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

26年12月期第3四半期 80,732 △6.8 736 ― 733 ― 341 ―
25年12月期第3四半期 86,583 8.0 △71 ― △79 ― △40 ―

（注）包括利益 26年12月期第3四半期 317百万円 （―％） 25年12月期第3四半期 △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

26年12月期第3四半期 40.23 ―
25年12月期第3四半期 △4.73 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年12月期第3四半期 21,446 6,536 28.8
25年12月期 29,626 6,270 19.9
（参考）自己資本 26年12月期第3四半期 6,186百万円 25年12月期 5,904百万円

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

25年12月期 ― 3.00 ― 3.00 6.00
26年12月期 ― 3.00 ―
26年12月期（予想） 3.00 6.00

3. 平成26年12月期の連結業績予想（平成26年 1月 1日～平成26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 109,000 △5.7 760 ― 740 ― 340 ― 40.08



(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

(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「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。

※ 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 ： 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） 26年12月期3Q 8,530,000 株 25年12月期 8,530,000 株
② 期末自己株式数 26年12月期3Q 47,134 株 25年12月期 46,498 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年12月期3Q 8,483,181 株 25年12月期3Q 8,483,866 株
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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（平成26年１月１日～平成26年９月30日）におけるわが国の経済は、消費税率引き上

げに伴う駆け込み需要の反動などの影響から鉱工業生産が減少し、個人消費の回復が遅れるなど、景気は弱めの動

きとなりました。

食品流通業界におきましては、消費者の生活必需品や外食等への消費に対する節約志向が依然として根強く、販

売競争は続きました。加えて、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継続し、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、主力の米穀事業におきましては、営業提案を積極的に展開し販売を強化したことから精

米数量は前年同期を上回る水準で推移いたしましたが、国産米販売価格が大幅に下落したこと、玄米数量及びミニ

マム・アクセスによる外国産米の取扱量が減少したことから、当第３四半期連結累計期間の売上高は、80,732百万

円（前年同期比6.8％減）となりました。

損益面では、主力の米穀事業においては提案営業の強化、在庫の最適化、仕入原価の低減、製販コストの削減に

注力したことが奏功し、収益改善が進んだ結果、グループ全体の利益拡大に寄与いたしました。その結果、営業利

益は736百万円（前年同期は71百万円の営業損失）、経常利益は733百万円（前年同期は79百万円の経常損失）、四半

期純利益は341百万円（前年同期は40百万円の四半期純損失）となりました。

（２）財政状態に関する説明

当第３四半期連結会計期間末における総資産は21,446百万円となり、前連結会計年度末と比べ8,179百万円の減

少となりました。これは主に現金及び預金の減少額225百万円、受取手形及び売掛金の減少額2,668百万円、たな卸

資産の減少額3,187百万円、前渡金の減少額1,733百万円、未収入金の減少額77百万円、繰延税金資産（流動）の減

少額94百万円、有形固定資産の減少額168百万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14,910百万円となり、前連結会計年度末と比べ8,445百万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1,514百万円、賞与引当金の増加額170百万

円、繰延税金負債（固定）の増加額175百万円等に対し、支払手形及び買掛金の減少額2,832百万円、短期借入金の

減少額6,633百万円、その他流動負債の減少額785百万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6,536百万円となり、前連結会計年度末と比べ265百万円の増加となりまし

た。これは主に繰延ヘッジ損益の減少額40百万円等に対し、利益剰余金の増加額290百万円等があったためであり

ます。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

当第３四半期の連結業績は、概ね計画どおりに推移しており、平成26年８月５日に公表しました通期の業績予想

に変更ありません。
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２．四半期連結財務諸表

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成25年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成26年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,088,744 1,862,803

受取手形及び売掛金 10,211,838 7,542,873

商品及び製品 3,223,082 1,534,537

仕掛品 451,789 392,410

原材料及び貯蔵品 3,115,401 1,676,111

前渡金 1,762,668 29,603

未収入金 170,898 93,364

繰延税金資産 272,312 177,875

リース債権 452 1,034

その他 237,686 157,788

貸倒引当金 △6,869 △4,911

流動資産合計 21,528,006 13,463,491

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 2,111,091 1,997,329

機械装置及び運搬具（純額） 874,687 907,494

土地 2,649,580 2,649,580

リース資産（純額） 91,600 72,425

その他（純額） 100,479 32,161

有形固定資産合計 5,827,439 5,658,991

無形固定資産

ソフトウエア 42,744 34,316

リース資産 84,540 69,322

その他 26,674 27,354

無形固定資産合計 153,959 130,993

投資その他の資産

投資有価証券 1,554,265 1,619,778

長期貸付金 2,923 1,987

長期前払費用 9,663 18,231

繰延税金資産 1,854 -

リース債権 19,187 18,266

その他 534,450 539,599

貸倒引当金 △5,378 △4,593

投資その他の資産合計 2,116,966 2,193,270

固定資産合計 8,098,365 7,983,255

資産合計 29,626,371 21,446,747
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成25年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成26年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 5,161,526 2,328,562

短期借入金 9,102,955 2,469,896

1年内償還予定の社債 140,000 110,000

1年内返済予定の長期借入金 1,965,212 2,295,006

リース債務 45,730 44,118

繰延税金負債 6 -

未払法人税等 3,575 56,666

賞与引当金 162,049 332,219

役員賞与引当金 - 18,140

事業撤退損失引当金 - 11,000

その他 2,569,179 1,783,341

流動負債合計 19,150,236 9,448,951

固定負債

社債 80,000 -

長期借入金 3,478,825 4,663,872

リース債務 130,409 97,630

繰延税金負債 327,545 502,655

退職給付引当金 16,752 18,433

役員退職慰労引当金 59,412 67,775

資産除去債務 73,577 73,979

負ののれん 348 73

その他 38,938 37,222

固定負債合計 4,205,809 5,461,642

負債合計 23,356,046 14,910,593

純資産の部

株主資本

資本金 529,500 529,500

資本剰余金 331,789 331,789

利益剰余金 4,794,256 5,084,629

自己株式 △17,912 △18,237

株主資本合計 5,637,632 5,927,680

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 276,860 302,049

繰延ヘッジ損益 42,248 2,218

為替換算調整勘定 △52,264 △45,783

その他の包括利益累計額合計 266,845 258,483

少数株主持分 365,846 349,988

純資産合計 6,270,324 6,536,153

負債純資産合計 29,626,371 21,446,747
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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１月１日
　至 平成25年９月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成26年１月１日
　至 平成26年９月30日)

売上高 86,583,400 80,732,166

売上原価 82,214,817 75,576,834

売上総利益 4,368,583 5,155,331

販売費及び一般管理費 4,440,402 4,418,458

営業利益又は営業損失（△） △71,818 736,873

営業外収益

受取利息 4,275 3,458

受取配当金 25,713 40,337

受取保険金 11,017 2,613

不動産賃貸料 36,745 36,901

負ののれん償却額 274 274

貸倒引当金戻入額 9,069 2,759

その他 54,196 46,005

営業外収益合計 141,292 132,350

営業外費用

支払利息 111,620 94,569

不動産賃貸費用 12,627 12,458

為替差損 14,113 16,269

その他 10,522 12,009

営業外費用合計 148,883 135,307

経常利益又は経常損失（△） △79,409 733,916

特別利益

固定資産売却益 1,680 -

受取補償金 26,420 -

特別利益合計 28,100 -

特別損失

固定資産売却損 5,395 -

固定資産除却損 1,381 545

投資有価証券評価損 - 1,561

投資有価証券清算損 1,167 -

減損損失 - 31,186

事業撤退損 - 25,326

事業撤退損失引当金繰入額 - 11,000

その他 - 4

特別損失合計 7,944 69,622

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（△）

△59,253 664,293

法人税、住民税及び事業税 9,575 58,065

法人税等還付税額 △5,035 -

法人税等調整額 1,450 282,242

法人税等合計 5,991 340,308

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（△）

△65,245 323,985

少数株主損失（△） △25,134 △17,286

四半期純利益又は四半期純損失（△） △40,110 341,271
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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１月１日
　至 平成25年９月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成26年１月１日
　至 平成26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（△）

△65,245 323,985

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 144,849 25,183

繰延ヘッジ損益 △109,928 △40,030

為替換算調整勘定 21,821 8,712

その他の包括利益合計 56,742 △6,135

四半期包括利益 △8,503 317,850

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 9,470 332,910

少数株主に係る四半期包括利益 △17,974 △15,060
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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。
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