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年２月16日）等を第１四半

期連結会計期間の期首から適用しており、前第２四半期連結累計期間及び前連結会計年度に係る主要な経

営指標等については、当該会計基準等を遡って適用した後の指標等となっております。
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２ 【事業の内容】

当第２四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。

　なお、第１四半期連結会計期間より、連結決算における開示内容の充実の観点から、従来、非連結子会社として

いた㈱Ｊ-サービス、横浜パック㈱、ゴールデンサービス㈱を連結の範囲に含めております。

　また、第１四半期連結会計期間において、報告セグメントの区分を変更しております。詳細は、「第４経理の状

況 １四半期連結財務諸表 注記事項（セグメント情報等）セグメント情報」「２．報告セグメントの変更等に関す

る事項」をご参照ください。
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第２ 【事業の状況】

 

１ 【事業等のリスク】

当第２四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、

投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又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」について重要な変更はありません。

　なお、重要事象等は存在しておりません。

 

２ 【経営者による財政状態、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グループが判断したものであります。

なお、「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年２月16日）等を第１四半期

連結会計期間の期首から適用しており、財政状態の状況については、当該会計基準等を遡って適用した後の数値で前

連結会計年度との比較・分析を行っております。

(1) 経営成績の状況

当第２四半期連結累計期間の業績は、油脂製品の販売価格の改定が浸透し、ミール価格が高値となったことから

油脂事業が好調であったこと、食品・ファイン事業において販売数量が伸長したこと等により、増収増益となりま

した。また、生産拠点再編により遊休となっていた土地の売却による固定資産売却益の計上と、これに伴う将来減

算一時差異に係る繰延税金資産を取り崩しました。

以上の結果、売上高933億40百万円（前年同四半期比1.1%増）、営業利益32億61百万円（前年同四半期比85.8%

増）、経常利益34億38百万円（前年同四半期比73.7%増）、親会社株主に帰属する四半期純利益29億19百万円（前年

同四半期比70.1%増）となりました。

 

セグメントの営業概況は、次のとおりであります。

なお、第１四半期連結会計期間より、報告セグメントを変更しており、当第２四半期連結累計期間の比較・分析

は、変更後の区分に基づいております。

（油脂事業）

油脂事業環境につきましては、主原料である大豆相場は５月末にかけてアルゼンチンの大幅減産懸念や、米国の

作付面積減少予想等から１ブッシェル当たり10米ドル台前半での推移が続きましたが、６月以降は概ね良好な天候

に恵まれる中で豊作の期待感が高まったことや、米中通商問題の長期化が懸念されたことなどから、１ブッシェル

当たり８米ドル台での推移となりました。菜種相場は６月末にかけて１トン当たり520～540加ドルで推移しました

が、７月以降は大豆相場が軟調に推移したことで連れ安となり、１トン当たり480～500加ドルでの推移となりまし

た。また、為替相場は好調な米国の経済状況を材料に、１米ドル＝113円台後半まで円安ドル高が進行しました。

油脂部門においては、オリーブオイルは新たなＣＭを投入したことにより堅調な売上高となりましたが、キャ

ノーラ油は販売価格の維持に努めた影響で数量が減少し、家庭用油脂の売上高は前年同四半期をやや下回りまし

た。業務用油脂ではリニューアルし長持ち機能を更に強化した「長調得徳®」及び、プロのための調理油「J-

OILPRO®」を中心とした高付加価値品の拡販に注力しました。また汎用油脂製品の販売価格維持に努めた結果、売上

高は前年同四半期をやや上回りました。

油糧部門においては、主たる需要先である配混合飼料の国内生産量が前年同四半期をやや上回る環境となりまし

た。大豆ミールはシカゴ相場により販売価格は高値となりましたが、販売数量は減少しました。菜種ミールは国内

需給を背景に販売価格は高値となりましたが、販売数量は減少しました。この結果、油糧部門の売上高は前年同四

半期をわずかに上回りました。

以上の結果、当事業は売上高791億73百万円（前年同四半期比1.1％増）、相場環境の良化に加え価格重視の販売

戦略が奏功し、セグメント利益27億24百万円（前年同四半期比143.1％増）となりました。

（油脂加工品事業）

マーガリン部門においては、家庭用では「ラーマ®」を対象とした消費者プレゼントキャンペーンによる販売数量

の増加に努めたことにより、売上高は前年同四半期をやや上回りました。業務用では「グランマスター®プリメラン

パレッツ」のベーカリーへの提案を推進するなど、高付加価値品の拡販に努めましたが、震災や天候不順の影響を

受け、販売構成の大きい汎用品の出荷が伸び悩み、売上高は前年同四半期をわずかに下回りました。

粉末油脂部門においては、生産性向上の取り組みや新たな付加価値粉体素材の開発を進めましたが、売上高は前

年同四半期を下回りました。
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以上の結果、当事業は売上高65億９百万円（前年同四半期比2.4％減）となりましたが、原材料価格の上昇もあ

り、セグメント利益96百万円（前年同四半期比53.7％減）となりました。

（食品・ファイン事業）

スターチ部門においては、食品用および工業用のコーンスターチの拡販に取り組んだことにより、売上高は前年

同四半期をやや上回りました。

ファイン部門においては、ＳＯＹシートはクリーンラベル対応により米国の現地需要と販売エリアが拡大したこ

とにより、売上高は前年同四半期を大きく上回りました。

ケミカル部門においては、主たる需要先である木質建材産業における新設住宅着工戸数が前年同四半期をわずか

に下回りました。また、原料価格が上昇し高値での推移となりました。このような状況下において、木質建材用接

着剤の価格改定を実施するとともに販売数量の維持に努めたことにより、売上高は前年同四半期を上回りました。

以上の結果、当事業は売上高69億16百万円（前年同四半期比6.5％増）、セグメント利益３億85百万円（前年同四

半期比16.8％増）となりました。

（その他）

その他の事業につきましては、売上高７億40百万円（前年同四半期比10.6%減）、セグメント利益55百万円（前年

同四半期比42.2%減）となりました。

 

(2) 財政状態の状況

当第２四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末と比べ46億48百万円減少し、1,489億93百万円となり

ました。主な増加は、受取手形及び売掛金が４億80百万円であります。主な減少は、たな卸資産が20億85百万円、

流動資産その他が９億93百万円、有形固定資産が22億35百万円であります。

負債は、前連結会計年度末と比べ74億27百万円減少し、620億99百万円となりました。主な減少は、借入金が68億

50百万円、流動負債その他が６億73百万円であります。

純資産は、前連結会計年度末と比べ27億79百万円増加し、868億94百万円となり、自己資本比率は58.3％となりま

した。

 

(3) キャッシュ・フローの状況

当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、前年同四半期連結累計期間末と比べ５億７百万円

減少し、24億80百万円となりました。

営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期に比べ104億40百万円増加し、81億64百万円のプラスとなり

ました。この主な要因は、売上債権の減少および未払消費税等が増加したことによります。

投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期に比べ９億93百万円増加し、９億93百万円のマイナスとな

りました。この主な要因は、有形固定資産の売却による収入が増加したことによります。

財務活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期に比べ93億29百万円減少し、77億12百万円のマイナスとな

りました。この主な要因は、借入金の返済による支出が増加したことによります。

 

(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第２四半期連結累計期間において、当社グループの事業上および財務上の対処すべき課題に重要な変更および

新たに生じた課題はありません。

なお、当社は財務およ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、その内容等は

次のとおりです。この基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定が支配されるこ

とにより当社の企業価値・株主共同の利益が毀損されることを防止するための取組みとして、当社株式の大量取得

行為に関する対応策（以下「本買収防衛策」といいます。）を導入しております。

１.当社の財務およ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

当社は、経営支配権の移転を通じた企業活動の活性化の意義を否定するものではなく、当社株式の大規模買付に

ついての判断は、最終的には当社株主の皆様全体の意思に基づいて行われるべきものと考えております。

　しかしながら、株式の大量取得の中には、その目的等から見て企業価値や株主共同の利益に対する明白な侵害を

もたらすもの、株主に株式の売却を事実上強要するおそれがあるもの、対象会社の取締役会や株主が株式の大量取

得の内容等について検討し、あるいは対象会社の取締役会が代替案を提案するための十分な時間や情報を提供しな

いもの、対象会社が買収者の提示した条件よりも有利な条件をもたらすために買収者との協議・交渉を必要とする

もの等、対象会社の企業価値・株主共同の利益に資さないものも少なくありません。

　当社は、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者は、当社グループの財務および事業の内容や当社の企
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業価値の源泉を十分に理解し、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を継続的かつ持続的に確保、向上

していくことを可能とする者であることが必要と考えています。

　特に、当社の企業価値の源泉は、主として、長年に亘って安全で高品質な商品を安定的に供給してきた実績から

得られたお客様の信頼と、それを裏付ける技術力にあると考えておりますが、かかる当社の企業価値の源泉に対す

る理解が必要不可欠です。当社株式の大量取得を行う者が、当社グループの財務および事業の内容を理解するのは

勿論のこと、こうした当社の企業価値の源泉を理解した上で、それを中長期的に確保し、向上させられるのでなけ

れば、当社の企業価値・株主共同の利益は毀損されることになります。

　当社は、このような当社の企業価値・株主共同の利益に資さない大量取得を行う者は、当社の財務および事業の

方針の決定を支配する者として不適切であり、このような者による大量取得に対しては、必要かつ相当な対抗措置

を採ることにより、当社の企業価値・株主共同の利益を確保する必要があると考えます。

２.基本方針の実現に資する取組み

当社の企業価値の源泉は、長年に亘って安全で高品質な商品を安定的に供給してきた実績から得られたお客様の

信頼と、それを裏付ける技術力にあると考えており、具体的には以下の６点を挙げることができます。

(ⅰ) 安全で安心な製品に対する信頼

(ⅱ) 安全な製品を生み出す高度な技術力

(ⅲ) 安定供給による信頼

(ⅳ) 高付加価値・高品質の製品を生み出す研究開発力

(ⅴ) 長年培った販売力

(ⅵ) 従業員

① 中期経営計画

当社は、これら当社の企業価値の源泉を今後も維持・発展させていくことが、企業価値ひいては株主共同の利

益の確保・向上につながるものと考えており、また中期経営計画を策定することにより、企業価値の発展を図っ

ております。

　2017年度を初年度とする４ヶ年の第五期中期経営計画においては、４つの成長戦略と３つの構造改革を事業戦

略の基本方針とし、その事業戦略を支えるべく、経営基盤の強化および企業ビジョンの浸透と組織風土改革を行

います。

② コーポレート・ガバナンス

また当社は、企業価値ひいては株主共同の利益の向上のための重要な仕組みとして、従来よりコーポレート・

ガバナンスの充実に取り組んでまいりました。

　当社は経営効率化のために執行役員制度をとり、原則として月に３回開催される経営会議における意思決定に

基づき各執行役員が業務を執行しております。業務執行および意思決定のうち重要なものについては、毎月開催

される取締役会に付議・報告され、その監督に服するものとしております。

　取締役のうち４名は非常勤の社外取締役（うち独立社外取締役２名）であり、取締役会での審議に当たり、客

観的な意見を述べております。

　監査役会は、常勤の監査役１名、常勤の社外監査役１名、非常勤の監査役１名、非常勤の社外監査役１名の４

名からなり、各監査役は、毎月開催される取締役会に出席して取締役の意思決定・業務執行を監視・監督してお

ります。また、常勤監査役は経営会議にも出席し、取締役による業務執行を適法性・適正性の観点から監視・監

督しております。

　このように当社では、経営上の意思決定および業務執行につき、取締役会および監査役会による監視・監督に

より、適法かつ適正な業務執行が行われるような仕組みをとっておりますが、今後更にコーポレート・ガバナン

スの充実を図り、企業価値ひいては株主共同の利益を向上させていく所存であります。

３.基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務およ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

① 本買収防衛策の目的

本買収防衛策は、当社株式の大量取得行為が行われる場合の当社における手続を定め、このような大量買付に

応じるか否かを株主の皆様が適切に判断し、あるいは当社取締役会が株主の皆様に代替案を提案するために必要

かつ十分な情報と時間を確保するとともに、買付者等との交渉の機会を確保することにあります。

　これにより、当社の企業価値の源泉である、長年に亘って安全で高品質な商品を安定的に供給してきた実績か

ら得られたお客様の信頼と、それを裏付ける技術力等が害されることを防止し、当社の企業価値および株主の皆

様の共同の利益を確保し、向上させることを目的としています。
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② 本買収防衛策の概要

本買収防衛策は、有事の際に対抗措置を発動する可能性を事前に予告する事前警告型買収防衛策です。具体的

には、次のような内容を有しています。

(ⅰ)　当社が発行者である株券等について20％以上の買付その他の取得等を行うことを希望する買付者等は、あら

かじめ買付等の内容の検討に必要な情報を当社に対して提出していただきます。

(ⅱ)　独立委員会は、当社取締役会に対し、上記買付等の内容に対する意見や根拠資料、これに対する代替案（も

しあれば）等を提出するよう求めることができます。

※独立委員会は、当社社外取締役、当社社外監査役または社外の有識者（実績ある会社経営者、官庁出身

者、投資銀行業務に精通する者、弁護士、公認会計士もしくは学識経験者またはこれらに準ずる者）で、

当社経営陣から独立した者のみから構成されます。

(ⅲ)　独立委員会は、買付者等や当社取締役会から情報を受領した後、必要に応じて外部専門家等の助言を得た上

で、買付等の内容の評価・検討、当社取締役会の提示した代替案の検討等を行います。

(ⅳ)　買付者等が、本買収防衛策の手続を遵守しない場合や当社の企業価値または株主の皆様の共同の利益を著し

く損なうと認められる場合には、当社取締役会は、独立委員会の判断を経た上、新株予約権の無償割当てを

実施するか否かを決定します。

(ⅴ)　上記(ⅱ)乃至(ⅳ)にかかわらず、当社取締役会は、(ａ)買付者等が本買収防衛策に定める手続を遵守してい

るとともに、買付等が当社の企業価値または株主共同の利益を毀損することが明白ではない場合で、かつ、

(ｂ)新株予約権の無償割当ての実施について株主総会を開催することが実務上可能である場合には、独立委

員会における手続の他、株主意思確認株主総会を招集して、当該株主総会において、新株予約権の無償割当

てを実施するか否かを決定します。

(ⅵ)　本買収防衛策に基づく対抗措置として、新株予約権を割り当てる場合には、当該新株予約権に、買付者等お

よびその関係者による権利行使は認められないという行使条件、および当社が買付者等およびその関係者以

外の者から当社株式と引換えに新株予約権を取得することができる旨の取得条項が付されることが予定され

ています。

(ⅶ)　本買収防衛策の有効期間は、平成32年３月期に関する定時株主総会終結の時までとします。

４.上記の取組みに対する当社取締役会の判断およびその理由

① 本買収防衛策が基本方針に沿うものであること

本買収防衛策は、当社株券等に対する買付等が行われる場合に、当該買付等に応じるべきか否かを株主の皆様

が判断し、あるいは当社取締役会が株主の皆様に代替案を提案するために必要な情報や時間を確保したり、株主

の皆様のために買付者等と協議・交渉等を行うことを可能とすることにより、当社の企業価値・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す。

② 本買収防衛策が株主共同の利益を損なうものではなく、また、当社の会社役員の地位の維持を目的とするもので

ないこと

当社は、次の理由から、本買収防衛策は、当社株主の共同の利益を損なうものでなく、また、当社の会社役員

の地位の維持を目的とするものではないと考えております。

(ⅰ)　経済産業省および法務省が平成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又は向上のため

の買収防衛策に関する指針」の要件を完全に充足し、また、東京証券取引所の「有価証券上場規程」に定め

られる買収防衛策の導入に係る尊重事項を全て充足していること。さらに、本買収防衛策は、企業価値研究

会が平成20年６月30日に公表した「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」その他昨今の買収

防衛策に関する議論等を踏まえていること。

(ⅱ)　株主意思を重視するものであること。

(ⅲ)　独立性の高い社外者の判断を重視し、適時適切な情報開示を定めていること。

(ⅳ)　合理的な客観性要件を設定していること。

(ⅴ)　外部専門家の意見を取得することとしていること。

(ⅵ)　当社取締役の任期は１年であること。

(ⅶ)　デッドハンド型買収防衛策（取締役会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）やスローハンド型買収防衛策（取締役会の構成員の交替を一度に行うことができないため、その発動を

阻止するのに時間を要する買収防衛策）ではないこと。

 

(5) 研究開発活動

当第２四半期連結累計期間の研究開発費の総額は７億54百万円であります。
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なお、当第２四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。

 

３ 【経営上の重要な契約等】

当第２四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。
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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 54,000,000

計 54,000,000
 

 

② 【発行済株式】

 

種類
第２四半期会計期間末

現在発行数(株)
(平成30年９月30日)

提出日現在発行数(株)
(平成30年11月９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 16,754,223 16,754,223
東京証券取引所
(市場第一部)

単元株式数　100株

計 16,754,223 16,754,223 ― ―
 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

　

② 【その他の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) 【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30年９月30日 ― 16,754,223 ― 10,000 ― 32,393
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(5) 【大株主の状況】

  平成30年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式
(自己株式を
除く。)の

総数に対する
所有株式数
の割合(％)

味の素株式会社 東京都中央区京橋１－15－１ 4,526 27.15

三井物産株式会社 東京都千代田区丸の内１－１－３ 2,087 12.52

日本マスタートラスト信託銀行
株式会社（信託口）

東京都港区浜松町２－11－３ 437 2.62

日本トラスティ・サービス信託
銀行株式会社（信託口）

東京都中央区晴海１－８－11 423 2.54

東京海上日動火災保険株式会社 東京都千代田区丸の内１－２－１ 414 2.49

Ｊ-オイルミルズ取引先持株会 東京都中央区明石町８－１ 345 2.07

株式会社みずほ銀行 東京都千代田区大手町１－５－５ 271 1.63

農林中央金庫 東京都千代田区有楽町１－13－２ 270 1.62

三井住友海上火災保険株式会社 東京都千代田区神田駿河台３－９ 257 1.55

ＤＦＡ ＩＮＴＬ ＳＭＡＬＬ ＣＡ
Ｐ ＶＡＬＵＥ ＰＯＲＴＦＯＬＩ
Ｏ（常任代理人 シティバンク、エ
ヌ・エイ東京支店）

ＰＡＬＩＳＡＤＥＳ ＷＥＳＴ 6300，Ｂ
ＥＥ ＣＡＶＥ ＲＯＡＤ ＢＵＩＬＤＩＮ
Ｇ ＯＮＥ ＡＵＳＴＩＮ ＴＸ 78746 Ｕ
Ｓ（東京都新宿区新宿６－27－30）

255 1.53

計 ― 9,290 55.72
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(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

   平成30年９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 81,000
 

(相互保有株式)
普通株式 1,800
 

― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式

165,992 ―
16,599,200

単元未満株式
普通株式

― １単元(100株)未満の株式
72,223

発行済株式総数 16,754,223 ― ―

総株主の議決権 ― 165,992 ―
 

(注) １　「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が1,100株(議決権11個)、

豊産商事株式会社(現 株式会社Ｊ-ウィズ)名義の株式(株主名簿上は同社名義となっておりますが、実質

的に所有しておりません。)が100株(議決権１個)、株式給付信託(BBT)の信託財産として資産管理サービ

ス信託銀行株式会社（信託Ｅ口）が保有する株式が174,900株(議決権1,749個 議決権不行使)が含まれて

おります。

２　「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式69株および相互保有株式66株が含まれておりま

す。

 

② 【自己株式等】

  平成30年９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)
東京都中央区明石町８－１ 81,000 ― 81,000 0.48

株式会社Ｊ-オイルミルズ

(相互保有株式)
愛知県岡崎市福岡町下荒追28 1,800 ― 1,800 0.01

太田油脂株式会社

計 ― 82,800 ― 82,800 0.49
 

(注) 株式給付信託が保有する当社株式は、上記自己保有株式には含まれておりません。

 

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２四半期連結会計期間(平成30年７月１日から平成

30年９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成30年４月１日から平成30年９月30日まで)に係る四半期連結財務

諸表について、EY新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。

　なお、新日本有限責任監査法人は、平成30年７月１日に名称を変更し、EY新日本有限責任監査法人となりました。
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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30年３月31日)
当第２四半期連結会計期間

(平成30年９月30日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 2,856 2,498

  受取手形及び売掛金 ※1  33,981 ※1  34,461

  商品及び製品 14,543 14,121

  原材料及び貯蔵品 19,915 18,251

  その他 3,361 2,368

  貸倒引当金 △4 △4

  流動資産合計 74,652 71,696

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物及び構築物（純額） 14,529 14,546

   機械装置及び運搬具（純額） 21,570 21,109

   土地 21,173 19,599

   リース資産（純額） 1,913 1,829

   建設仮勘定 1,641 1,443

   その他（純額） 443 508

   有形固定資産合計 61,271 59,036

  無形固定資産 976 1,199

  投資その他の資産   

   投資有価証券 15,435 15,571

   長期貸付金 2 1

   退職給付に係る資産 652 687

   その他 718 871

   貸倒引当金 △134 △134

   投資その他の資産合計 16,674 16,997

  固定資産合計 78,922 77,233

 繰延資産 67 63

 資産合計 153,642 148,993
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           (単位：百万円)

          
前連結会計年度

(平成30年３月31日)
当第２四半期連結会計期間

(平成30年９月30日)

負債の部   

 流動負債   

  支払手形及び買掛金 14,796 14,336

  短期借入金 10,950 5,100

  1年内返済予定の長期借入金 1,000 200

  未払法人税等 1,429 689

  未払消費税等 34 742

  賞与引当金 888 1,028

  役員賞与引当金 － 17

  その他 11,299 10,626

  流動負債合計 40,398 32,740

 固定負債   

  社債 12,000 12,000

  長期借入金 6,940 6,740

  リース債務 1,706 1,629

  繰延税金負債 2,034 2,466

  役員退職慰労引当金 17 17

  役員株式給付引当金 60 97

  環境対策引当金 98 88

  退職給付に係る負債 3,091 3,227

  長期預り敷金保証金 2,319 2,317

  その他 861 775

  固定負債合計 29,128 29,359

 負債合計 69,527 62,099

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 10,000 10,000

  資本剰余金 31,633 31,633

  利益剰余金 38,324 40,635

  自己株式 △1,079 △1,080

  株主資本合計 78,878 81,187

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 5,456 5,636

  繰延ヘッジ損益 △120 142

  為替換算調整勘定 108 85

  退職給付に係る調整累計額 △262 △218

  その他の包括利益累計額合計 5,182 5,645

 非支配株主持分 54 60

 純資産合計 84,115 86,894

負債純資産合計 153,642 148,993
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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２四半期連結累計期間】

           (単位：百万円)

          前第２四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成30年４月１日
　至 平成30年９月30日)

売上高 92,302 93,340

売上原価 77,115 75,992

売上総利益 15,187 17,348

販売費及び一般管理費 ※  13,432 ※  14,086

営業利益 1,755 3,261

営業外収益   

 受取利息 0 0

 受取配当金 167 123

 持分法による投資利益 87 66

 雑収入 69 70

 営業外収益合計 323 260

営業外費用   

 支払利息 62 58

 支払手数料 12 11

 雑支出 24 13

 営業外費用合計 99 84

経常利益 1,978 3,438

特別利益   

 固定資産売却益 4 435

 投資有価証券売却益 2,540 －

 特別利益合計 2,544 435

特別損失   

 固定資産除却損 68 137

 減損損失 1,491 －

 会員権評価損 2 －

 リース解約損 2 1

 工場再編費用 207 32

 災害による損失 － 120

 特別損失合計 1,772 292

税金等調整前四半期純利益 2,751 3,581

法人税、住民税及び事業税 1,373 549

法人税等調整額 △347 107

法人税等合計 1,025 657

四半期純利益 1,725 2,923

非支配株主に帰属する四半期純利益 8 4

親会社株主に帰属する四半期純利益 1,716 2,919
 

 

EDINET提出書類

株式会社Ｊ－オイルミルズ(E00434)

四半期報告書

15/24



【四半期連結包括利益計算書】

【第２四半期連結累計期間】

           (単位：百万円)

          前第２四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成30年４月１日
　至 平成30年９月30日)

四半期純利益 1,725 2,923

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 △1,094 176

 繰延ヘッジ損益 98 262

 為替換算調整勘定 3 3

 退職給付に係る調整額 90 44

 持分法適用会社に対する持分相当額 10 △21

 その他の包括利益合計 △892 465

四半期包括利益 832 3,389

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 822 3,382

 非支配株主に係る四半期包括利益 10 6
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(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

           (単位：百万円)

          前第２四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成30年４月１日
　至 平成30年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

 税金等調整前四半期純利益 2,751 3,581

 減価償却費 2,500 2,473

 減損損失 1,491 －

 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 163 67

 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） △68 △35

 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △382 －

 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） 20 37

 賞与引当金の増減額（△は減少） 16 70

 役員賞与引当金の増減額（△は減少） △13 17

 受取利息及び受取配当金 △167 △123

 支払利息 62 58

 持分法による投資損益（△は益） △87 △66

 固定資産売却損益（△は益） △4 △435

 投資有価証券売却損益（△は益） △2,540 －

 固定資産除却損 68 137

 工場再編費用 207 32

 災害損失 － 120

 社債発行費 4 3

 売上債権の増減額（△は増加） △3,793 △467

 たな卸資産の増減額（△は増加） 2,219 2,093

 仕入債務の増減額（△は減少） △1,894 △463

 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） △1,483 507

 未払消費税等の増減額（△は減少） △1,181 1,378

 その他 757 198

 小計 △1,351 9,188

 利息及び配当金の受取額 192 146

 利息の支払額 △69 △58

 工場再編に伴う支払額 － △28

 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △1,047 △1,083

 営業活動によるキャッシュ・フロー △2,276 8,164
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           (単位：百万円)

          前第２四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成30年４月１日
　至 平成30年９月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー   

 有形固定資産の取得による支出 △4,649 △2,658

 有形固定資産の売却による収入 1 2,011

 有形固定資産の除却による支出 △352 △127

 無形固定資産の取得による支出 △254 △304

 投資有価証券の取得による支出 △11 △11

 投資有価証券の売却による収入 3,279 －

 関係会社の有償減資による収入 － 135

 短期貸付金の増減額（△は増加） △0 △39

 長期貸付けによる支出 △1 △0

 長期貸付金の回収による収入 1 1

 投資活動によるキャッシュ・フロー △1,987 △993

財務活動によるキャッシュ・フロー   

 短期借入金の純増減額（△は減少） 3,550 △5,850

 長期借入金の返済による支出 △500 △1,000

 社債の発行による収入 11,926 －

 社債の償還による支出 △12,000 －

 リース債務の返済による支出 △113 △108

 自己株式の純増減額（△は増加） △496 △1

 配当金の支払額 △750 △752

 財務活動によるキャッシュ・フロー 1,616 △7,712

現金及び現金同等物に係る換算差額 2 2

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,643 △538

現金及び現金同等物の期首残高 5,631 2,839

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 － 179

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※  2,987 ※  2,480
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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)

第１四半期連結会計期間より、連結決算における開示内容の充実の観点から、従来、非連結子会社としていた㈱

Ｊ-サービス、横浜パック㈱、ゴールデンサービス㈱を連結の範囲に含めております。

 

(追加情報)

（税効果会計基準一部改正等の適用）

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年２月16日）等を第１四半期連結

会計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の

区分に表示しております。

　

（業績連動型株式報酬制度）

当社は、取締役及び執行役員（社外取締役を除きます。以下「取締役等」といいます。）を対象に信託を通じて

自社の株式を交付する取引を行っております。

① 取引の概要

取締役等の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、中長期的な業績の向上と企業価値の増

大に貢献する意識を高めることを目的に、業績連動型株式報酬制度「株式給付信託(BBT)」を導入しております。

当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託を通じて取得され、取締役等に対して当社が定める役員株式給

付規程に従って、当社株式及び当社株式を時価で換算した金額相当の金銭が信託を通じて給付されます。なお、

信託内の当社株式については、経営への中立性を確保するため、信託期間を通じ議決権を行使しないものとして

おります。

② 信託に残存する自社の株式

信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額（付随費用の金額を除きます。）により、純資産の部に自

己株式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、当第２四半期連結会計期間698百万円、

174,900株であります。

　

(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２四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30年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成30年９月30日)

受取手形 126百万円 124百万円
 

　

２　偶発債務

従業員の債務に対して債務保証を行っております。

 
前連結会計年度

(平成30年３月31日)
当第２四半期連結会計期間

(平成30年９月30日)

当座貸越約定に係る債務保証 6百万円 6百万円
 

　

３　当社は運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行５行と貸出コミットメント契約を締結しております。この契

約にもとづく当第２四半期連結会計期間の借入未実行残高は次のとおりであります。

 
前連結会計年度

(平成30年３月31日)
当第２四半期連結会計期間

(平成30年９月30日)

貸出コミットメントラインの総額 15,000百万円 15,000百万円

借入実行残高 － － 

差引額 15,000百万円 15,000百万円
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(四半期連結損益計算書関係)

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。

 
前第２四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
至 平成29年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成30年４月１日
至 平成30年９月30日)

製品発送費 5,533百万円 5,374百万円

販売促進費 1,393 1,335 

広告費 352 848 

給与手当 1,859 1,967 

退職給付費用 233 215 

役員株式給付引当金繰入額 20 36 

賞与引当金繰入額 459 594 

役員賞与引当金繰入額 20 17 

貸倒引当金繰入額 △2 △0 
 

　

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとお

りであります。

 
前第２四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
至 平成29年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成30年４月１日
至 平成30年９月30日)

現金及び預金 2,987百万円 2,498百万円

預入期間が３か月を超える定期預金 － △17 

現金及び現金同等物 2,987百万円 2,480百万円
 

 

(株主資本等関係)

前第２四半期連結累計期間(自 平成29年４月１日 至 平成29年９月30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29年６月22日
定時株主総会

普通株式 750 45.0 平成29年３月31日 平成29年６月23日 利益剰余金
 

　

２．基準日が当第２四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２四半期連結会計期間の末日

後となるもの

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11月８日
取締役会

普通株式 750 45.0 平成29年９月30日 平成29年12月４日 利益剰余金
 

(注)　平成29年11月８日取締役会決議による配当金の総額には、信託が保有する自社の株式に対する配当金５百万

円が含まれております。

 

当第２四半期連結累計期間(自 平成30年４月１日 至 平成30年９月30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30年６月29日
定時株主総会

普通株式 750 45.0 平成30年３月31日 平成30年７月２日 利益剰余金
 

(注)　平成30年６月29日定時株主総会決議による配当金の総額には、信託が保有する自社の株式に対する配当金７

百万円が含まれております。
　

２．基準日が当第２四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２四半期連結会計期間の末日

後となるもの

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30年11月８日
取締役会

普通株式 750 45.0 平成30年９月30日 平成30年12月４日 利益剰余金
 

(注)　平成30年11月８日取締役会決議による配当金の総額には、信託が保有する自社の株式に対する配当金７百万

円が含まれております。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間(自 平成29年４月１日 至 平成29年９月30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
(注1)

合計 調整額

四半期連
結損益計
算書計上
額(注2)

油脂事業
油脂加工品

事業
食品・ファ
イン事業

計

売上高         

外部顧客への売上高 78,314 6,667 6,492 91,474 828 92,302 － 92,302

セグメント間の内部
売上高又は振替高

866 217 47 1,132 － 1,132 △1,132 －

計 79,180 6,885 6,540 92,606 828 93,435 △1,132 92,302

セグメント利益 1,120 208 330 1,659 95 1,755 － 1,755
 

(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、不動産賃貸等の各種サービス

等が含まれております。

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

「油脂事業」セグメントにおいて、生産設備の一部休止と、拠点再編の一環として神戸工場(住吉)の土地が遊休

となることに伴い、帳簿価額を回収可能価額まで減額し減損損失を計上いたしました。なお、当該減損損失の計上

額は、当第２四半期連結累計期間においては1,491百万円であります。

　

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間(自 平成30年４月１日 至 平成30年９月30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
(注1)

合計 調整額

四半期連
結損益計
算書計上
額(注2)

油脂事業
油脂加工品

事業
食品・ファ
イン事業

計

売上高         

外部顧客への売上高 79,173 6,509 6,916 92,599 740 93,340 － 93,340

セグメント間の内部
売上高又は振替高

780 199 47 1,026 － 1,026 △1,026 －

計 79,953 6,708 6,963 93,626 740 94,367 △1,026 93,340

セグメント利益 2,724 96 385 3,206 55 3,261 － 3,261
 

(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、不動産賃貸等の各種サービス

等が含まれております。

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．報告セグメントの変更等に関する事項

第１四半期連結会計期間より、管理体制の強化を目的とした会社組織の変更に伴い、報告セグメントを従来の

「製油事業」「その他」から、主に家庭用油脂・業務用油脂・ミールの「油脂事業」、マーガリン・粉末油脂の

「油脂加工品事業」、主にスターチ・ファイン・ケミカルの「食品・ファイン事業」、「その他」に変更しており

ます。また、同様に全社費用の配分方法を変更しております。

なお、前第２四半期連結累計期間のセグメント情報については、変更後の区分方法及び配分方法に基づき作成し

たものを記載しております。

 

EDINET提出書類

株式会社Ｊ－オイルミルズ(E00434)

四半期報告書

21/24



 

(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

項目
前第２四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
至 平成29年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成30年４月１日
至 平成30年９月30日)

１株当たり四半期純利益 103円32銭 177円36銭

(算定上の基礎)   

親会社株主に帰属する四半期純利益(百万円) 1,716 2,919

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(百万円)

1,716 2,919

普通株式の期中平均株式数(株) 16,612,087 16,457,783
 

(注) １．潜在株式調整後１株当たり四半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．株主資本において自己株式として計上されている株式給付信託に残存する自社の株式は、１株当たり四半

期純利益の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。当該信託が保有

する当社株式の期中平均株式数は、前第２四半期連結累計期間21,486株、当第２四半期連結累計期間

174,900株であります。

 

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

 

２ 【その他】

第17期(平成30年４月１日から平成31年３月31日まで)中間配当については、平成30年11月８日開催の取締役会に

おいて、平成30年９月30日の最終の株主名簿に記録された株主に対し、次のとおり中間配当を行うことを決議いた

しました。

①　配当金の総額 750百万円

②　１株当たりの金額 45円00銭

③　支払請求権の効力発生日及び支払開始日 平成30年12月４日
 

 

EDINET提出書類

株式会社Ｊ－オイルミルズ(E00434)

四半期報告書

22/24



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11月９日

株式会社Ｊ－オイルミルズ

取締役会  御中

 

EY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 會　　田　　将　　之 ㊞

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 天　　野　　清　　彦 ㊞

 

 

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」に掲げられている株式会社Ｊ－オ

イルミルズの平成30年４月１日から平成31年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間(平成30年７月１日

から平成30年９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成30年４月１日から平成30年９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、四半期連結

キャッシュ・フロー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、株式会社Ｊ－オイルミルズ及び連結子会社の平成30年９月30日現

在の財政状態並びに同日をもって終了する第２四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に

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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