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1.  平成25年12月期第3四半期の連結業績（平成25年1月1日～平成25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 ％

25年12月期第3四半期 86,583 8.0 △71 ― △79 ― △40 ―
24年12月期第3四半期 80,148 8.2 594 △60.7 618 △58.5 526 211.4

（注）包括利益 25年12月期第3四半期 △8百万円 （―％） 24年12月期第3四半期 530百万円 （410.5％）

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

25年12月期第3四半期 △4.73 ―
24年12月期第3四半期 62.10 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年12月期第3四半期 23,646 6,636 26.5
24年12月期 29,554 6,696 21.4
（参考） 自己資本   25年12月期第3四半期  6,272百万円 24年12月期  6,314百万円

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

24年12月期 ― 3.00 ― 3.00 6.00
25年12月期 ― 3.00 ―
25年12月期（予想） 3.00 6.00

3. 平成25年12月期の連結業績予想（平成25年 1月 1日～平成25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  ：  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

通期 115,000 5.3 △900 ― △930 ― △580 ― △68.37



(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 

(注）「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第10条の５に該当するものであります。詳細は、四半期決算短信（添付資料）３ペー
ジ「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項（１）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） 

※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の手続の対象外であります。なお、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引
法に基づく四半期連結財務諸表のレビュー手続は終了しております。 

※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「１．当四半期決算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」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   ：  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   ：  有
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年12月期3Q 8,530,000 株 24年12月期 8,530,000 株
② 期末自己株式数 25年12月期3Q 45,938 株 24年12月期 45,883 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年12月期3Q 8,483,866 株 24年12月期3Q 8,484,876 株
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当第３四半期連結累計期間（平成25年１月１日～平成25年９月30日）におけるわが国の経済は、政府

による経済対策や日銀の金融緩和を背景に円安・株高が進行し、企業収益の緩やかな回復が一部で見ら

れたものの、新興国経済の成長鈍化や欧州金融不安の長期化などにより、依然先行き不透明な状況が続

きました。 

食品流通業界におきましては、雇用・所得環境の改善進捗が遅く消費者の低価格志向が依然根強いな

かで、販売競争が激化するとともに、円安による原材料価格の上昇やエネルギーコストの増加が相次

ぎ、また消費税増税への不安もあり、収益が圧迫される厳しい経営環境となりました。 

このような状況のなか、売上高については、主力の米穀事業におきましては、平成24年産玄米仕入価

格の高騰に伴う販売価格の値上げは米消費の減退を招き、とりわけ家庭用向けの精米販売数量は前年同

期比大きく減少し、加えて平成24年産米の需給が緩んでいるなかで、卸業者の在庫は前年同期比大幅に

増加したため、卸業者間の玄米取引も減少しました。しかしながら、ミニマム・アクセス米の取扱いは

前年同期比大幅に増加したほか、コンビニや外食等向けの精米販売は堅調に推移しました。 

また、飼料事業におきましては、穀類や糟糠類・乾牧草を中心とする配合飼料原料及び単味飼料の販

売が堅調であり、販売数量は前年同期比大幅に増加しました。その結果、当第３四半期連結累計期間の

売上高は、86,583百万円（前年同期比8.0％増）となりました。 

損益面では、主力の米穀事業におきましては、家庭用向けの販売不振が続くなかで、平成24年産米の

需給緩和や平成25年産米の豊作基調を背景にコメ価格の先安感が強まり、販売競争が激化するととも

に、利益率が著しく低下しました。加えて、平成24年産米契約在庫の消化を促進するため、販売単価を

下げて販売強化を図った結果、販売差損が発生しました。また、食品事業における養鶏・鶏肉販売事業

におきましては、穀物高や円安による配合飼料価格の高騰、国内相場低迷の影響を受けて採算悪化が続

きました。その結果、当第３四半期連結累計期間の営業損失は71百万円（前年同期は594百万円の営業

利益）、経常損失は79百万円（前年同期は618百万円の経常利益）、四半期純損失は40百万円（前年同

期は526百万円の四半期純利益）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23,646百万円となり、前連結会計年度末と比べ5,908

百万円の減少となりました。これは主に機械装置及び運搬具（純額）の増加額201百万円及び投資有価

証券の増加額236百万円等に対し、現金及び預金の減少額466百万円、受取手形及び売掛金の減少額

1,886百万円、たな卸資産の減少額2,512百万円、前渡金の減少額1,502百万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17,010百万円となり、前連結会計年度末と比べ5,848百万円の減少と

なりました。これは主に長期借入金（１年内返済予定の長期借入金を含む）の増加額1,396百万円及び

長期リース債務の増加額132百万円等に対し、支払手形及び買掛金の減少額3,958百万円、短期借入金の

減少額2,358百万円、その他流動負債の減少額958百万円、社債の減少額110百万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6,636百万円となり、前連結会計年度末と比べ59百万円の減少と

なりました。これは主にその他有価証券評価差額金の増加額143百万円等に対し、利益剰余金の減少額

91百万円及び繰延ヘッジ損益の減少額109百万円等があったためであります。 

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
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近の業績動向を踏まえまして、平成25年８月９日に公表しました平成25年12月期通期連結業績予想

につきましては見直しを行いました。詳細につきましては、平成25年11月11日に公表しました「通期業

績予想の修正に関するお知らせ」をご覧下さい。 

  

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更）  

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成25年１月１

日以後に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しており

ます。 

これにより、従来の方法に比べて、当第３四半期連結累計期間の営業損失、経常損失及び税金等調整

前四半期純損失はそれぞれ7,149千円減少しております。 

（３）連結業績予想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

（１）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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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24年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,509,288 2,042,465

受取手形及び売掛金 9,975,229 8,088,724

商品及び製品 4,319,399 2,437,203

仕掛品 491,905 415,276

原材料及び貯蔵品 2,991,069 2,437,649

前渡金 1,537,449 34,683

未収入金 115,245 123,246

繰延税金資産 99,176 155,294

リース債権 － 560

その他 345,507 115,223

貸倒引当金 △8,119 △6,322

流動資産合計 22,376,152 15,844,006

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,056,599 2,037,186

機械装置及び運搬具（純額） 624,166 825,622

土地 2,649,580 2,649,580

リース資産（純額） 18,192 100,573

その他（純額） 36,177 46,115

有形固定資産合計 5,384,717 5,659,079

無形固定資産   

ソフトウエア 35,114 44,044

リース資産 － 89,612

その他 29,129 26,679

無形固定資産合計 64,243 160,336

投資その他の資産   

投資有価証券 1,183,937 1,420,847

長期貸付金 1,120 3,896

長期前払費用 5,947 8,706

リース債権 － 19,339

その他 645,254 535,623

貸倒引当金 △106,585 △5,257

投資その他の資産合計 1,729,674 1,983,156

固定資産合計 7,178,635 7,802,571

資産合計 29,554,788 23,646,578
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 6,863,427 2,905,013

短期借入金 8,007,718 5,649,158

1年内償還予定の社債 140,000 140,000

1年内返済予定の長期借入金 1,637,772 2,027,960

リース債務 6,772 46,675

繰延税金負債 3 1

未払法人税等 173,120 8,933

賞与引当金 160,796 210,640

その他 2,336,178 1,377,895

流動負債合計 19,325,790 12,366,278

固定負債   

社債 220,000 110,000

長期借入金 2,726,225 3,732,871

リース債務 11,419 143,510

繰延税金負債 403,117 472,714

退職給付引当金 14,275 16,233

役員退職慰労引当金 43,175 55,150

資産除去債務 72,078 73,202

負ののれん 714 439

その他 41,974 39,620

固定負債合計 3,532,978 4,643,741

負債合計 22,858,769 17,010,019

純資産の部   

株主資本   

資本金 529,500 529,500

資本剰余金 331,687 331,687

利益剰余金 5,392,005 5,300,992

自己株式 △17,477 △17,531

株主資本合計 6,235,716 6,144,648

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 52,687 195,968

繰延ヘッジ損益 103,614 △6,314

為替換算調整勘定 △77,562 △61,332

その他の包括利益累計額合計 78,739 128,321

少数株主持分 381,562 363,588

純資産合計 6,696,018 6,636,558

負債純資産合計 29,554,788 23,646,578
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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24年１月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年１月１日 
 至 平成25年９月30日) 

売上高 80,148,728 86,583,400

売上原価 75,055,719 82,214,817

売上総利益 5,093,008 4,368,583

販売費及び一般管理費 4,498,489 4,440,402

営業利益又は営業損失（△） 594,518 △71,818

営業外収益   

受取利息 2,782 4,275

受取配当金 31,880 25,713

受取保険金 45,625 11,017

不動産賃貸料 29,218 36,745

負ののれん償却額 － 274

貸倒引当金戻入額 1,085 9,069

その他 53,314 54,196

営業外収益合計 163,906 141,292

営業外費用   

支払利息 108,094 111,620

不動産賃貸費用 8,330 12,627

為替差損 2,326 14,113

その他 21,157 10,522

営業外費用合計 139,909 148,883

経常利益又は経常損失（△） 618,515 △79,409

特別利益   

固定資産売却益 48,676 1,680

抱合せ株式消滅差益 16,407 －

災害損失引当金戻入額 325 －

収用補償金 27,748 －

受取補償金 － 26,420

特別利益合計 93,156 28,100

特別損失   

固定資産売却損 330 5,395

固定資産除却損 5,764 1,381

投資有価証券清算損 － 1,167

役員退職慰労金 43,798 －

事業撤退損 25,474 －

その他 6,928 －

特別損失合計 82,296 7,944

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（△）

629,376 △59,253

法人税、住民税及び事業税 155,684 9,575

法人税等還付税額 － △5,035

法人税等調整額 △25,116 1,450

法人税等合計 130,568 5,991

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（△）

498,807 △65,245

少数株主損失（△） △28,093 △25,134

四半期純利益又は四半期純損失（△） 526,900 △40,110
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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24年１月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年１月１日 
 至 平成25年９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（△）

498,807 △65,245

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 48,860 144,849

繰延ヘッジ損益 △9,374 △109,928

為替換算調整勘定 △7,689 21,821

その他の包括利益合計 31,796 56,742

四半期包括利益 530,604 △8,503

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 561,335 9,470

少数株主に係る四半期包括利益 △30,731 △17,974
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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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