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1.  平成24年12月期第3四半期の連結業績（平成24年1月1日～平成24年9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 ％

24年12月期第3四半期 80,148 8.2 594 △60.7 618 △58.5 526 211.4
23年12月期第3四半期 74,066 △5.9 1,513 107.9 1,489 131.3 169 △54.0

（注）包括利益 24年12月期第3四半期 530百万円 （410.5％） 23年12月期第3四半期 103百万円 （―％）

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

24年12月期第3四半期 62.10 ―
23年12月期第3四半期 19.96 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年12月期第3四半期 23,219 6,404 26.0
23年12月期 27,024 6,006 20.7
（参考） 自己資本   24年12月期第3四半期  6,039百万円 23年12月期  5,586百万円

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

23年12月期 ― 3.00 ― 5.00 8.00
24年12月期 ― 3.00 ―
24年12月期（予想） 3.00 6.00

3. 平成24年12月期の連結業績予想（平成24年 1月 1日～平成24年12月31日）  
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  有  
  

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 104,000 3.2 920 △41.4 860 △45.4 630 79.1 74.25



(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）  ：  有  

詳細は、四半期決算短信（添付資料）３ページ「サマリー情報（その他）に関する事項」をご覧ください。 

(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、四半期
決算短信（添付資料）２ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

※  注記事項

新規 ―社 （社名） 、 除外 3社 （社名）
木徳九州株式会社、備前食糧株式会
社、有限会社共栄ファーム

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） 24年12月期3Q 8,530,000 株 23年12月期 8,530,000 株
② 期末自己株式数 24年12月期3Q 45,632 株 23年12月期 52,937 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年12月期3Q 8,484,876 株 23年12月期3Q 8,478,565 株
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、東日本大震災の復興需要等を背景に緩やかな回

復が見られるものの、欧州の債務問題、円高の継続、新興国の景気減速等により、先行き不透明な状況

が続きました。  

当社グループの主力事業が属する米穀業界においては、平成23年産米の需給は引き締まっていること

から、卸間取引価格は前年を上回る高値で推移しました。その後、震災等被害の代替及び加工用米向け

に政府備蓄米の放出が実施されたものの、全農は集荷力向上のため生産者への仮渡し金を大幅に引き上

げたことにより、平成24年産米の相場は平成23年産を大幅に上回る高値でスタートしました。一方、所

得や雇用への不安から消費者の節約志向が継続しているなか、コメの販売価格の値上げに対する抵抗感

が強く、販売環境の厳しさが増しております。 

このような状況のなか、当社グループにおいては、ミニマム・アクセス米や玄米販売の数量は減少し

ましたが精米販売の数量は堅調であったこと、コメの販売単価が上昇したこと、飼料事業が順調に業容

拡大を図れたことから、当第３四半期連結累計期間の売上高は、80,148百万円（前年同期比8.2％増）

となりました。損益面では、原料相場の高騰で米穀事業の利益率が低下したこと、鶏肉相場の長期低迷

で食品事業の採算が悪化したこと、販売エリアの拡大に伴う物流費用等のコスト増があったことから、

当第３四半期連結累計期間の営業利益は594百万円（同60.7％減）、経常利益は618百万円（同58.5％

減）、四半期純利益は526百万円（同211.4％増）となりました。 

  

当第３四半期連結会計期間末における総資産は23,219百万円となり、前連結会計年度末と比べ3,805

百万円の減少となりました。これは主に前渡金の増加額518百万円等に対し、現金及び預金の減少額216

百万円、受取手形及び売掛金の減少額1,015百万円、たな卸資産の減少額2,733百万円、未収入金の減少

額134百万円、有形固定資産の減少額157百万円等があったためであります。 

負債につきましては負債合計が16,815百万円となり、前連結会計年度末と比べ4,202百万円の減少と

なりました。これは主に１年内返済予定の長期借入金の増加額317百万円、賞与引当金の増加額102百万

円等に対し、支払手形及び買掛金の減少額1,624百万円、短期借入金の減少額3,774百万円、未払法人税

等の減少額305百万円等があったためであります。 

純資産につきましては純資産合計が6,404百万円となり、前連結会計年度末と比べ397百万円の増加と

なりました。これは主に利益剰余金の増加額415百万円等があったためであります。 

  

平成24年２月16日に公表しました平成24年12月期の連結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「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）連結経営成績に関する定性的情報

（２）連結財政状態に関する定性的情報

（３）連結業績予想に関する定性的情報
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当第３四半期連結累計期間において、連結子会社であった木徳九州㈱及び備前食糧㈱は、平成24年１

月１日付けで当社を存続会社とする吸収合併により解散いたしました。 

また、連結子会社であった㈲共栄ファーム及び㈲茨城内外食品、㈱ジィーシーフーズは、平成24年１

月１日付けで同じく連結子会社である内外食品㈱を存続会社とする吸収合併により解散いたしました。

なお、連結子会社であった関東内外食品事業協同組合は、重要性が乏しくなったため、連結の範囲か

ら除外しております。 

  

  

  

  

  

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
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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23年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,995,679 2,779,133

受取手形及び売掛金 9,673,473 8,657,708

商品及び製品 3,789,888 1,584,813

仕掛品 461,718 401,782

原材料及び貯蔵品 2,096,953 1,628,251

前渡金 28,787 547,641

未収入金 209,571 74,770

繰延税金資産 151,660 175,504

その他 322,186 160,139

貸倒引当金 △4,964 △6,985

流動資産合計 19,724,954 16,002,759

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,190,999 2,097,235

機械装置及び運搬具（純額） 707,349 667,635

土地 2,677,576 2,649,580

リース資産（純額） 17,818 19,885

その他（純額） 34,055 35,592

有形固定資産合計 5,627,799 5,469,930

無形固定資産   

ソフトウエア 35,695 38,395

その他 38,361 31,431

無形固定資産合計 74,056 69,826

投資その他の資産   

投資有価証券 1,042,320 1,122,873

長期貸付金 1,628 1,225

長期前払費用 7,509 6,078

繰延税金資産 4,231 －

その他 633,415 648,560

貸倒引当金 △91,330 △101,995

投資その他の資産合計 1,597,776 1,676,742

固定資産合計 7,299,632 7,216,498

資産合計 27,024,586 23,219,258
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 5,844,244 4,219,390

短期借入金 8,134,522 4,360,248

1年内償還予定の社債 272,000 180,000

1年内返済予定の長期借入金 1,472,429 1,790,354

未払法人税等 415,958 110,768

賞与引当金 150,405 252,685

災害損失引当金 6,825 －

リース債務 5,332 6,772

資産除去債務 19,180 －

その他 1,807,935 2,098,710

流動負債合計 18,128,834 13,018,929

固定負債   

社債 360,000 250,000

長期借入金 1,944,995 2,968,821

繰延税金負債 372,411 384,706

退職給付引当金 11,675 13,055

役員退職慰労引当金 44,150 39,725

リース債務 12,485 13,112

資産除去債務 70,609 71,710

負ののれん 250 590

その他 72,419 54,494

固定負債合計 2,888,997 3,796,217

負債合計 21,017,831 16,815,146

純資産の部   

株主資本   

資本金 529,500 529,500

資本剰余金 331,508 331,687

利益剰余金 4,864,987 5,280,090

自己株式 △20,047 △17,367

株主資本合計 5,705,948 6,123,911

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △33,537 15,256

繰延ヘッジ損益 4,963 △4,411

為替換算調整勘定 △90,687 △95,672

その他の包括利益累計額合計 △119,261 △84,826

少数株主持分 420,068 365,027

純資産合計 6,006,755 6,404,111

負債純資産合計 27,024,586 23,219,258
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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23年１月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年１月１日 
 至 平成24年９月30日) 

売上高 74,066,203 80,148,728

売上原価 68,234,805 75,055,719

売上総利益 5,831,397 5,093,008

販売費及び一般管理費 4,317,811 4,498,489

営業利益 1,513,585 594,518

営業外収益   

受取利息 3,775 2,782

受取配当金 17,127 31,880

受取保険金 4,956 45,625

不動産賃貸料 32,111 29,218

デリバティブ評価益 － 1,551

貸倒引当金戻入額 － 1,085

その他 86,966 51,762

営業外収益合計 144,937 163,906

営業外費用   

支払利息 126,628 108,094

不動産賃貸費用 11,155 8,330

為替差損 13,539 2,326

デリバティブ評価損 5,892 －

その他 11,967 21,157

営業外費用合計 169,184 139,909

経常利益 1,489,339 618,515

特別利益   

固定資産売却益 239 48,676

貸倒引当金戻入額 1,151 －

退職給付引当金戻入額 4,078 －

投資有価証券売却益 0 －

抱合せ株式消滅差益 － 16,407

災害損失引当金戻入額 － 325

災害保険金 249,900 －

収用補償金 － 27,748

その他 3,810 －

特別利益合計 259,179 93,156
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（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年１月１日 
 至 平成24年９月30日) 

特別損失   

固定資産売却損 － 330

固定資産除却損 1,162 5,764

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 91,062 －

災害による損失 884,201 －

減損損失 265,944 －

役員退職慰労金 － 43,798

事業撤退損 － 25,474

その他 4,150 6,928

特別損失合計 1,246,521 82,296

税金等調整前四半期純利益 501,997 629,376

法人税、住民税及び事業税 358,236 155,684

法人税等調整額 △8,461 △25,116

法人税等合計 349,775 130,568

少数株主損益調整前四半期純利益 152,222 498,807

少数株主損失（△） △17,008 △28,093

四半期純利益 169,230 526,900
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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23年１月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年１月１日 
 至 平成24年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 152,222 498,807

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △11,383 48,860

繰延ヘッジ損益 △9,192 △9,374

為替換算調整勘定 △27,706 △7,689

その他の包括利益合計 △48,283 31,796

四半期包括利益 103,938 530,604

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 129,657 561,335

少数株主に係る四半期包括利益 △25,718 △30,731
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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注記

（４）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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