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 (百万円未満切捨て)
 

１．平成26年９月期第３四半期の連結業績（平成25年10月１日～平成26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 四半期純利益

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

26年９月期第３四半期 19,269 △1.0 326 37.0 68 ― 2 ―

25年９月期第３四半期 19,465 △3.1 238 △46.1 △306 ― △526 ―
 

(注) 包括利益 26年９月期第３四半期 6百万円( ―％) 25年９月期第３四半期 △491百万円( ―％)
 

 
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

26年９月期第３四半期 0.03 ―

25年９月期第３四半期 △8.13 ―
 

 
 

（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 ％

26年９月期第３四半期 23,092 3,066 13.3

25年９月期 23,462 3,059 13.0
 

(参考) 自己資本 26年９月期第３四半期 3,066百万円  25年９月期 3,059百万円
 

 
 

 
 

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

25年９月期 ― ― ― 0.00 0.00

26年９月期 ― ― ―   

26年９月期(予想)    ― ―
 

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無
 

平成26年9月期の期末配当予想額については、未定であります。
 

３．平成26年９月期の連結業績予想（平成25年10月１日～平成26年９月30日）
 

 
 

 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 25,500 0.9 490 ― 170 ― 100 ― 1.47
 

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有
 

 
 



  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

※ 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) 26年９月期３Ｑ 68,004,520株 25年９月期 68,004,520株

② 期末自己株式数 26年９月期３Ｑ 45,988株 25年９月期 45,826株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年９月期３Ｑ 67,958,693株 25年９月期３Ｑ 64,759,189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すが、この四半期決算短信の開
示時点において、四半期連結財務諸表に対する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、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
っての注意事項等については、添付資料４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。 
・配当については、業績に応じた適正な利益還元を行うことを基本方針とし、企業体質の一層の強化及び将来の事
業展開に備えるための内部留保の充実等を勘案して決定しております。現時点においては事業環境に不透明な要因
が多いことから配当予想額を未定としておりますが、開示が可能となった時点で速やかに開示いたします。
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府による経済政策や日銀の金融緩和政策により

円安が進行し、輸出企業を中心に景気回復の兆しが見られたものの海外経済の下振れリスクや輸入原材

料の高騰など不透明な状況が続きました。また４月からの消費税率引き上げに伴う駆け込み需要やその

反動も見られました。 

このような状況の中、当社グループは企業理念である「食は生命」「食は安心」「食は幸せ」「食は

集い」に基づいて、安心・安全を徹底するとともに高品質な商品とサービスの提供に努めました。売上

につきましては、営業体制の見直し、新規開拓の推進、新商品の導入、値上げ等を実施し収益の向上を

図りました。また、売上原価につきましては、円安による原材料価格及び輸入品仕入価格の高騰が大き

く影響しました。 

この結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は19,269百万円(前年同期比1.0％減)、営業利益は326

百万円(前年同期比37.0％増)、経常利益は68百万円(前年同期は306百万円の経常損失)、四半期純利益

は２百万円(前年同期は526百万円の四半期純損失)となりました。 

  

セグメント別の業績は次のとおりであります。 

(食品類・酒類事業) 

醤油類につきましては、家庭用では一滴ずつ注げる密封ボトルを採用した小容量商品「マルキン特選

丸大豆しょうゆ200ml」「マルキンさしみしょうゆ200ml」を２月に発売しました。また、だし醤油であ

る「マルキンかき醤油360ml」は堅調に推移しましたが、主力商品が苦戦したことにより売上が減少し

ました。業務用は、ＰＢ商品の新規獲得等が寄与したものの全体としては売上が減少しました。 

つゆ・たれ類につきましては、家庭用商品の「マルキン旨味つゆ１Ｌ」や「盛田焼いて炒めてガーリ

ックバター醤油だれ175g」「イチミツボシごまドレッシングゆず果汁入り500ml」等の売上が順調に推

移しましたが、業務用商品が苦戦したこと等により売上が減少しました。 

みりん風調味料及び料理酒につきましては、主力商品の「盛田料理酒１Ｌ」「盛田醸造みりんタイプ

１Ｌ」が取引条件の見直し等により減少したものの、家庭用のＰＢ商品及び業務用商品が好調に推移し

たこと等により売上が増加しました。 

漬物につきましては、主力商品の「忠勇あっさり味なら漬胡瓜120g」が新規開拓等により売上を伸ば

したものの、需要の減少と低価格傾向の影響もあり全体では売上が減少しました。 

飲料につきましては、話題の希少糖を使用した２月発売の新商品「ハイピースベジウォーター

500ml」が好調に推移しました。また「ハイピースノンカフェイン黒豆茶500ml」「ハイピース凍頂烏龍

茶500ml」「ハイピース有機宇治茶/有機玄米ほうじ茶330ml」をリニューアルして販売施策を進めたも

のの、競合他社との価格競争で苦戦したことやＰＢ商品が落ち込んだこと等により全体としては売上が

減少しました。 

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
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酒類につきましては、清酒は、女性をターゲットとした桜酵母で仕込んだ純米酒「ねのひ桜酵母のお

酒なないろ桜」の300mlサイズを新たに発売いたしました。また、「男山大吟醸 300ml/720ml/1.8Ｌ」

や「盛田無濾過吟醸本生1.8Ｌ」等の特定名称酒が順調に推移しました。清酒以外では「盛田蔵出し本

みりん1.8Ｌ」「大和果実酒用焼酎1.8Ｌ」や焼酎ベースのリキュール「菊弥栄ゆずゆず1.8Ｌ」等が好

調で全体として売上が増加しました。 

この結果、当事業の売上高は10,611百万円(前年同期比3.5％減)、セグメント利益(営業利益)は285百

万円(前年同期は46百万円の営業損失)となりました。 

  
(輸入食品類・酒類販売事業)  

業務用食材につきましては、フォアグラが低価格市場への参入に成功したこともあり全般的に好調に

推移しました。また、国内メーカーとの協力関係をさらに強化した鴨肉、ケータリング用に採用された

フランス産キャビア、１月下旬に販売を開始したブリドール社(フランス)の冷凍パンが売上増加に寄与

しました。 

製菓用食材につきましては、洋菓子市場が低迷する中、主力商品の「Kiriクリームチーズ」は洋菓子

メーカーの定番採用やコンビニエンスストア等の中大手ユーザー開拓が順調に推移しました。また、そ

の他商品(チョコレート、マスカルポーネ等)も新規開拓に注力したこと等により売上が増加しました。

小売用商品につきましては、主力商品の「ボンヌママンジャム」が、堅調に推移しました。またギフ

ト向け販売のキャビア、フォアグラ等の高額商品が好調に推移したことや、積極的に新商品を導入した

こと等により売上が増加しました。 

ワイン類につきましては、主力商品の「ボランジェ」は同ブランドの最高級商品である「R.D. 2002

年」を４月に発売した他、ホテル・レストランでのグラス売りを強化、問屋との取組強化及び試飲販売

実施等の効果もあり好調に推移しました。また、１月より導入した新商品「キャップ・ロワイヤル」も

順調に推移したこと等により売上が増加しました。 

この結果、当事業の売上高は8,374百万円(前年同期比5.5％増)、セグメント利益(営業利益)は211百

万円(前年同期比6.9％増)となりました。 
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当第３四半期連結会計期間末の流動資産は、仕掛品が98百万円増加、受取手形及び売掛金が224百万

円、現金及び預金が56百万円減少したこと等から、前連結会計年度末に比べ126百万円減少し11,665百

万円となりました。固定資産は、有形固定資産が137百万円、無形固定資産が16百万円、投資その他の

資産が76百万円減少したこと等から、前連結会計年度末に比べ230百万円減少し11,412百万円となりま

した。その結果、総資産は前連結会計年度末に比べ369百万円減少し23,092百万円となりました。 

当第３四半期連結会計期間末の流動負債は、１年内償還予定の社債が1,000百万円、未払金が171百万

円増加、支払手形及び買掛金が184百万円減少したこと等から、前連結会計年度末に比べ1,134百万円増

加し17,500百万円となりました。固定負債は、社債が1,022百万円、長期借入金が355百万円減少したこ

と等から、前連結会計年度末に比べ1,510百万円減少し2,526百万円となりました。  

当第３四半期連結会計期間末の純資産合計は、四半期純利益２百万円により利益剰余金が増加したこ

と等から、前連結会計年度末に比べ６百万円増加し3,066百万円となりました。  

  

連結業績予想につきましては、平成25年11月８日に公表いたしました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、本日別途開示しております「平成26年９月期通期連結業績予想の修正に関する

お知らせ」をご参照ください。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

（２）財政状態に関する説明

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明
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該当事項はありません。 

  

  

該当事項はありません。 

  

  

該当事項はありません。 

  

  

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

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）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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当社グループは、前連結会計年度において営業損失、経常損失及び当期純損失を計上し、営業活動に

よるキャッシュ・フローもマイナスとなりました。 

当第３四半期連結累計期間において、営業利益、経常利益及び四半期純利益を計上しているものの、

季節変動的な要因があることから、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存

在しております。  

しかしながら、収益改善に向けた各施策「不採算事業を見直しコア事業への集中」「高付加価値製品

の開発・販売」「コスト削減」は着実に推移しており、当社といたしましては、継続企業の前提に関す

る重要な不確実性は認められないと判断しております。 

  

３．継続企業の前提に関する重要事象等
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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：百万円)

前連結会計年度 
(平成25年９月30日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成26年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,196 1,139

受取手形及び売掛金 4,738 4,513

商品及び製品 3,136 3,148

仕掛品 1,764 1,863

原材料及び貯蔵品 579 602

その他 407 421

貸倒引当金 △30 △24

流動資産合計 11,792 11,665

固定資産   

有形固定資産   

土地 6,647 6,578

その他（純額） 2,154 2,084

有形固定資産合計 8,801 8,663

無形固定資産   

のれん 1,843 1,726

その他 82 182

無形固定資産合計 1,925 1,909

投資その他の資産   

その他 1,654 1,447

貸倒引当金 △738 △607

投資その他の資産合計 915 839

固定資産合計 11,642 11,412

繰延資産 27 14

資産合計 23,462 23,092
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成25年９月30日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成26年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,127 1,942

短期借入金 12,072 12,089

1年内返済予定の長期借入金 544 538

1年内償還予定の社債 44 1,044

未払法人税等 33 48

賞与引当金 132 151

その他 1,410 1,683

流動負債合計 16,365 17,500

固定負債   

社債 1,198 175

長期借入金 1,557 1,202

退職給付引当金 235 127

その他 1,044 1,020

固定負債合計 4,036 2,526

負債合計 20,402 20,026

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,773 2,773

資本剰余金 7,511 7,511

利益剰余金 △7,231 △7,229

自己株式 △5 △5

株主資本合計 3,048 3,050

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 8 16

繰延ヘッジ損益 4 0

為替換算調整勘定 △1 △1

その他の包括利益累計額合計 11 15

純資産合計 3,059 3,066

負債純資産合計 23,462 23,092
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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：百万円)

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年10月１日 
 至 平成25年６月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年10月１日 
 至 平成26年６月30日) 

売上高 19,465 19,269

売上原価 14,067 14,169

売上総利益 5,397 5,099

販売費及び一般管理費 5,159 4,773

営業利益 238 326

営業外収益   

受取利息 10 5

受取配当金 4 4

持分法による投資利益 6 14

為替差益 44 －

貸倒引当金戻入額 － 57

その他 56 33

営業外収益合計 122 115

営業外費用   

支払利息 309 301

貸倒引当金繰入額 302 －

その他 55 71

営業外費用合計 667 373

経常利益又は経常損失（△） △306 68

特別利益   

関係会社株式売却益 82 25

その他 － 5

特別利益合計 82 30

特別損失   

減損損失 － 13

事業再編損 80 －

その他 10 11

特別損失合計 91 24

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（△）

△315 74

法人税、住民税及び事業税 41 62

法人税等調整額 169 10

法人税等合計 210 72

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（△）

△526 2

少数株主利益 － －

四半期純利益又は四半期純損失（△） △526 2
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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：百万円)

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年10月１日 
 至 平成25年６月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年10月１日 
 至 平成26年６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（△）

△526 2

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 8 8

繰延ヘッジ損益 36 △4

為替換算調整勘定 △9 △0

持分法適用会社に対する持分相当額 △1 1

その他の包括利益合計 34 4

四半期包括利益 △491 6

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △491 6

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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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）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）

（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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