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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79期

第１四半期累計期間
第80期

第１四半期累計期間
第79期

会計期間
自 2018年４月１日
至 2018年６月30日

自 2019年４月１日
至 2019年６月30日

自 2018年４月１日
至 2019年３月31日

売上高 (百万円) 5,421 5,044 21,269

経常利益 (百万円) 357 351 1,277

四半期(当期)純利益 (百万円) 252 245 1,025

持分法を適用した場合の
投資利益

(百万円) ― ― ―

資本金 (百万円) 1,160 1,160 1,160

発行済株式総数 (株) 8,832,311 8,832,311 8,832,311

純資産額 (百万円) 19,054 19,311 19,234

総資産額 (百万円) 21,928 22,363 22,710

１株当たり四半期
(当期)純利益

(円) 36.31 35.37 147.57

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益

(円) ― ― ―

１株当たり配当額 (円) ― ― 40.00

自己資本比率 (％) 86.9 86.4 84.7
 

(注) １　当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る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　持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社の重要性が乏しいため記載を省略しております。

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　売上高には、消費税等は含まれておりません。

 

２ 【事業の内容】

当第１四半期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１四半期累計期間において、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」についての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、当四半期会計期間の末日現在において判断したものであります。

(1)財政状態の状況

当第１四半期会計期間末における資産の部は22,363百万円となり、前事業年度末と比べ347百万円減少しまし

た。これは主に、流動資産において現金及び預金が481百万円、売掛金が155百万円減少したことによるものであり

ます。

負債の部は3,051百万円となり、前事業年度末と比べ424百万円減少しました。これは主に、流動負債において未

払法人税等が285百万円、賞与引当金が114百万円減少したことによるものであります。

純資産の部は19,311百万円となり、前事業年度末と比べ77百万円増加しました。これは主に、利益剰余金が106

百万円増加し、その他有価証券評価差額金が29百万円減少したことによるものであります。

 
(2)経営成績の状況

当第１四半期累計期間におけるわが国経済は、企業収益や雇用環境の改善が続いておりますが、個人消費は節約

志向の傾向が強く、海外においては米中の貿易摩擦の激化による中国経済の減速懸念、さらに、地政学的なリスク

の再認識や米国の金融資本市場の変動など世界経済の下振れリスクが多数存在し、先行きは依然として不透明な状

況となっております。

食品業界におきましては、食の安心・安全に対する関心が一層高まるとともに、原材料価格の上昇が依然続く状

況にあり厳しい経営環境が継続しております。

このような状況の中で、当第1四半期累計期間の売上高は5,044百万円（前年同期比7.0％減）、営業利益は301百

万円（前年同期比0.2％減）、経常利益は351百万円（前年同期比1.7％減）、四半期純利益は245百万円（前年同期

比2.6％減）となりました。

セグメントの経営成績は次のとおりであります。

液体調味食品部門は、鰻のシラスの漁獲が細る中、今年は前年並となりましたが、加工醤油の売上が不調の為、

売上高は984百万円（前年同期比2.2％減）、セグメント利益は112百万円（前年同期比50.3％増）となりました。

粉粒体食品部門は、顆粒製品の受託が伸び悩み、売上高は1,014百万円（前年同期比3.3％減）、セグメント利益

は26百万円（前年同期比12.6％増）となりました。

チルド食品部門は、受託が低調に推移し、売上高は660百万円（前年同期比12.5％減）、セグメント利益は78百

万円（前年同期比12.7％減）となりました。

即席麺部門は、ワンタンと袋麺の受託が減少し、売上高は2,127百万円（前年同期比1.0％減）、セグメント利益

は81百万円（前年同期比23.1％減）となりました。

その他は、水産物の取扱量が減少し、売上高は256百万円（前年同期比44.6％減）、セグメント利益は1百万円

（前年同期比75.4％減）となりました。
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(3)経営方針・経営戦略等

当第１四半期累計期間において、当社の経営方針・経営戦略等に重要な変更はありません。

　

(4)事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期累計期間において、当社の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はありません。

　

(5)研究開発活動

当第１四半期累計期間における研究開発活動の金額は、68百万円であります。

なお、当第１四半期累計期間において当社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１四半期会計期間において、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 35,000,000

計 35,000,000
 

 

② 【発行済株式】

 

種類
第１四半期会計期間
末現在発行数(株)
(2019年６月30日)

提出日現在
発行数(株)

(2019年８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 8,832,311 8,832,311

東京証券取引所
　市場第二部
名古屋証券取引所
　市場第二部

単元株式数は100株でありま
す。

計 8,832,311 8,832,311 ― ―
 

 

(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
(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)

2019年６月30日 ― 8,832 ― 1,160 ― 1,160
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(5) 【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。

 

(6) 【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（2019年３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】

(2019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 1,883,800
 

― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式 6,938,800
 

69,388 ―

単元未満株式 普通株式 9,711
 

― ―

発行済株式総数 8,832,311 ― ―

総株主の議決権 ― 69,388 ―
 

 

② 【自己株式等】

(2019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）
ユタカフーズ株式会社

愛知県知多郡武豊町
字川脇34番地の１

1,883,800 ― 1,883,800 21.32

計 ― 1,883,800 ― 1,883,800 21.32
 

 

 

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】

 

１．四半期財務諸表の作成方法について

当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第63

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１四半期会計期間(2019年４月１日から2019年６月

30日まで)及び第１四半期累計期間(2019年４月１日から2019年６月30日まで)に係る四半期財務諸表について、名古屋

監査法人による四半期レビューを受けております。

 

３．四半期連結財務諸表について

当社は、子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。
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１ 【四半期財務諸表】

(1) 【四半期貸借対照表】

           (単位：百万円)

          
前事業年度

(2019年３月31日)
当第１四半期会計期間
(2019年６月30日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 7,284 6,803

  売掛金 2,110 1,955

  商品及び製品 415 487

  仕掛品 32 31

  原材料及び貯蔵品 257 266

  関係会社短期貸付金 5,500 5,500

  その他 19 27

  貸倒引当金 △7 △7

  流動資産合計 15,612 15,064

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物（純額） 1,851 1,822

   機械及び装置（純額） 1,515 1,433

   その他（純額） 1,720 2,116

   有形固定資産合計 5,087 5,371

  無形固定資産 13 12

  投資その他の資産   

   投資有価証券 1,797 1,755

   その他 199 159

   投資その他の資産合計 1,996 1,915

  固定資産合計 7,098 7,298

 資産合計 22,710 22,363
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           (単位：百万円)

          
前事業年度

(2019年３月31日)
当第１四半期会計期間
(2019年６月30日)

負債の部   

 流動負債   

  買掛金 1,303 1,222

  未払法人税等 347 62

  賞与引当金 184 69

  役員賞与引当金 5 1

  その他 881 919

  流動負債合計 2,722 2,275

 固定負債   

  退職給付引当金 739 761

  役員退職慰労引当金 14 15

  固定負債合計 753 776

 負債合計 3,476 3,051

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 1,160 1,160

  資本剰余金 1,160 1,160

  利益剰余金 19,761 19,868

  自己株式 △3,456 △3,456

  株主資本合計 18,626 18,733

 評価・換算差額等   

  その他有価証券評価差額金 608 578

  評価・換算差額等合計 608 578

 純資産合計 19,234 19,311

負債純資産合計 22,710 22,363
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(2) 【四半期損益計算書】

【第１四半期累計期間】

           (単位：百万円)

          前第１四半期累計期間
(自 2018年４月１日
　至 2018年６月30日)

当第１四半期累計期間
(自 2019年４月１日
　至 2019年６月30日)

売上高 5,421 5,044

売上原価 4,861 4,479

売上総利益 560 564

販売費及び一般管理費   

 運送費及び保管費 85 87

 賞与引当金繰入額 9 9

 役員賞与引当金繰入額 1 1

 退職給付費用 8 8

 役員退職慰労引当金繰入額 0 0

 その他 153 155

 販売費及び一般管理費合計 257 262

営業利益 302 301

営業外収益   

 受取利息 6 6

 受取配当金 37 36

 雑収入 12 8

 営業外収益合計 56 50

営業外費用   

 賃貸費用 1 1

 雑支出 0 0

 営業外費用合計 1 1

経常利益 357 351

特別利益   

 固定資産売却益 0 -

 特別利益合計 0 -

特別損失   

 固定資産除売却損 0 0

 固定資産撤去費用 - 3

 特別損失合計 0 3

税引前四半期純利益 357 348

法人税、住民税及び事業税 62 54

法人税等調整額 42 48

法人税等合計 105 102

四半期純利益 252 245
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【注記事項】

(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)

当第１四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・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１四半期累計期間

(自　2018年４月１日
　至　2018年６月30日)

当第１四半期累計期間
(自　2019年４月１日
　至　2019年６月30日)

減価償却費 145百万円 132百万円
 

 
 

(株主資本等関係)

Ⅰ　前第１四半期累計期間(自 2018年４月１日 至 2018年６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

2018年６月27日
定時株主総会

普通株式 138 20.00 2018年３月31日 2018年６月28日 利益剰余金
 

　

２．基準日が当第１四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期会計期間の末日後となる

もの

　該当事項はありません。

　

３．株主資本の著しい変動

　株主資本の金額は、前事業年度末日と比較して著しい変動がありません。

　

Ⅱ　当第１四半期累計期間(自 2019年４月１日 至 2019年６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

2019年６月26日
定時株主総会

普通株式 138 20.00 2019年３月31日 2019年６月27日 利益剰余金
 

　

２．基準日が当第１四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期会計期間の末日後となる

もの

　該当事項はありません。

　

３．株主資本の著しい変動

　株主資本の金額は、前事業年度末日と比較して著しい変動がありません。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ 前第１四半期累計期間(自 2018年４月１日 至 2018年６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
(注)２液体調味

食品
粉粒体食品 チルド食品 即席麺 計

売上高        

  外部顧客への売上高 1,006 1,048 754 2,148 4,958 463 5,421

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

― ― ― ― ― ― ―

計 1,006 1,048 754 2,148 4,958 463 5,421

セグメント利益 74 23 90 105 295 7 302
 

(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、商品（冷凍魚ほか）でありま

す。

２　セグメント利益は、四半期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１四半期累計期間(自 2019年４月１日 至 2019年６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
(注)２液体調味

食品
粉粒体食品 チルド食品 即席麺 計

売上高        

  外部顧客への売上高 984 1,014 660 2,127 4,787 256 5,044

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

― ― ― ― ― ― ―

計 984 1,014 660 2,127 4,787 256 5,044

セグメント利益 112 26 78 81 299 1 301
 

(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、商品（冷凍魚ほか）でありま

す。

２　セグメント利益は、四半期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。

 

EDINET提出書類

ユタカフーズ株式会社(E00465)

四半期報告書

12/15



 

(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１四半期累計期間
(自 2018年４月１日
至 2018年６月30日)

当第１四半期累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年６月30日)

　　１株当たり四半期純利益 36円31銭 35円37銭

    (算定上の基礎)   

   四半期純利益(百万円) 252 245

   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(百万円) 252 245

    普通株式の期中平均株式数(株) 6,948,506 6,948,439
 

(注)　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。

 

(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
 

2019年８月８日

ユタカフーズ株式会社

取締役会  御中

名古屋監査法人
 

 

代表社員

業務執行社員
 公認会計士 魚　　住　　康　　洋 ㊞

 

 

業務執行社員  公認会計士 市　　川　　泰　　孝 ㊞
 

 

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」に掲げられているユタカフーズ株

式会社の2019年４月１日から2020年３月31日までの第80期事業年度の第１四半期会計期間(2019年４月１日から2019年６

月30日まで)及び第１四半期累計期間(2019年４月１日から2019年６月30日まで)に係る四半期財務諸表、すなわち、四半

期貸借対照表、四半期損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財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表

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

れる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、ユタカフーズ株式会社の2019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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