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ヱスビー食品㈱（2805）平成28年３月期　第１四半期決算短信

 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、企業収益や雇用環境に改善が見られたこ
とから、緩やかな回復基調が続きました。一方、円安による物価上昇や海外経済の減速が懸念
されるなど、先行きについては依然として不透明な状況となりました。
食品業界におきましては、お客様の節約志向に大きな変化が見られないなか、円安進行など

による原材料価格上昇への対応も求められており、厳しい環境が続きました。
このような状況のなかで、当社及び連結子会社は、企業理念「真の顧客満足の追求」のもと、

お客様の視点に立って、スパイスとハーブを核とした事業活動を推進してまいりました。お客
様の声を敏感に捉え、新しい価値を見いだす製品開発や、きめ細かな営業活動の徹底に努めま
すとともに、スパイスとハーブの魅力をお伝えするための情報発信に取り組んでまいりました。

万円（前年同期比13.7％増）となりました。利益面におきましては、食料品事業は、販売促進
費の割合は増加したものの、経費削減や原価低減に努めたことにより、前年同期実績を上回り
ましたが、調理済食品におきまして、工場の新設に伴う初期費用の発生などにより、前年同期
実績を下回りましたことから､営業利益は前年同期比１億59百万円減の10億16百万円(同13.6％
減)となりました。また、経常利益は前年同期比１億31百万円減の10億18百万円（同11.4％減）
となりましたが、固定資産売却益の発生があったことなどから、親会社株主に帰属する四半期
純利益は前年同期比69百万円増の８億40百万円（同9.0％増）となりました。

　セグメント別の業績は、以下の通りであります。
　なお、各セグメントの売上高は､セグメント間内部売上高消去後の数値を記載しております。
(1) 食料品事業

売上高は､前年同期比29億48百万円増の286億90百万円（同11.5％増）となりました。なお、
　セグメント利益（営業利益）は前年同期比４億４百万円増の14億97百万円（同37.1％増）と
　なりました。

(2) 調理済食品
売上高は、前年同期比９億39百万円増の36億36百万円（同34.8％増）となりました。なお、

　セグメント損失（営業損失）は４億92百万円（前年同期はセグメント利益72百万円）となり
　ました。

　セグメント及び製品区分別の連結売上高の詳細につきましては、９ページ「４．補足情報」
をご参照ください。

 （２）財政状態に関する説明

　当第１四半期連結会計期間末の資産は、前連結会計年度末と比較して20億30百万円増加し、
1,049億34百万円となりました。
　負債は、前連結会計年度末と比較して７億７百万円減少し、686億46百万円となりました。
　純資産は、前連結会計年度末と比較して27億38百万円増加し、362億87百万円となりました。
これは主に、土地再評価差額金の増加46億４百万円などがあったことによるものであります。
この結果、自己資本比率は34.6％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

つきまして、変更を行っておりません。

以上の結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は前年同期比38億88百万円増の323億27百

平成27年５月14日に発表いたしました第２四半期連結累計期間及び通期の連結業績予想に
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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

 　　会計方針の変更
　　 （企業結合に関する会計基準等の適用）

　「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号　平成25年９月13日）、「連結財務
諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号　平成25年９月13日）及び「事業分離等に関
する会計基準」（企業会計基準第７号　平成25年９月13日）等を当第１四半期連結会計期間
から適用し、四半期純利益等の表示の変更を行っております。当該表示の変更を反映させる
ため、前第１四半期連結累計期間については、四半期連結財務諸表の組替えを行っておりま
す。
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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：百万円） 

前連結会計年度 
(平成27年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成27年６月30日) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 17,796 17,966 

受取手形及び売掛金 22,529 22,909 

商品及び製品 4,902 5,584 

仕掛品 1,740 1,618 

原材料及び貯蔵品 5,481 6,139 

その他 6,907 6,875 

貸倒引当金 △2,257 △2,257 

流動資産合計 57,101 58,836 

固定資産 

有形固定資産 

建物及び構築物（純額） 11,404 11,423 

機械装置及び運搬具（純額） 5,742 6,809 

土地 9,946 8,633 

その他（純額） 3,188 2,624 

有形固定資産合計 30,282 29,491 

無形固定資産 

のれん 13 12 

その他 498 475 

無形固定資産合計 511 487 

投資その他の資産 

投資有価証券 7,179 8,043 

その他 8,456 8,697 

貸倒引当金 △627 △622 

投資その他の資産合計 15,008 16,118 

固定資産合計 45,802 46,097 

資産合計 102,903 104,934 
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（単位：百万円） 

前連結会計年度 
(平成27年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成27年６月30日) 

負債の部 

流動負債 

支払手形及び買掛金 11,103 11,532 

短期借入金 21,487 22,926 

未払法人税等 381 27 

賞与引当金 1,051 648 

資産除去債務 2 － 

その他 11,844 10,662 

流動負債合計 45,871 45,797 

固定負債 

長期借入金 13,851 13,681 

退職給付に係る負債 7,073 7,077 

資産除去債務 139 139 

その他 2,418 1,950 

固定負債合計 23,483 22,849 

負債合計 69,354 68,646 

純資産の部 

株主資本 

資本金 1,744 1,744 

資本剰余金 5,337 5,337 

利益剰余金 28,985 26,508 

自己株式 △848 △848 

株主資本合計 35,218 32,741 

その他の包括利益累計額 

その他有価証券評価差額金 2,321 2,915 

土地再評価差額金 △3,729 875 

為替換算調整勘定 52 60 

退職給付に係る調整累計額 △314 △305 

その他の包括利益累計額合計 △1,669 3,545 

純資産合計 33,548 36,287 

負債純資産合計 102,903 104,934 
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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：百万円） 

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成26年４月１日 
至 平成26年６月30日) 

当第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) 

売上高 28,438 32,327 

売上原価 16,447 19,411 

売上総利益 11,991 12,915 

販売費及び一般管理費 

販売促進費 6,266 7,203 

その他 4,547 4,695 

販売費及び一般管理費合計 10,814 11,898 

営業利益 1,176 1,016 

営業外収益 

受取利息 24 22 

受取配当金 69 71 

不動産賃貸料 7 8 

貸倒引当金戻入額 0 － 

為替差益 － 8 

その他 34 48 

営業外収益合計 135 160 

営業外費用 

支払利息 145 143 

貸倒引当金繰入額 － 0 

為替差損 6 － 

その他 8 14 

営業外費用合計 161 158 

経常利益 1,150 1,018 

特別利益 

固定資産売却益 － 636 

受取補償金 25 － 

受取保険金 30 － 

その他 － 0 

特別利益合計 56 636 

特別損失 

固定資産売却損 － 284 

固定資産除却損 6 38 

ゴルフ会員権評価損 － 4 

貸倒引当金繰入額 0 4 

その他 － 25 

特別損失合計 6 357 

税金等調整前四半期純利益 1,199 1,298 

法人税、住民税及び事業税 455 59 

法人税等調整額 △27 398 

法人税等合計 428 457 

四半期純利益 771 840 

親会社株主に帰属する四半期純利益 771 840 
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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：百万円） 

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成26年４月１日 
至 平成26年６月30日) 

当第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) 

四半期純利益 771 840 

その他の包括利益 

その他有価証券評価差額金 311 594 

土地再評価差額金 2 1,524 

為替換算調整勘定 △4 8 

退職給付に係る調整額 58 8 

持分法適用会社に対する持分相当額 0 0 

その他の包括利益合計 368 2,134 

四半期包括利益 1,139 2,975 

（内訳） 

親会社株主に係る四半期包括利益 1,139 2,975 

非支配株主に係る四半期包括利益 － － 
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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）

　　　セグメント情報

 　　 Ⅰ  前第１四半期連結累計期間（自平成26年４月１日　至平成26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:百万円)

食料品事業 調理済食品 計

 売上高
 　外部顧客への売上高 25,742 2,696 28,438          － 28,438 

　 セグメント間の内部
 　売上高又は振替高

25,742 2,696 28,438          － 28,438 
 セグメント利益 1,092 72 1,165 10 1,176 

（注）１.セグメント利益の調整額10百万円は、セグメント間取引消去10百万円であります。
　　　２.セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

 　　　 ２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
 　　　　　 該当事項はありません。

 　　 Ⅱ　当第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:百万円)

食料品事業 調理済食品 計

 売上高
 　外部顧客への売上高 28,690 3,636 32,327          － 32,327 

　 セグメント間の内部
 　売上高又は振替高

28,690 3,636 32,327          － 32,327 
 セグメント利益又は
 損失（△）

（注）１.セグメント利益又は損失の調整額11百万円は、セグメント間取引消去11百万円であ
　　　　 ります。
　　　２.セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っており
　　　　 ます。

 　　　 ２．報告セグメントの変更等に関する情報
 　　　　　 当第１四半期連結会計期間より、「その他」と表示しておりました「調理済食品」につ
 　　　　 いて、量的な重要性が増したため報告セグメントとして記載する方法に変更しております。
 　　　　　 なお、前第１四半期連結累計期間のセグメント情報は、変更後の報告セグメントの区分
 　　　　 に基づき表示しております。

 　　　 ３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
 　　　　　 該当事項はありません。

1,497 △492 1,005 11 1,016 

         －          －          －          －          －

 計

 計

         －          －

報告セグメント

報告セグメント

         －

調整額
（注）１

四半期連結
損益計算書
計上額
（注）２

調整額
（注）１

四半期連結
損益計算書
計上額
（注）２

         －          －
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 ４．補足情報

セグメント及び製品区分別連結売上高

  当第１四半期連結累計期間におけるセグメント及び製品区分別の連結売上高は以下の通りであり
ます。

（単位：百万円）

前第１四半期
（累計）

当第１四半期
（累計）

増減額 増減の主な要因

25,742 28,690 2,948 

5,215 5,727 511 
業務用香辛料、シーズニングスパイス

（増加）

6,644 8,006 1,362 即席カレー（増加）

7,032 7,700 667 チューブ製品（増加）

6,850 7,256 406 レトルト製品（増加）

2,696 3,636 939 調理麺（増加）

28,438 32,327 3,888 

　調理済食品

計

セグメント及び製品区分

　食料品事業

　　スパイス＆ハーブ

　　即席

　　香辛調味料

　　インスタント食品その他
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