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(百万円未満切捨て)

１．平成27年３月期第３四半期の連結業績（平成26年４月１日～平成26年12月31日）

（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 ％

27年３月期第３四半期 8,281 2.0 129 ― 120 ― 80 ―

26年３月期第３四半期 8,119 0.3 △107 ― △111 ― △135 ―

(注) 包括利益 27年３月期第３四半期 137 百万円 ( ―％) 26年３月期第３四半期 △124 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

27年３月期第３四半期 4.52 ―

26年３月期第３四半期 △7.49 ―
　

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

27年３月期第３四半期 9,605 4,636 48.3

26年３月期 8,170 4,551 55.7

(参考) 自己資本 27年３月期第３四半期 4,636 百万円 26年３月期 4,551 百万円
　

２．配当の状況

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

26年３月期 ― 0.00 ― 3.00 3.00

27年３月期 ― 0.00 ―

27年３月期(予想) 3.00 3.00
(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27年３月期の連結業績予想（平成26年４月１日～平成27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 10,500 1.5 70 ― 60 ― 10 ― 0.56
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有
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※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

　 (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

　 新規 ―社 (社名)、除外 ―社 (社名)

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 有

（注）詳細は添付資料４ページ「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」をご覧ください。

　

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 有

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

（注）詳細は添付資料４ページ「２．サマリー情報(注記事項)に関する事項（３）会計方針の変更・会計上の見積

りの変更・修正再表示」をご覧ください。

（４）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 27年３月期３Ｑ 18,392,000株 26年３月期 18,392,000株

② 期末自己株式数 27年３月期３Ｑ 648,053株 26年３月期 648,044株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 27年３月期３Ｑ 17,743,950株 26年３月期３Ｑ 18,051,112株

　

※ 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おりません。

　

※ 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、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等については、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。
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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３四半期連結累計期間における食品業界を取り巻く環境は、円安による原材料費・エネルギーコストの上

昇により製造原価への影響があり、予断を許さない状況であるとともに、消費税率引き上げの影響に加え、流通

での価格競争による低価格志向が続いており、引き続き厳しい経営環境となっています。

その一方で、健康を気遣う傾向は一段と強く、糖分・塩分・カロリー等を配慮した食事が求められるようにな

り、低価格志向とは別に高品質と安心・安全をお求めになるお客様も増加傾向にあります。

このような環境の中、正月料理の主力である栗きんとんにおいては、素材本来の味を生かすために前年度から

取り組んできた国産栗の社内加工を更に改善し、自然で豊かな栗の風味となり、ご好評頂きました。一方、お重

詰め予約おせちは、少人数で過ごす家庭の増加により、販売数量は増加致しましたが、大人数向けの商品が伸び

悩んだことにより、売上高は減少致しました。

主力のミートボール群は、おつまみや夕食のメニューなどの食事のメニュー提案を積極的に行って参りました

結果、売上高は増加致しました。

このような活動を行って参りました結果、当社グループの当第３四半期連結累計期間の売上高は82億81百万円

（前年同期比１億62百万円増）となり、営業利益は１億29百万円（前年同期は１億７百万円の損失）となりまし

た。また、経常利益は１億20百万円（前年同期は１億11百万円の損失）となり、これに特別損失及び法人税等を

計上した結果、四半期純利益は80百万円（前年同期は１億35百万円の損失）となりました。

製品別チャネル別業績の概況は、次のとおりであります。

（単位：千円）

製品別売上高 前第３四半期連結累計期間当第３四半期連結累計期間

(25.4.1～25.12.31) (26.4.1～26.12.31) 比較増減

金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 趨勢比

％ ％ ％

食肉加工品
（ハンバーグ・ミートボール他）

6,203,489 76.4 6,359,834 76.8 156,345 102.5

炊き込みご飯の素・まぜご飯の素 292,106 3.6 281,045 3.4 △11,060 96.2

惣菜（サラダ・煮物他） 251,762 3.1 303,302 3.7 51,540 120.5

非常食 25,551 0.3 27,992 0.3 2,441 109.6

配慮食 24,535 0.3 27,186 0.3 2,651 110.8

正月料理 1,236,244 15.2 1,213,583 14.7 △22,661 98.2

その他 85,450 1.1 68,349 0.8 △17,100 80.0

合 計 8,119,139 100.0 8,281,295 100.0 162,156 102.0

（単位：千円）

(チャネル別内訳） 前第３四半期連結累計期間当第３四半期連結累計期間

(25.4.1～25.12.31) (26.4.1～26.12.31) 比較増減

スーパーマーケット・小売店他 金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 趨勢比

％ ％ ％

食肉加工品
（ハンバーグ・ミートボール他）

5,869,278 85.4 6,028,014 85.8 158,735 102.7

炊き込みご飯の素・まぜご飯の素 238,621 3.5 239,491 3.4 870 100.4

惣菜（サラダ・煮物他） 98,082 1.4 109,971 1.6 11,888 112.1

非常食 15,358 0.2 20,854 0.3 5,496 135.8

配慮食 9,026 0.1 12,409 0.2 3,382 137.5

正月料理 574,138 8.4 558,093 7.9 △16,045 97.2

その他 65,512 1.0 57,526 0.8 △7,985 87.8

合 計 6,870,018 100.0 7,026,361 100.0 156,342 102.3
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宅配・生協他 金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 趨勢比

％ ％ ％

食肉加工品
（ハンバーグ・ミートボール他）

334,210 26.8 331,820 26.4 △2,390 99.3

炊き込みご飯の素・まぜご飯の素 53,484 4.3 41,554 3.3 △11,930 77.7

惣菜（サラダ・煮物他） 153,679 12.3 193,331 15.4 39,651 125.8

非常食 10,192 0.8 7,138 0.6 △3,054 70.0

配慮食 15,508 1.2 14,777 1.2 △731 95.3

正月料理 662,105 53.0 655,490 52.2 △6,615 99.0

その他 19,938 1.6 10,822 0.9 △9,115 54.3

合 計 1,249,121 100.0 1,254,934 100.0 5,813 100.5

（２）財政状態に関する説明

① 資産、負債及び純資産の状況

（資産）

当第３四半期連結会計期間末における総資産は96億５百万円（前連結会計年度末比14億34百万円増）となり

ました。主な要因は、現金及び預金の増加２億20百万円、売掛金の増加14億17百万円、長期預金の減少３億円

及び投資有価証券の増加83百万円であります。

（負債）

当第３四半期連結会計期間末における負債は49億68百万円（前連結会計年度末比13億49百万円増）となりま

した。主な要因は、買掛金の増加７億96百万円、未払費用の増加４億75百万円であります。

（純資産）

当第３四半期連結会計期間末における純資産は46億36百万円（前連結会計年度末比84百万円増）となりまし

た。主な要因は、四半期純利益の計上80百万円、配当金の支払53百万円及びその他有価証券評価差額金の増加

52百万円であります。

　② キャッシュ・フローの状況

当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は27億67百万円となり、前連結会計年度末に比べ

３億20百万円の増加となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動により増加した資金は２億41百万円（前年同期は２億25百万円の減少）となりました。主な要因は、

税金等調整前四半期純利益の計上、減価償却費の計上、売上債権の増加、仕入債務の増加及びその他負債の増

加であります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動により増加した資金は１億38百万円（前年同期は２億４百万円の増加）となりました。主な要因は、

有形固定資産の取得による支出、定期預金の払戻による収入であります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動により減少した資金は60百万円（前年同期は２億30百万円の減少）となりました。主な要因は、配

当金の支払額であります。

（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、現段階で入手可能な資料に基づき第３四半期以降の業績を検討した結果、通期の業

績予想を修正しております。

詳細につきましては、本日発表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。
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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

税金費用の計算

当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利

益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

会計方針の変更

(退職給付に関する会計基準等の適用)

「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号 平成24年５月17日。以下「退職給付会計基準」とい

う。）及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号 平成24年５月17日。以下

「退職給付適用指針」という。）を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられ

た定めについて第１四半期連結会計期間より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、割引率

の決定方法を退職給付の支払見込期間及び支払見込期間ごとの金額を反映した単一の加重平均割引率を使用す

る方法へ変更しております。

退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従っております。

この結果、当第３四半期連結累計期間の期首の退職給付に係る負債及び利益剰余金、並びに当第３四半期連

結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響はありません。
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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26年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成26年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,547,497 2,767,773

売掛金 1,153,313 2,571,061

商品及び製品 60,602 60,445

仕掛品 12,993 6,897

原材料及び貯蔵品 193,367 207,519

その他 38,247 63,703

貸倒引当金 △906 △1,903

流動資産合計 4,005,115 5,675,498

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,657,439 1,674,736

機械装置及び運搬具（純額） 651,125 624,445

工具、器具及び備品（純額） 42,534 56,338

土地 906,296 906,296

リース資産（純額） 11,645 10,228

建設仮勘定 2,190 1,338

有形固定資産合計 3,271,231 3,273,384

無形固定資産 107,783 88,532

投資その他の資産

投資その他の資産 836,404 619,598

貸倒引当金 △49,596 △51,514

投資その他の資産合計 786,807 568,083

固定資産合計 4,165,822 3,930,000

資産合計 8,170,937 9,605,499

負債の部

流動負債

買掛金 255,412 1,051,698

短期借入金 1,380,000 1,380,000

1年内償還予定の社債 － 500,000

未払費用 487,596 963,460

未払法人税等 28,293 19,568

賞与引当金 73,125 53,242

その他 109,592 199,743

流動負債合計 2,334,021 4,167,714

固定負債

社債 500,000 －

長期借入金 250,000 250,000

退職給付に係る負債 352,037 338,232

資産除去債務 23,036 23,055

長期未払金 139,894 139,894

その他 20,074 50,050

固定負債合計 1,285,043 801,233

負債合計 3,619,065 4,968,947
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成26年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成26年12月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 919,600 919,600

資本剰余金 672,801 672,801

利益剰余金 3,072,043 3,098,953

自己株式 △126,533 △126,535

株主資本合計 4,537,911 4,564,819

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 28,600 81,040

退職給付に係る調整累計額 △14,640 △9,308

その他の包括利益累計額合計 13,960 71,731

純資産合計 4,551,872 4,636,551

負債純資産合計 8,170,937 9,605,499
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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 平成25年４月１日
　至 平成25年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年12月31日)

売上高 8,119,139 8,281,295

売上原価 5,358,534 5,304,467

売上総利益 2,760,605 2,976,828

販売費及び一般管理費

給料及び手当 451,735 445,178

退職給付費用 49,140 43,204

支払手数料 247,148 217,620

運搬費 867,102 852,502

販売促進費 313,319 337,999

その他 939,870 951,161

販売費及び一般管理費合計 2,868,317 2,847,667

営業利益又は営業損失（△） △107,711 129,160

営業外収益

受取利息 2,965 2,552

受取配当金 8,391 8,299

廃油売却益 8,069 8,916

その他 12,259 9,316

営業外収益合計 31,684 29,085

営業外費用

支払利息 18,243 17,638

たな卸資産廃棄損 17,413 19,851

その他 297 322

営業外費用合計 35,954 37,812

経常利益又は経常損失（△） △111,981 120,434

特別利益

投資有価証券売却益 4,040 －

特別利益合計 4,040 －

特別損失

固定資産処分損 5,875 25,061

投資有価証券売却損 100 －

特別損失合計 5,975 25,061

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（△）

△113,916 95,372

法人税等 21,216 15,231

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（△）

△135,132 80,141

四半期純利益又は四半期純損失（△） △135,132 80,141
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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 平成25年４月１日
　至 平成25年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年12月31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（△）

△135,132 80,141

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 12,884 52,439

繰延ヘッジ損益 △1,856 －

退職給付に係る調整額 － 5,331

その他の包括利益合計 11,027 57,771

四半期包括利益 △124,104 137,912

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △124,104 137,912

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)
前第３四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
　至 平成25年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

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（△）

△113,916 95,372

減価償却費 327,731 300,060

賞与引当金の増減額（△は減少） △18,477 △19,882

退職給付引当金の増減額（△は減少） 11,007 －

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） － △8,473

受取利息及び受取配当金 △11,356 △10,852

支払利息 18,243 17,638

投資有価証券売却損益（△は益） △3,940 －

固定資産処分損益（△は益） 5,875 25,061

売上債権の増減額（△は増加） △1,211,857 △1,417,748

たな卸資産の増減額（△は増加） △22,934 △7,898

仕入債務の増減額（△は減少） 608,606 796,285

未払法人税等（外形標準課税）の増減額
（△は減少）

△1,732 △1,437

未払消費税等の増減額（△は減少） 43,552 47,551

その他 176,281 453,957

小計 △192,916 269,634

利息及び配当金の受取額 12,102 11,098

利息の支払額 △17,262 △16,118

工場再構築費用の支出額 △13,080 －

法人税等の還付額 2,569 1,617

法人税等の支払額 △16,578 △24,426

営業活動によるキャッシュ・フロー △225,165 241,805

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入 300,000 400,000

投資有価証券の取得による支出 △1,886 △1,943

投資有価証券の売却による収入 19,936 －

有形固定資産の取得による支出 △102,224 △254,916

無形固定資産の取得による支出 △10,620 △4,992

その他 △955 723

投資活動によるキャッシュ・フロー 204,249 138,871

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入 380,000 360,000

短期借入金の返済による支出 △380,000 △360,000

長期借入金の返済による支出 △50,670 －

リース債務の返済による支出 △7,304 △7,167

自己株式の取得による支出 △117,557 △1

配当金の支払額 △55,070 △53,231

財務活動によるキャッシュ・フロー △230,602 △60,401

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △251,517 320,276

現金及び現金同等物の期首残高 2,735,602 2,447,497

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,484,084 2,767,773
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（４）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）

該当事項はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

該当事項はありません。
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