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(百万円未満切捨て)

１．平成29年３月期第１四半期の連結業績（平成28年４月１日～平成28年６月30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
親会社株主に帰属
する四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

29年３月期第１四半期 2,108 △6.1 25 - 29 - 23 -

28年３月期第１四半期 2,245 4.9 △17 - △15 - △23 -
(注) 包括利益 29年３月期第１四半期 △0百万円( -％) 28年３月期第１四半期 △8百万円( -％)
　

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

29年３月期第１四半期 2.58 -

28年３月期第１四半期 △2.57 -
　　

（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 ％

29年３月期第１四半期 8,886 6,211 69.4

28年３月期 9,255 6,258 67.1
(参考) 自己資本 29年３月期第１四半期 6,166百万円 28年３月期 6,210百万円
　　　

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

28年３月期 - 0.00 - 5.00 5.00

29年３月期 -

29年３月期(予想) 0.00 - 5.00 5.00
(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29年３月期の連結業績予想（平成28年４月１日～平成29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)

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属
する当期純利益

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) 4,600 1.0 100 - 100 - 70 - 7.65

通期 9,550 0.5 300 47.4 300 49.3 200 22.9 21.85
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無
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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 ： 無
　　

（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 ： 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
　　

（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) 29年３月期１Ｑ 9,382,943株 28年３月期 9,382,943株

② 期末自己株式数 29年３月期１Ｑ 232,705株 28年３月期 232,705株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 29年３月期１Ｑ 9,150,238株 28年３月期１Ｑ 9,153,279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ますが、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完了しております。

※ 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、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
に関する事項等については、添付資料２ページ「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１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府の各種政策を背景に、雇用・所得環境の改善が続き緩や

かな回復基調で推移いたしました。しかしながら、中国をはじめとするアジア新興国や資源国での景気減速や、英

国の欧州連合(ＥＵ)離脱問題の影響など景気下振れリスクが高まっております。

食品業界におきましては、少子高齢化が進み量的な拡大が見込めない中、品質や安全に対する要求に応えるため

のコストの増大や、輸入原材料等に多くを依存していることによる、為替変動リスクに晒されております。

このような状況のなか、当社グループは、利益向上を重点に販売活動を行い、また、売上原価の上昇を抑えるた

め、生産体制の改善を継続実施するなど、収益力の向上改善に努めてまいりました。

その結果、当社グループの当第１四半期連結累計期間の売上高は21億８百万円（前年同四半期比6.1％減）となり

ました。食料品事業セグメントの内訳としては、凍豆腐では、価格改定も一巡し適正な販売価格の維持に努めてま

いりました。また、市場の拡大を図るため、業界団体を通じ凍豆腐の健康機能に関して研究を進め、凍豆腐がレジ

スタントタンパクを多く含む理由についての研究発表を行ったほか、既成概念にとらわれない、菓子・洋食など新

しい調理方法の提案型販売促進を展開し、新規販売チャネルの開拓を続けてまいりました。その結果、売上高は９

億８千８百万円（前年同四半期比0.0％減）となりました。加工食品においては、単品収益管理の徹底を図り不採算

アイテムの改廃など収益改善に努めてまいりました結果、売上高は６億５千６百万円（前年同四半期比18.1％減）

となりました。その他の食料品では医療用食材が継続して堅調に推移しており、売上高は４億５千６百万円（前年

同四半期比1.6％増）となりました。

利益面では、価格改定や生産体制の見直し等による収益構造の改善効果が表れてきており、営業利益２千５百万

円（前年同四半期は１千７百万円の損失）、経常利益２千９百万円（前年同四半期は１千５百万円の損失）、親会

社株主に帰属する四半期純利益２千３百万円（前年同四半期は２千３百万円の損失）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の総資産は、前連結会計年度に比べ３億６千８百万円減少し、88億８千６百万円（前

連結会計年度末比4.0%減）となりました。総資産の減少の主な要因は、現金及び預金で５千９百万円、受取手形及

び売掛金で２億７千７百万円、無形固定資産で２千７百万円減少したことなどによるものです。

　当第１四半期連結会計期間の負債は、前連結会計年度に比べ３億２千２百万円減少し、26億７千５百万円（前連

結会計年度末比10.8%減）となりました。負債の減少の主な要因は、支払手形及び買掛金で５千９百万円、未払金で

３千４百万円、未払法人税等で３千１百万円、賞与引当金で５千４百万円、設備関係支払手形で３千７百万円、長

期借入金で４千８百万円、退職給付に係る負債で２千３百万円減少したことなどによるものです。

　当第１四半期連結会計期間の純資産は、前連結会計年度に比べ４千６百万円減少し、62億１千１百万円（前連結

会計年度末比0.7%減）となりました。

以上により自己資本比率は前連結会計年度に比べ2.3ポイント増加し、69.4％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28年５月13日に公表いたしました平成29年３月期の連結業績予想から変更はありません。
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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

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。

（４）追加情報

（繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用）

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号 平成28年３月28日）を当第１

四半期連結会計期間から適用しております。

３．継続企業の前提に関する重要事象等

該当事項はありません。
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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28年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成28年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,298,569 2,239,530

受取手形及び売掛金 1,690,116 1,412,402

たな卸資産 954,657 964,943

繰延税金資産 3,219 3,048

その他 71,870 72,692

貸倒引当金 △4,580 △5,748

流動資産合計 5,013,854 4,686,868

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 5,484,904 5,483,465

減価償却累計額 △4,418,870 △4,434,969

建物及び構築物（純額） 1,066,033 1,048,496

機械装置及び運搬具 5,965,813 5,966,233

減価償却累計額 △5,284,646 △5,280,582

機械装置及び運搬具（純額） 681,167 685,650

土地 1,671,643 1,671,637

リース資産 158,697 158,697

減価償却累計額 △40,856 △47,227

リース資産（純額） 117,841 111,470

建設仮勘定 25,684 32,307

その他 434,657 433,011

減価償却累計額 △381,593 △382,170

その他（純額） 53,064 50,841

有形固定資産合計 3,615,434 3,600,403

無形固定資産 384,299 356,718

投資その他の資産

投資有価証券 169,119 167,388

繰延税金資産 1,576 1,576

その他 76,045 78,727

貸倒引当金 △4,691 △4,691

投資その他の資産合計 242,049 243,000

固定資産合計 4,241,783 4,200,121

資産合計 9,255,638 8,886,989
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成28年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成28年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 642,115 582,141

短期借入金 225,871 225,012

リース債務 33,818 33,692

未払金 411,845 377,769

未払法人税等 40,510 8,907

賞与引当金 93,369 38,540

設備関係支払手形 115,075 77,933

その他 233,697 210,923

流動負債合計 1,796,303 1,554,920

固定負債

長期借入金 459,539 410,786

リース債務 120,444 112,021

繰延税金負債 90,129 90,236

退職給付に係る負債 474,807 450,815

資産除去債務 48,137 48,298

その他 8,100 8,100

固定負債合計 1,201,159 1,120,257

負債合計 2,997,463 2,675,178

純資産の部

株主資本

資本金 1,617,844 1,617,844

資本剰余金 1,632,423 1,632,423

利益剰余金 3,345,187 3,323,050

自己株式 △129,503 △129,503

株主資本合計 6,465,952 6,443,814

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 17,962 15,247

繰延ヘッジ損益 △228 △1,788

為替換算調整勘定 121,987 93,921

退職給付に係る調整累計額 △395,297 △384,850

その他の包括利益累計額合計 △255,575 △277,469

非支配株主持分 47,798 45,466

純資産合計 6,258,174 6,211,811

負債純資産合計 9,255,638 8,886,989
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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27年４月１日
　至 平成27年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年６月30日)

売上高 2,245,680 2,108,179

売上原価 1,687,120 1,504,058

売上総利益 558,559 604,120

販売費及び一般管理費 576,264 578,134

営業利益又は営業損失（△） △17,704 25,985

営業外収益

受取利息 206 586

受取配当金 657 813

雑収入 3,799 3,974

営業外収益合計 4,663 5,373

営業外費用

支払利息 2,142 1,676

雑損失 125 90

営業外費用合計 2,268 1,766

経常利益又は経常損失（△） △15,309 29,592

特別損失

固定資産売却損 － 17

固定資産除却損 1,128 1,747

特別損失合計 1,128 1,765

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（△）

△16,438 27,827

法人税、住民税及び事業税 7,739 3,279

法人税等調整額 △355 148

法人税等合計 7,384 3,427

四半期純利益又は四半期純損失（△） △23,822 24,399

非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支
配株主に帰属する四半期純損失（△）

△295 786

親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会
社株主に帰属する四半期純損失（△）

△23,526 23,613
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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27年４月１日
　至 平成27年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年６月30日)

四半期純利益又は四半期純損失（△） △23,822 24,399

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 4,516 △2,714

繰延ヘッジ損益 △1,483 △1,559

為替換算調整勘定 967 △31,184

退職給付に係る調整額 11,075 10,447

その他の包括利益合計 15,075 △25,012

四半期包括利益 △8,746 △612

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △8,547 1,719

非支配株主に係る四半期包括利益 △198 △2,331
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（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）

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。

（セグメント情報等）

１．前第１四半期連結累計期間(自 平成27年４月１日 至 平成27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)

報告セグメント

その他 合計

食料品事業 計

売上高

外部顧客への売上高 2,238,992 2,238,992 6,687 2,245,680

セグメント間の内部売上高
又は振替高

251 251 ― 251

計 2,239,244 2,239,244 6,687 2,245,932

セグメント利益 314,641 314,641 4,909 319,550

(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、素材事業及び健康食品事業を含ん

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)

(単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 314,641

「その他」の区分の利益 4,909

全社費用(注) △337,255

四半期連結損益計算書の営業損失(△) △17,704

(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あります。
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２．当第１四半期連結累計期間(自 平成28年４月１日 至 平成28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)

報告セグメント

その他 合計

食料品事業 計

売上高

外部顧客への売上高 2,101,239 2,101,239 6,940 2,108,179

セグメント間の内部売上高
又は振替高

240 240 ― 240

計 2,101,479 2,101,479 6,940 2,108,419

セグメント利益 382,895 382,895 5,084 387,979

(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、素材事業及び健康食品事業を含ん

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)

(単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 382,895

「その他」の区分の利益 5,084

全社費用(注) △361,993

四半期連結損益計算書の営業利益 25,985

(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あります。

決算短信（宝印刷） 2016年08月08日 09時05分 11ページ（Tess 1.50(64) 20160126_01）


