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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 10,472 △1.6 △64 ― △41 ― △68 ―
25年3月期第1四半期 10,638 △9.1 112 134.7 146 98.0 113 275.1

（注）包括利益 26年3月期第1四半期 △7百万円 （―％） 25年3月期第1四半期 8百万円 （△84.6％）

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 △0.77 ―
25年3月期第1四半期 1.27 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第1四半期 28,451 4,602 14.3
25年3月期 27,455 4,618 14.9
（参考） 自己資本   26年3月期第1四半期  4,065百万円 25年3月期  4,084百万円

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

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) 23,500 3.4 90 △76.9 70 △82.4 10 △97.5 0.11
通期 49,000 7.7 370 15.6 300 △15.7 180 △48.9 2.02



(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レビュー手続の対象外であり、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
四半期財務諸表のレビュー手続は終了していません。 

※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および合理的であると判断する一定の前提に基づいており、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。業績予想の背景等については、四半期決算短信【添付資料】３ページ「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 89,100,000 株 25年3月期 89,100,000 株
② 期末自己株式数 26年3月期1Q 61,771 株 25年3月期 61,771 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期1Q 89,038,229 株 25年3月期1Q 89,039,471 株
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１．当四半期決算に関する定性的情報 

        

（１）経営成績に関する説明 

 当第１四半期連結累計期間のわが国経済は、昨年末からの円安進行に伴い輸出環境が改善され

つつあるものの、中国経済の失速など海外景気の下振れリスクは依然として残っており、先行き

不透明な状況で推移いたしました。また、食品業界におきましても、消費者の低価格志向が続く

なか、原材料輸入価格の上昇により製造コストが増加するなど、厳しい経営環境が続きました。 

このような状況のなか当社グループは、「２ヵ年経営計画」のもと、経営資源の選択と集中によ

り構造改革を進め、収益基盤の改善と持続的な事業発展を目指してまいりました。 

当第１四半期連結累計期間の売上高は、養魚用飼料や肉類の売上は増加したものの、魚肉ねり

製品の販売数量減少や、昨年６月をもって畜産用飼料の自社生産を中止した影響もあり 104 億 72

百万円（前年同期比 1.6％減少）となりました。損益面におきましては、原材料価格の高騰や魚

肉ねり製品の売上が減少したことなどにより、営業損失 64 百万円（前年同期は営業利益１億 12

百万円）、経常損失 41 百万円（前年同期は経常利益１億 46 百万円）、四半期純損失 68 百万円（前

年同期は四半期純利益１億 13 百万円）となりました。 

 

当第１四半期連結累計期間のセグメントの業績は、次のとおりです。 

 

①水産食品事業 

 水産食品事業におきましては、当社は魚肉ねり製品の販売数量が減少いたしました。 

これらにより、売上高は９億７百万円（前年同期比 26.4％減少）、セグメント損失（営業損失）

は 60 百万円（前年同期はセグメント利益（営業利益）44 百万円）となりました。 

 

②畜産食品事業 

 畜産食品事業におきましては、個人消費が持ち直すなか、当社は牛肉・豚肉や調理食品の販売

数量が増加いたしました。 

これらにより、売上高は 42 億６百万円（前年同期比 3.5％増加）となったものの、食肉加工品

の原材料価格の高騰や肉類の販売単価下落によりセグメント損失（営業損失）は 45 百万円（前年

同期はセグメント利益（営業利益）37 百万円）となりました。 

 

③飼料事業 

飼料事業におきましては、畜産用飼料は自社生産を中止した影響により販売数量が減少いたし

ました。養魚用飼料は昨年からの原材料価格高騰に対応した価格改定に取り組んだ結果、値上げ

前の需要により販売数量が増加いたしました。 

これらにより、売上高は 49 億 54 百万円（前年同期比 0.8％増加）、セグメント利益（営業利益）

は２億 72 百万円（前年同期比 0.6％増加）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の総資産は前連結会計年度末に比べ９億 96 百万円増加し、純資産

が 16 百万円減少した結果、自己資本比率は 14.3％となりました。 

変動の主なものは、資産では破産更生債権等が５億 56 百万円増加し、負債では買掛金が８億

37 百万円増加いたしました。 
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（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

 今後の見通しにつきましては、経済政策による景気回復が期待されるものの、原材料輸入価格

の高止まりや依然としたデフレ状況など、当社グループを取り巻く環境は厳しい状況が続くと予

想されます。 

しかしながら、当社グループの当第１四半期連結累計期間の業績は概ね予想どおり推移してお

り、平成 25 年５月 14 日に発表の第２四半期連結累計期間および通期の業績予想に修正はありま

せん。 

 

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 

 

（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。 

 

（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。 
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３．四半期連結財務諸表
（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 2,319,260 2,087,904

受取手形及び売掛金 4,892,362 4,778,408

商品及び製品 1,774,538 2,030,169

仕掛品 1,980,148 2,031,868

原材料及び貯蔵品 1,255,004 1,476,996

その他 407,483 281,816

貸倒引当金 △65,971 △64,459

流動資産合計 12,562,825 12,622,705

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 4,025,322 4,037,230

土地 4,292,520 4,289,538

その他（純額） 1,833,998 2,076,616

有形固定資産合計 10,151,841 10,403,385

無形固定資産 60,599 62,527

投資その他の資産

投資有価証券 2,845,337 2,950,414

破産更生債権等 2,916,150 3,472,386

その他 302,965 302,948

貸倒引当金 △1,384,502 △1,362,733

投資その他の資産合計 4,679,950 5,363,016

固定資産合計 14,892,390 15,828,929

資産合計 27,455,216 28,451,635

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 3,614,288 4,451,333

短期借入金 9,728,101 9,767,035

未払法人税等 27,471 29,167

賞与引当金 232,861 352,057

その他 2,119,900 2,126,654

流動負債合計 15,722,623 16,726,248

固定負債

長期借入金 4,519,152 4,208,802

退職給付引当金 1,677,346 1,723,074

資産除去債務 5,661 5,692

その他 911,497 1,185,333

固定負債合計 7,113,658 7,122,903

負債合計 22,836,282 23,849,151
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（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)

純資産の部

株主資本

資本金 3,415,020 3,415,020

資本剰余金 5,989 5,989

利益剰余金 346,773 277,924

自己株式 △6,379 △6,379

株主資本合計 3,761,403 3,692,554

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 321,238 370,665

為替換算調整勘定 2,188 2,225

その他の包括利益累計額合計 323,427 372,890

少数株主持分 534,103 537,039

純資産合計 4,618,934 4,602,483

負債純資産合計 27,455,216 28,451,635
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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 10,638,982 10,472,360

売上原価 9,013,476 9,043,896

売上総利益 1,625,506 1,428,464

販売費及び一般管理費 1,513,315 1,493,286

営業利益又は営業損失（△） 112,190 △64,822

営業外収益

受取配当金 40,189 39,863

その他 92,636 69,975

営業外収益合計 132,826 109,838

営業外費用

支払利息 73,349 73,610

その他 24,908 12,406

営業外費用合計 98,258 86,017

経常利益又は経常損失（△） 146,758 △41,000

特別利益

固定資産売却益 285 19

特別利益合計 285 19

特別損失

固定資産廃棄損 264 2,633

減損損失 6,034 2,982

特別損失合計 6,298 5,615

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（△）

140,744 △46,596

法人税、住民税及び事業税 25,416 30,232

法人税等調整額 △4,178 △11,615

法人税等合計 21,237 18,617

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益調
整前四半期純損失（△）

119,506 △65,213

少数株主利益 6,112 3,635

四半期純利益又は四半期純損失（△） 113,394 △68,849

林兼産業㈱（2286）　平成26年3月期 第1四半期決算短信

- 6 -



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利益又は少数株主損益調
整前四半期純損失（△）

119,506 △65,213

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △111,239 57,580

持分法適用会社に対する持分相当額 △50 109

その他の包括利益合計 △111,290 57,689

四半期包括利益 8,216 △7,524

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 10,293 △19,386

少数株主に係る四半期包括利益 △2,076 11,862
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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） 

該当事項はありません。 

  

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) 

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 

 
(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、不動産事業、情報処理事業及び冷蔵

倉庫事業を含んでおります。 

  

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です。 

  

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)

(単位：千円)

報告セグメント
その他 
（注)

合計

水産食品事業 畜産食品事業 飼料事業 計

売上高

  外部顧客への売上高 1,232,234 4,065,464 4,917,239 10,214,938 424,044 10,638,982

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

2,807 32,305 311,884 346,996 106,478 453,475

計 1,235,041 4,097,769 5,229,123 10,561,934 530,523 11,092,457

セグメント利益 44,060 37,969 270,975 353,006 32,494 385,501

(単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 353,006

「その他」の区分の利益 32,494

セグメント間取引消去 2,903

全社費用(注) △276,215

四半期連結損益計算書の営業利益 112,190
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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 

 
(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、不動産事業、情報処理事業及び冷蔵

倉庫事業を含んでおります。 

  

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です。 

  

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。 

(単位：千円)

報告セグメント
その他 
（注)

合計

水産食品事業 畜産食品事業 飼料事業 計

売上高

  外部顧客への売上高 907,172 4,206,437 4,954,967 10,068,577 403,782 10,472,360

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

2,787 31,204 411,816 445,808 96,271 542,080

計 909,960 4,237,642 5,366,784 10,514,386 500,054 11,014,440

セグメント利益又は損失
（△）

△60,258 △45,763 272,500 166,478 32,765 199,244

(単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 166,478

「その他」の区分の利益 32,765

セグメント間取引消去 17,057

全社費用(注) △281,123

四半期連結損益計算書の営業損失（△） △64,822
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