
  

１．平成26年３月期第２四半期の業績（平成25年４月１日～平成25年９月30日） 

  

  

（２）財政状態 

  

２．配当の状況 

  

  

  

 

  

  

   平成26年３月期 第２四半期決算短信〔日本基準〕（非連結）
        平成25年10月23日

上場会社名  ジャパンフーズ株式会社 上場取引所  東

コード番号  2599 ＵＲＬ   http://www.japanfoods.co.jp

代表者 （役職名）  代表取締役社長 （氏名）  本所 良太

問合せ先責任者 （役職名）  常務取締役ＣＦＯ （氏名）  細井 富夫 ＴＥＬ   0475-35-2211
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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      ：  有    （アナリスト向け）

  (百万円未満切捨て）

（１）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２四半期  20,491  0.7  1,563  38.3  1,552  33.9  937  31.6

25年３月期第２四半期  20,352  7.1  1,131  △20.2  1,159  △19.7  711  △10.4

  
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２四半期  194.35  －

25年３月期第２四半期  139.61  －

  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２四半期  20,988  7,660  36.5  1,588.33

25年３月期  17,125  6,800  39.7  1,409.99

（参考）自己資本 26年３月期第２四半期 7,660百万円   25年３月期 6,800百万円 

  
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  － 10.00 － 17.00  27.00

26年３月期  － 10.00       

26年３月期（予想）     － 17.00  27.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無： 無

３．平成26年３月期の業績予想（平成25年４月１日～平成26年３月31日）

  （％表示は、対前期増減率）

  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 

通期  35,000  5.4  1,210  62.4  1,220  52.6  710  43.1  147.21

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 有

平成26年３月期の業績予想につきましては、本日（平成25年10月23日）公表いたしました「平成26年３月期第２四

半期業績予想と実績との差異及び通期業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。



※  注記事項 

  

  

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

  

  

  

  

  

（３）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 

  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

  

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用： 無

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２Ｑ 5,100,000株 25年３月期 5,100,000株

②  期末自己株式数 26年３月期２Ｑ 277,112株 25年３月期 277,112株

③  期中平均株式数（四半期累計） 26年３月期２Ｑ 4,822,888株 25年３月期２Ｑ 5,099,888株

 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おりません。

 本資料に記載されている業績見通しなど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

たっての内容などについては、四半期決算短信（添付資料） ２ページ 「１．当四半期決算に関する定性的情報

（３）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。 
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（１）経営成績に関する説明 

 当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、デフレ脱却に向けた経済政策や金融緩和策などにより、株価の

回復や為替相場の円安基調など、景気回復の兆しが見られ、さらに2020年オリンピックの東京招致も決まり、景

気高揚への期待感が高まってきております。一方で、欧州の財政不安の長期化や新興国経済の成長鈍化などによ

る海外景気の下振れがわが国の景気を下押しする懸念が残っております。 

 飲料業界におきましては、春先からの好天・高温、夏の猛暑もあり、当第２四半期累計期間における業界全体

の販売数量は、前期比３％増（民間調査機関調べ）となりました。 

 このような状況下、当社におきましては、昨年７月から稼働しております新ライン（炭酸・非炭酸兼用の無菌

充填ライン）による増産効果もあり、当第２四半期累計期間における受託製造数量は314,623キロリットル（前

期比6.3％増）、30,584千ケース（前期比4.9％増）、売上高は20,491百万円（前期比0.7％増）となり、第２四

半期としての受託製造数量において容量及びケース数とも過去 高を記録いたしました。 

 この結果、当第２四半期累計期間の業績は、売上高は20,491百万円（前期比0.7％増）、営業利益は1,563百万

円（前期比38.3％増）、経常利益は1,552百万円（前期比33.9％増）、四半期純利益は937百万円（前期比31.6％

増）となり、第２四半期累計期間としての売上高、営業利益、経常利益及び四半期純利益のいずれにおいても過

去 高を記録いたしました。 

    

（２）財政状態に関する説明 

（資産） 

  当第２四半期末における流動資産は、9,758百万円となり、前事業年度末に比べ3,931百万円増加いたしまし

た。これは、電子記録債権（特定の飲料メーカーに対する売掛金を電子記録債権としたもの）及びＴラインのリ

バイタライズなどのための長期借入金3,000百万円の借入に伴う預け金（借入金のうち未使用部分を借入先に預

託しておくもの）などが増加したことによるものであります。固定資産は、11,229百万円となり、前事業年度末

に比べ68百万円減少いたしました。 

  この結果、総資産は、20,988百万円となり、前事業年度末に比べ3,862百万円増加いたしました。 

（負債） 

  当第２四半期末における流動負債は、6,179百万円となり、前事業年度末に比べ273百万円増加いたしました。

これは、１年内返済予定の長期借入金や未払法人税等が増加したことによるものであります。固定負債は、

7,148百万円となり、前事業年度末に比べ2,729百万円増加いたしました。これは、主に上記のＴラインのリバイ

タライズなどのための長期借入金が増加したことによるものであります。 

  この結果、負債合計は、13,327百万円となり、前事業年度末に比べ3,002百万円増加いたしました。 

（純資産） 

  当第２四半期末における純資産合計は、7,660百万円となり、前事業年度末に比べ860百万円増加いたしまし

た。これは、主に利益剰余金が増加したことによるものであります。 

    

（３）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（平成25年４月１日～平成26年３月31日） 

  平成26年３月期の業績予想については、平成25年４月23日に公表しました業績予想を修正いたしました。 詳

細につきましては、本日公表の「平成26年３月期第２四半期業績予想と実績との差異及び通期業績予想の修正に

関するお知らせ」をご参照ください。    

   

（１）四半期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。   

    

（２）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。   

   

   

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

３．継続企業の前提に関する重要事象等



４．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成25年３月31日) 

当第２四半期会計期間 
(平成25年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 307,642 665,823

電子記録債権 579,036 1,433,071

売掛金 4,375,391 4,053,069

商品及び製品 37,616 29,792

原材料及び貯蔵品 161,011 301,327

未収消費税等 137,002 －

預け金 － 3,000,000

その他 229,437 275,157

流動資産合計 5,827,138 9,758,241

固定資産   

有形固定資産   

建物 7,385,183 7,388,417

減価償却累計額 △4,229,049 △4,331,252

建物（純額） 3,156,133 3,057,164

構築物 1,836,640 1,844,385

減価償却累計額 △1,450,344 △1,471,750

構築物（純額） 386,295 372,634

機械及び装置 22,542,874 22,667,341

減価償却累計額 △17,247,140 △17,746,949

機械及び装置（純額） 5,295,734 4,920,391

車両運搬具 56,195 56,195

減価償却累計額 △50,233 △51,735

車両運搬具（純額） 5,962 4,460

工具、器具及び備品 565,822 572,816

減価償却累計額 △478,068 △493,254

工具、器具及び備品（純額） 87,754 79,562

土地 440,755 440,755

建設仮勘定 8,590 411,266

有形固定資産合計 9,381,226 9,286,236

無形固定資産 55,724 68,011

投資その他の資産 1,861,028 1,875,512

固定資産合計 11,297,979 11,229,760

資産合計 17,125,117 20,988,001



（単位：千円）

前事業年度 
(平成25年３月31日) 

当第２四半期会計期間 
(平成25年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 3,331,059 3,317,683

短期借入金 420,000 －

1年内返済予定の長期借入金 398,389 507,652

未払金 1,428,504 1,241,309

未払費用 40,694 43,106

未払法人税等 68,573 657,740

未払消費税等 － 157,226

預り金 29,484 18,702

賞与引当金 150,000 200,000

役員賞与引当金 39,000 35,002

その他 318 622

流動負債合計 5,906,024 6,179,045

固定負債   

長期借入金 4,368,491 7,082,165

退職給付引当金 48,576 64,644

その他 1,788 1,788

固定負債合計 4,418,855 7,148,598

負債合計 10,324,880 13,327,643

純資産の部   

株主資本   

資本金 628,800 628,800

資本剰余金 272,400 272,400

利益剰余金 6,094,767 6,950,087

自己株式 △264,622 △264,622

株主資本合計 6,731,344 7,586,664

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 68,892 73,693

評価・換算差額等合計 68,892 73,693

純資産合計 6,800,237 7,660,357

負債純資産合計 17,125,117 20,988,001



（２）四半期損益計算書 
（第２四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

売上高 20,352,903 20,491,814

売上原価 18,093,292 17,727,357

売上総利益 2,259,610 2,764,457

販売費及び一般管理費 1,128,511 1,200,576

営業利益 1,131,098 1,563,880

営業外収益   

受取利息 272 789

受取配当金 1,771 1,876

受取保険金 266 6,162

その他 34,178 17,256

営業外収益合計 36,489 26,085

営業外費用   

支払利息 6,539 9,465

支払補償費 － 26,432

その他 1,706 1,702

営業外費用合計 8,245 37,600

経常利益 1,159,342 1,552,364

特別損失   

固定資産売却損 － 3,156

固定資産除却損 － 27,541

特別損失合計 － 30,697

税引前四半期純利益 1,159,342 1,521,667

法人税、住民税及び事業税 457,000 648,000

法人税等調整額 △9,646 △63,641

法人税等合計 447,353 584,358

四半期純利益 711,989 937,308



該当事項はありません。   

   

   

該当事項はありません。   

   

   

（３）四半期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）
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