
平成26年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

平成25年8月5日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 株式会社 秋川牧園 上場取引所 東 
コード番号 1380 URL http://www.akikawabokuen.co.jp/
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 秋川 正
問合せ先責任者 （役職名） 経営管理部次長 （氏名） 原田 良人 TEL 083-929-0630
四半期報告書提出予定日 平成25年8月12日
配当支払開始予定日 ―
四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無
四半期決算説明会開催の有無 ： 無

1.  平成26年3月期第1四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25年6月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

26年3月期第1四半期 1,054 △0.6 △16 ― △14 ― △18 ―
25年3月期第1四半期 1,061 1.7 △4 ― 0 ― △5 ―

（注）包括利益 26年3月期第1四半期 △17百万円 （―％） 25年3月期第1四半期 △6百万円 （―％）

1株当たり四半期純利益 潜在株式調整後1株当たり四半期
純利益

円 銭 円 銭

26年3月期第1四半期 △4.36 ―
25年3月期第1四半期 △1.42 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

26年3月期第1四半期 3,828 1,288 33.7 308.72
25年3月期 3,960 1,318 33.3 315.85
（参考） 自己資本   26年3月期第1四半期  1,288百万円 25年3月期  1,318百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無  
 

年間配当金
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

25年3月期 ― 0.00 ― 3.00 3.00
26年3月期 ―
26年3月期（予想） 0.00 ― 3.00 3.00

3. 平成26年 3月期の連結業績予想（平成25年 4月 1日～平成26年 3月31日）  
（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  無   

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 1株当たり当期
純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期(累計) 2,055 0.1 △29 ― △23 ― △31 ― △7.53
通期 4,420 3.0 38 ― 60 39.2 25 35.6 6.06



(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  ：  無  

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
 この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期報告書のレビュー手続きの対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引
法に基づく四半期報告書のレビュー手続きを実施しております。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その
達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び
業績予想のご利用にあたっての注意事項については、添付資料Ｐ.２「１.当四半期決算に関する定性的情報 （３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説
明」をご覧ください。 

※  注記事項

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  無
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 26年3月期1Q 4,179,000 株 25年3月期 4,179,000 株
② 期末自己株式数 26年3月期1Q 5,638 株 25年3月期 5,638 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期1Q 4,173,362 株 25年3月期1Q 4,173,362 株
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（１）経営成績に関する説明 

当第１四半期連結累計期間（平成25年４月１日～平成25年６月30日）におけるわが国の経済は、政府の経済政策

や金融政策等の効果・期待から円安・株高が進み、企業収益や個人消費に一部改善がみられたものの、新興国にお

ける景気減速懸念、円安による輸入原材料価格の高騰や電気料金の値上げ等により、依然として先行き不透明な状

況が続いております。 

食品業界におきましては、円安による原材料価格の高騰や、消費者の根強い低価格志向が継続していることもあ

り、引き続き厳しい環境にあります。 

一方当社では、安心・安全な食の市場の成熟化が進むことを早くから予測し、食の安心・安全のさらなるレベル

アップと、新時代の健康提案に向けての研究開発、情報発信、栄養提案などに取り組んでまいりました。今後、当

社の商品開発や事業展開において大きな力になるものと期待しております。 

このような状況の中、当社の主たる販売先である産直型の生活協同組合及び宅配会社に対する主力の鶏肉の販売

は、前年同期と比べ減少したものの、宅配事業の会員数増加による販売の伸長で、全体の売上は前年並みとなりま

した。利益面につきましては、宅配事業の売上増加や、鶏肉一次処理の歩留り率の向上等の増益要因がありました

が、飼料価格の高騰や、鶏肉の販売減少の影響が大きく減益となりました。なお、当社グループの売上は、鶏肉等

の需要が秋から冬にかけて多くなるため、利益の大半が下半期に発生する傾向があり、当期につきましてもその形

で推移するものと見込んでおります。 

以上の結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は、10億54百万円（前年同期比0.6％減）、営業損失は16百万

円（前年同期は4百万円の損失）、経常損失は14百万円（前年同期は0.3百万円の利益）、四半期純損失18百万円

（前年同期は5百万円の純損失）となりました。 

  

セグメントの業績は次のとおりであります。 

（産直畜産事業） 

主に産直型の生活協同組合及び宅配会社へ販売している鶏肉、冷凍加工食品、鶏卵等で構成される産直畜産事業

につきましては、主力の鶏肉の販売が前年同期を下回ったため、売上高は減少いたしました。利益面につきまして

は、飼料を中心とする原材料価格の高騰と、鶏肉の販売減少により減益となりました。    

この結果、産直畜産事業の売上高は、8億47百万円（前年同期比2.7％減）、営業利益は55百万円（前年同期比

21.8％減）となりました。 

  

（総合宅配事業） 

当社の食品を中心に会員宅に商品をお届けする会員制宅配事業「スマイル生活」につきましては、全国向けの宅

配の会員数が首都圏を中心に伸長したことにより、売上高・利益ともに増加いたしました。 

この結果、総合宅配事業の売上高は、1億70百万円（前年同期比8.0％増）、営業損失は0.5百万円（前年同期は3

百万円の損失）となりました。 

  

（牛乳製造卸売事業） 

牛乳や乳製品を生産、販売している牛乳製造卸売事業につきましては、新容器による地元量販店での販売展開が

順調に伸長し、売上高は増加いたしました。利益面につきましては、販売費及び一般管理費の増加により微減とな

りました。 

この結果、牛乳製造卸売事業の売上高は、15百万円（前年同期比7.3％増）、営業損失は5百万円（前年同期は4

百万円の損失）となりました。 

     

（２）財政状態に関する説明 

当第１四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ、１億31百万円減少し、38億28百万円

となりました。これは主に、現金及び預金が１億50百万円減少したことによるものであります。 

負債につきましては、前連結会計年度末に比べ１億2百万円減少し、25億39百万円となりました。これは主に短

期借入金が１億12百万円減少したことによるものであります。 

純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ29百万円減少し、12億88百万円となりました。 

   

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

平成26年３月期の業績予想につきましては、平成25年５月17日に公表いたしました業績予想に変更はありませ

ん。 

  

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

  該当事項はありません。   

   

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項



（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 該当事項はありません。   

   

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

 該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

３．継続企業の前提に関する重要事象等



４．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 711,247 561,246

受取手形及び売掛金 499,474 512,546

有価証券 120,549 120,552

商品及び製品 75,541 78,329

仕掛品 295,245 316,053

原材料及び貯蔵品 68,225 65,141

繰延税金資産 18,915 16,447

未収入金 157,331 147,699

その他 29,929 29,662

貸倒引当金 △1,043 △956

流動資産合計 1,975,416 1,846,722

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 648,960 638,387

機械装置及び運搬具（純額） 219,146 218,364

土地 791,203 792,923

建設仮勘定 18,893 15,570

その他（純額） 89,780 95,600

有形固定資産合計 1,767,984 1,760,846

無形固定資産   

のれん 64,639 61,310

その他 13,289 12,245

無形固定資産合計 77,929 73,555

投資その他の資産 138,844 147,168

固定資産合計 1,984,758 1,981,569

資産合計 3,960,174 3,828,291

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 395,024 354,991

短期借入金 1,154,947 1,042,329

リース債務 12,344 11,821

未払法人税等 15,712 3,501

賞与引当金 20,200 16,441

その他 214,545 256,550

流動負債合計 1,812,773 1,685,635

固定負債   

長期借入金 521,727 547,294

リース債務 38,062 35,242



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

繰延税金負債 22,559 22,830

退職給付引当金 193,447 198,462

役員退職慰労引当金 53,416 50,402

固定負債合計 829,213 854,232

負債合計 2,641,986 2,539,867

純資産の部   

株主資本   

資本金 714,150 714,150

資本剰余金 554,541 554,541

利益剰余金 46,928 16,182

自己株式 △3,573 △3,573

株主資本合計 1,312,047 1,281,301

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 6,141 7,123

その他の包括利益累計額合計 6,141 7,123

純資産合計 1,318,188 1,288,424

負債純資産合計 3,960,174 3,828,291



（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24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

売上高 1,061,112 1,054,244

売上原価 831,757 835,987

売上総利益 229,355 218,257

販売費及び一般管理費 233,693 234,312

営業損失（△） △4,338 △16,055

営業外収益   

受取利息 126 369

受取配当金 699 745

補填金収入 8,636 4,229

その他 2,008 1,445

営業外収益合計 11,470 6,788

営業外費用   

支払利息 6,800 5,138

その他 27 32

営業外費用合計 6,827 5,170

経常利益又は経常損失（△） 304 △14,437

特別利益   

固定資産売却益 747 628

受取保険金 2,297 480

特別利益合計 3,044 1,108

特別損失   

固定資産除却損 130 122

災害による損失 2,850 －

特別損失合計 2,980 122

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

368 △13,451

法人税、住民税及び事業税 4,289 2,557

法人税等調整額 2,032 2,217

法人税等合計 6,321 4,774

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △5,953 △18,225

四半期純損失（△） △5,953 △18,225



（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24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △5,953 △18,225

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △910 981

その他の包括利益合計 △910 981

四半期包括利益 △6,864 △17,244

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △6,864 △17,244



 該当事項はありません。 

   

 該当事項はありません。   

   

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間（自平成24年４月１日 至平成24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：千円）

（注）「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、牛乳宅配事業及び物流部門等を 

   含んでおります。  

  

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の

主な内容（差異調整に関する事項） 

（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費及び品質管理費用であります。  

  

３．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。 

   

（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

（セグメント情報等）

  

報告セグメント 
その他 
（注） 

合計 
産直畜産 総合宅配 牛乳製造卸売 計 

売上高             

外部顧客への売上高  871,327  157,747  14,044  1,043,118  17,993  1,061,112

セグメント間の内部売上高
又は振替高 

 27,991  553  15,728  44,273  63,766  108,039

計  899,318  158,301  29,772  1,087,392  81,760  1,169,152

セグメント利益又は損失

（△） 
 70,991  △3,840  △4,233  62,917  △1,734  61,183

  (単位：千円)

利益 金額 

報告セグメント計  62,917

「その他」の区分の利益  △1,734

のれんの償却額  △3,329

全社費用（注）  △62,191

四半期連結損益計算書の営業損失（△）  △4,338



Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自平成25年４月１日 至平成25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：千円）

（注）「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、牛乳宅配事業及び物流部門等を 

   含んでおります。  

  

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の

主な内容（差異調整に関する事項） 

（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費及び品質管理費用であります。  

  

３．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。 

    

  

  

報告セグメント 
その他 
（注） 

合計 
産直畜産 総合宅配 牛乳製造卸売 計 

売上高             

外部顧客への売上高  847,528  170,447  15,075  1,033,052  21,192  1,054,244

セグメント間の内部売上高
又は振替高 

 29,460  625  15,075  45,161  62,943  108,105

計  876,989  171,073  30,150  1,078,213  84,136  1,162,350

セグメント利益又は損失

（△） 
 55,482  △510  △5,909  49,062  △1,706  47,355

  (単位：千円)

利益 金額 

報告セグメント計  49,062

「その他」の区分の利益  △1,706

のれんの償却額  △3,329

全社費用（注）  △60,081

四半期連結損益計算書の営業損失（△）  △16,055
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