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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72期

第３四半期
連結累計期間

第73期
第３四半期
連結累計期間

第72期

会計期間
自2018年４月１日
至2018年12月31日

自2019年４月１日
至2019年12月31日

自2018年４月１日
至2019年３月31日

売上高 （千円） 15,763,128 15,689,213 20,555,888

経常利益 （千円） 900,890 909,422 1,019,142

親会社株主に帰属する四半期（当

期）純利益
（千円） 636,361 583,580 735,045

四半期包括利益又は包括利益 （千円） 513,345 687,985 662,297

純資産額 （千円） 8,961,529 9,646,787 9,110,480

総資産額 （千円） 21,181,490 22,129,501 20,656,722

１株当たり四半期（当期）純利益 （円） 55.90 51.26 64.57

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益
（円） － － －

自己資本比率 （％） 41.8 42.8 43.6

 

回次
第72期

第３四半期
連結会計期間

第73期
第３四半期
連結会計期間

会計期間
自2018年10月１日
至2018年12月31日

自2019年10月１日
至2019年12月31日

１株当たり四半期純利益 （円） 20.10 24.78

（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、消費税等は含んでおりません。

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。
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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）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判断したものであります。

 

(1）財政状態及び経営成績の状況

①経営成績の分析

　当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、雇用や所得環境の改善などを背景に緩やかな回復基調が続い

ているものの、米中摩擦や中東地域をめぐる情勢に加え、足元の新型コロナウイルスの感染拡大もあり、先行き不

透明の状況が続いております。

　食品業界におきましては、消費増税に伴う消費者の節約志向や選別消費傾向の高まりに加え、原材料価格や物流

費の上昇もあり、依然として厳しい状況が続いております。

　このような状況下、当社グループは自社商材の拡販と提案営業の強化に加え、海外市場取り込みに向けた様々な

取り組みを強化いたしました。

　その結果、当社グループの当第３四半期連結累計期間における売上高は156億89百万円（前年同四半期比0.5％

減）となりました。

　製品の種類別売上高では、カラメル製品は、天候不順の影響で飲料向けなどがやや減少し、29億18百万円（前年

同四半期比1.5％減）となりました。乾燥製品類は、国内の粉末茶や粉末調味料などの自社商材の好調は継続して

いますが、中国子会社の粉末受託製品の減少と製品戦略見直しの影響もあり、46億70百万円（前年同四半期比

7.2％減）となりました。組立製品類は、ヘルスケア関連製品の受注が好調に推移し、41億71百万円（前年同四半

期比3.7％増）となりました。冷凍製品は、国内の冷凍和菓子が順調に拡大したことに加え、中国のデザート関連

製品も増加し、29億15百万円（前年同四半期比5.3％増）となりました。その他は、子会社の受託加工などがやや

増加し、10億12百万円（前年同四半期比4.1％増）となりました。

　利益面につきましては、ユーティリティーコストや物流費の上昇に加え、研究開発費の負担増もあり、合理化効

果で吸収できず、営業利益は９億11百万円（前年同四半期比2.2％減）、経常利益は９億９百万円（前年同四半期

比0.9％増）、親会社株主に帰属する四半期純利益は５億83百万円（前年同四半期比8.3％減）となりました。

 

②財政状態の分析

（流動資産）

　当第３四半期連結累計期間末における流動資産の残高は、120億１百万円（前連結会計年度末は118億50百万

円）となり１億51百万円増加しました。その主なものは、受取手形及び売掛金の増加（３億45百万円）等であり

ます。

（固定資産）

　当第３四半期連結累計期間末における固定資産の残高は、101億27百万円（前連結会計年度末は88億６百万

円）となり13億21百万円増加しました。その主なものは、有形固定資産の増加（９億13百万円）、無形固定資産

の増加（３億47百万円）等であります。

（流動負債）

　当第３四半期連結累計期間末における流動負債の残高は、99億97百万円（前連結会計年度末は88億８百万円）

となり11億88百万円増加しました。その主なものは、短期借入金の増加（７億85百万円）等であります。

（固定負債）

　当第３四半期連結累計期間末における固定負債の残高は、24億85百万円（前連結会計年度末は27億37百万円）

となり２億52百万円減少しました。その主なものは、長期借入金の減少（２億51百万円）等であります。

（純資産）

　当第３四半期連結累計期間末における純資産の残高は、96億46百万円（前連結会計年度末は91億10百万円）と

なり５億36百万円増加しました。その主なものは、利益剰余金の増加（４億31百万円）等であります。
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(2）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。

 

(3）研究開発活動

当第３四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、２億68百万円であります。

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。

 

３【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。
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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 36,000,000

計 36,000,000

 

②【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間末
現在発行数（株）
（2019年12月31日）

提出日現在発行数（株）
（2020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 11,400,000 11,400,000

東京証券取引所

ＪＡＳＤＡＱ

（スタンダード）

単元株式数

100株

計 11,400,000 11,400,000 － －

 

(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
（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）

2019年10月１日～

2019年12月31日
－ 11,400 － 1,500,500 － 1,194,199

 

(5)【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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(6)【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

戴することができないことから、直前の基準日（2019年９月30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 16,000 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 11,379,300 113,793 －

単元未満株式 普通株式 4,700 － －

発行済株式総数  11,400,000 － －

総株主の議決権  － 113,793 －

 

②【自己株式等】

    2019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
（％）

仙波糖化工業㈱
栃木県真岡市並木町

２丁目１番地10
16,000 － 16,000 0.14

計 － 16,000 － 16,000 0.14

（注）発行済株式総数に対する所有株式数の割合は、小数点第３位以下を切り捨てて表示しております。

 

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」（2007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（2019年10月１日から

2019年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（2019年４月１日から2019年12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）

 
前連結会計年度
(2019年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2019年12月31日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,153,039 3,053,473

受取手形及び売掛金 ※ 4,733,209 ※ 5,079,136

商品及び製品 1,950,630 1,857,365

仕掛品 824,980 706,760

原材料及び貯蔵品 924,369 879,589

その他 264,713 426,017

貸倒引当金 △582 △615

流動資産合計 11,850,361 12,001,728

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,496,434 3,338,079

機械装置及び運搬具（純額） 2,067,275 2,039,702

その他（純額） 936,098 2,035,472

有形固定資産合計 6,499,808 7,413,253

無形固定資産 253,844 601,649

投資その他の資産   

投資有価証券 1,547,748 1,701,861

繰延税金資産 385,358 253,289

その他 129,292 167,302

貸倒引当金 △9,691 △9,583

投資その他の資産合計 2,052,708 2,112,869

固定資産合計 8,806,361 10,127,773

資産合計 20,656,722 22,129,501
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  （単位：千円）

 
前連結会計年度
(2019年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2019年12月31日)

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 ※ 2,813,724 ※ 2,660,485

短期借入金 3,912,744 4,698,105

未払法人税等 185,190 27,137

賞与引当金 344,006 174,968

役員賞与引当金 17,200 －

その他 1,535,807 2,436,701

流動負債合計 8,808,673 9,997,399

固定負債   

長期借入金 1,173,388 921,923

退職給付に係る負債 1,254,347 1,284,335

繰延税金負債 106,255 84,566

資産除去債務 51,589 51,691

その他 151,987 142,799

固定負債合計 2,737,568 2,485,315

負債合計 11,546,242 12,482,714

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,500,500 1,500,500

資本剰余金 1,203,109 1,203,109

利益剰余金 5,649,867 6,081,769

自己株式 △5,108 △5,108

株主資本合計 8,348,368 8,780,270

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 718,023 825,521

為替換算調整勘定 △38,103 △118,691

退職給付に係る調整累計額 △19,120 △18,073

その他の包括利益累計額合計 660,800 688,756

非支配株主持分 101,311 177,760

純資産合計 9,110,480 9,646,787

負債純資産合計 20,656,722 22,129,501
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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）

 
前第３四半期連結累計期間

(自　2018年４月１日
　至　2018年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　2019年４月１日
　至　2019年12月31日)

売上高 15,763,128 15,689,213

売上原価 12,341,902 12,160,562

売上総利益 3,421,225 3,528,651

販売費及び一般管理費 2,489,434 2,617,640

営業利益 931,790 911,010

営業外収益   

受取利息 2,333 2,553

受取配当金 22,774 28,197

その他 33,777 30,760

営業外収益合計 58,886 61,512

営業外費用   

支払利息 48,730 27,333

為替差損 19,846 13,968

その他 21,209 21,798

営業外費用合計 89,786 63,100

経常利益 900,890 909,422

特別損失   

投資有価証券評価損 － 4,620

特別損失合計 － 4,620

税金等調整前四半期純利益 900,890 904,802

法人税、住民税及び事業税 219,494 162,438

法人税等調整額 32,377 71,055

法人税等合計 251,872 233,494

四半期純利益 649,018 671,308

非支配株主に帰属する四半期純利益 12,656 87,727

親会社株主に帰属する四半期純利益 636,361 583,580
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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）

 
前第３四半期連結累計期間

(自　2018年４月１日
　至　2018年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　2019年４月１日
　至　2019年12月31日)

四半期純利益 649,018 671,308

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △109,011 107,498

為替換算調整勘定 △28,331 △91,867

退職給付に係る調整額 1,671 1,046

その他の包括利益合計 △135,672 16,677

四半期包括利益 513,345 687,985

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 511,300 638,398

非支配株主に係る四半期包括利益 2,045 49,587
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【注記事項】

（会計方針の変更）

（在外子会社の収益及び費用の本邦通貨への換算方法の変更）

在外子会社の収益及び費用は、従来、当該在外子会社の決算日の直物為替相場により円貨に換算しておりました

が、第１四半期連結会計期間より期中平均相場により円貨に換算する方法に変更しております。当社グループは海

外売上高の拡大・グローバル展開を推進しており、在外子会社における海外売上高の重要性が今後さらに増加する

ことが見込まれるため、一時的な為替相場の変動による期間損益への影響を緩和し、在外子会社の業績をより適切

に連結財務諸表に反映させるため、在外子会社の収益及び費用を期中平均相場により円貨に換算する方法が合理的

であると判断したためであります。

　この変更による影響額は軽微であるため、遡及適用は行っておりません。

 

（四半期連結貸借対照表関係）

※　四半期連結会計期間末日満期手形

　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、当四半期連結会計期間末日が金融機関の休日でした

が、満期日に決済が行われたものとして処理しております。当四半期連結会計期間末日満期手形の金額は、次の

とおりであります。

 
 

前連結会計年度
（2019年３月31日）

当第３四半期連結会計期間
（2019年12月31日）

　受取手形 22,451千円 19,329千円

　支払手形 15,906 22,180

 

（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、次のとおりでありま

す。

 
前第３四半期連結累計期間
（自 2018年４月１日
至 2018年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自 2019年４月１日
至 2019年12月31日）

減価償却費 689,971千円 694,422千円

 

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自　2018年４月１日　至　2018年12月31日）

　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

2018年６月28日

定時株主総会
普通株式 136,607 12.00 2018年３月31日 2018年６月29日 利益剰余金

 

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自　2019年４月１日　至　2019年12月31日）

　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

2019年６月27日

定時株主総会
普通株式 170,758 15.00 2019年３月31日 2019年６月28日 利益剰余金

 

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

前第３四半期連結累計期間（自2018年４月１日　至2018年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間（自

2019年４月１日　至2019年12月31日）

当社グループは、食品製造販売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。
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（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。

 
前第３四半期連結累計期間
（自　2018年４月１日

至　2018年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自　2019年４月１日
至　2019年12月31日）

１株当たり四半期純利益 55円90銭 51円26銭

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する四半期純利益（千円） 636,361 583,580

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（千円）
636,361 583,580

普通株式の期中平均株式数（千株） 11,383 11,383

（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をしておりません。

 

（重要な後発事象）

固定資産の譲渡

　当社連結子会社である福建龍和食品実業有限公司（当社出資比率51.16％）は、所有する固定資産を譲渡してお

ります。

　なお、福建龍和食品実業有限公司の決算日は、連結決算日と異なっており、当第３四半期連結累計期間におい

ては、同社の2019年９月30日に終了した四半期累計期間の財務諸表を連結しているため、当該譲渡取引を重要な

後発事象として記載しております。

 

(1)固定資産譲渡の理由

 　保有する土地が福州市連江県による開発事業の対象となり、立退き要請を受けたため。

(2)資産の内容及び所在地

 　所在地：中華人民共和国福建省福州市連江県

 　種　類：土地使用権等

(3)譲渡日

 　2019年11月27日

(4)譲渡先

 　福州市連江県

(5)損益に与える影響額

 　当該固定資産の譲渡により、2020年３月期の期末連結決算において、約1,770百万円の固定資産売却益を特

別利益に計上する見込みです。

 

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  

 

2020年２月14日

仙波糖化工業株式会社

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 伊藤　治郎　　　印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 小松　　聡　　　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」に掲げられている仙波糖化工業株

式会社の2019年４月１日から2020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（2019年10月１日から2019年

12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（2019年４月１日から2019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、仙波糖化工業株式会社及び連結子会社の2019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。

強調事項

　重要な後発事象に記載されているとおり、会社は2019年11月27日に連結子会社である福建龍和食品実業有限公司の所有

する固定資産を譲渡している。

　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。

 

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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