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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１四半期連結累計期間における日本経済は、政府による経済政策や日銀の金融緩和策の継続を背景に輸出企

業の業績や雇用情勢が改善し、景気は穏やかな回復を続けております。しかしながら一方で、中国経済の減速傾向

が見られるなど、景気の先行きの不透明感も残りました。

 

 鶏卵業界におきましては、平成25年夏以降、加工用を中心に堅調な需要のもと高卵価が続いており、当第１四半

期連結累計期間（平成27年９月１日～平成27年11月30日）における鶏卵相場の北海道Ｍサイズ平均は１キロ241円

96銭（前年同期比22円42銭高）、東京Ｍサイズ平均は１キロ249円65銭（同11円86銭高）となりました。

 この結果、当第１四半期連結累計期間の業績は、売上高は4,143,655千円（前年同期比7.7％増）、営業利益は

642,736千円（同92.4％増）、経常利益は657,950千円（同89.1％増）、親会社株主に帰属する四半期純利益は

439,486千円（同81.3％増）となりました。

 

 セグメント別の業績を示すと、次のとおりであります。

①鶏卵事業

 当セグメントにおきましては、鶏卵相場は堅調に推移しており売上金額は3,610,119千円（前年同期比7.7％増）

となりました。

 営業利益は、飼料価格が高止まりしているものの堅調な相場による影響で732,700千円（同79.8％増）となりま

した。

②食品事業

 当セグメントにおきましては、インバウンド効果でホテル等への販売増が寄与し売上金額は533,282千円（同

7.4％増）となりました。

 営業利益は、適正な利益確保に注力したものの経費増で15,751千円（同6.6％減）となりました。

③その他

 当セグメントにおきましては、売上金額は253千円（同15.5％減）、営業利益は53千円（同10.1％減）となりま

した。

 

（２）財政状態に関する説明

①資産

 当第１四半期連結会計期間末における資産合計は前連結会計年度末に比べて1,148,708千円増加し12,313,998千

円となりました。

 流動資産は前連結会計年度末に比べて618,112千円増加し4,751,566千円となりました。これは、主として利益剰

余金により現金及び預金が540,230千円増加したこと等によるものです。

 固定資産は前連結会計年度末に比べて530,595千円増加し7,562,432千円となりました。これは、主として有形固

定資産の取得により建物及び構築物が602,937千円、機械装置及び運搬具が148,664千円増加したこと等によるもの

です。

②負債

 当第１四半期連結会計期間末における負債合計は前連結会計年度末に比べて786,724千円増加し6,638,255千円と

なりました。

 流動負債は前連結会計年度末に比べて137,698千円増加し3,919,067千円となりました。これは、主として借入に

よる１年内返済予定の長期借入金が36,320千円、法人税等の計上による未払法人税等が30,319千円増加したこと等

によるものです。

 固定負債は前連結会計年度末に比べて649,025千円増加し2,719,187千円となりました。これは、主として借入に

よる長期借入金が635,844千円増加したこと等によるものです。

③純資産

 当第１四半期連結会計期間末における純資産合計は前連結会計年度末に比べて361,983千円増加し5,675,743千円

となりました。

 これは、主として親会社株主に帰属する四半期純利益439,486千円の計上等により利益剰余金が349,978千円増加

したこと等によるものです。

 

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

 連結業績予想につきましては、平成27年10月14日の「平成27年８月期 決算短信」で公表いたしました第２四

半期連結累計期間及び通期の連結業績予想に変更はありません。
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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

 税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計

適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

 

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

（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。以下「企業結合会計基準」とい

う。）、「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。以下「連結会計基準」

という。）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。以下「事業分離等

会計基準」という。）等を当第１四半期連結会計期間から適用し、支配が継続している場合の子会社に対する当

社の持分変動による差額を資本剰余金として計上するとともに、取得関連費用を発生した連結会計年度の費用と

して計上する方法に変更しております。また、当第１四半期連結会計期間の期首以後実施される企業結合につい

ては、暫定的な会計処理の確定による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する四半期連結会計期間の四

半期連結財務諸表に反映させる方法に変更しております。加えて、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。

 企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58－２項(4)、連結会計基準第44－５項(4)及び事

業分離等会計基準第57－４項(4)に定める経過的な取扱いに従っており、当第１四半期連結会計期間の期首時点

から将来にわたって適用しております。 

 これによる損益に与える影響はありません。 
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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27年８月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成27年11月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,344,320 2,884,551 

受取手形及び売掛金 1,377,542 1,406,624 

商品及び製品 134,977 139,421 

仕掛品 13,094 11,755 

原材料及び貯蔵品 106,334 104,594 

その他 158,699 206,166 

貸倒引当金 △1,515 △1,547 

流動資産合計 4,133,453 4,751,566 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,889,510 4,492,448 

機械装置及び運搬具（純額） 1,010,405 1,159,070 

土地 1,120,424 1,120,424 

その他（純額） 336,281 61,321 

有形固定資産合計 6,356,622 6,833,264 

無形固定資産 80,442 81,141 

投資その他の資産   

投資有価証券 454,376 473,429 

その他 143,547 178,659 

貸倒引当金 △3,152 △4,063 

投資その他の資産合計 594,771 648,025 

固定資産合計 7,031,836 7,562,432 

資産合計 11,165,290 12,313,998 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,336,708 1,189,847 

電子記録債務 153,733 154,955 

短期借入金 635,000 635,000 

1年内返済予定の長期借入金 388,098 424,418 

未払法人税等 167,360 197,679 

賞与引当金 115,000 140,659 

役員賞与引当金 35,000 35,000 

その他 950,468 1,141,507 

流動負債合計 3,781,368 3,919,067 

固定負債   

長期借入金 1,865,549 2,501,393 

退職給付に係る負債 115,796 121,351 

役員退職慰労引当金 67,000 68,722 

その他 21,816 27,721 

固定負債合計 2,070,161 2,719,187 

負債合計 5,851,530 6,638,255 
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  （単位：千円） 

 前連結会計年度 
(平成27年８月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成27年11月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 647,532 647,532 

資本剰余金 346,782 346,782 

利益剰余金 4,212,662 4,562,641 

株主資本合計 5,206,977 5,556,956 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 106,781 118,786 

その他の包括利益累計額合計 106,781 118,786 

純資産合計 5,313,759 5,675,743 

負債純資産合計 11,165,290 12,313,998 
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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：千円） 

 
 前第１四半期連結累計期間 
(自 平成26年９月１日 

 至 平成26年11月30日) 

 当第１四半期連結累計期間 
(自 平成27年９月１日 
 至 平成27年11月30日) 

売上高 3,849,029 4,143,655 

売上原価 3,038,004 2,978,849 

売上総利益 811,024 1,164,806 

販売費及び一般管理費 477,001 522,070 

営業利益 334,023 642,736 

営業外収益   

受取利息 33 33 

受取配当金 516 542 

仕入割引 5,255 5,282 

受取賃貸料 11,298 11,211 

その他 7,029 6,373 

営業外収益合計 24,134 23,443 

営業外費用   

支払利息 5,367 3,763 

賃貸費用 4,835 4,463 

その他 － 2 

営業外費用合計 10,203 8,228 

経常利益 347,954 657,950 

特別損失   

固定資産除却損 6,663 25,601 

その他 286 － 

特別損失合計 6,949 25,601 

税金等調整前四半期純利益 341,004 632,349 

法人税、住民税及び事業税 98,626 192,862 

法人税等合計 98,626 192,862 

四半期純利益 242,377 439,486 

親会社株主に帰属する四半期純利益 242,377 439,486 
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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：千円） 

 
 前第１四半期連結累計期間 
(自 平成26年９月１日 

 至 平成26年11月30日) 

 当第１四半期連結累計期間 
(自 平成27年９月１日 
 至 平成27年11月30日) 

四半期純利益 242,377 439,486 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 30,350 12,005 

その他の包括利益合計 30,350 12,005 

四半期包括利益 272,728 451,491 

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 272,728 451,491 
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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９月１日 至 平成26年11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：千円） 

 報告セグメント 
その他 
（注） 

合計 
 鶏卵事業 食品事業 計 

売上高      

外部顧客への 

売上高 
3,352,404 496,325 3,848,729 300 3,849,029 

セグメント間の 

内部売上高 

又は振替高 

－ － － － － 

計 3,352,404 496,325 3,848,729 300 3,849,029 

セグメント利益 407,433 16,870 424,304 59 424,364 

 （注）「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、飼料及び包装資材の販売事業を含ん

でおります。 

 

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主

な内容（差異調整に関する事項） 

（単位：千円） 
 

利益 金額 

報告セグメント計 424,304 

「その他」の区分の利益 59 

全社費用（注） △90,340 

四半期連結損益計算書の営業利益 334,023 

 （注） 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

 

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。
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Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自 平成27年９月１日 至 平成27年11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：千円） 

 報告セグメント 
その他 
（注） 

合計 
 鶏卵事業 食品事業 計 

売上高      

外部顧客への 

売上高 
3,610,119 533,282 4,143,402 253 4,143,655 

セグメント間の 

内部売上高 

又は振替高 

－ － － － － 

計 3,610,119 533,282 4,143,402 253 4,143,655 

セグメント利益 732,700 15,751 748,451 53 748,504 

 （注）「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、飼料及び包装資材の販売事業を含ん

でおります。 

 

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主

な内容（差異調整に関する事項） 

（単位：千円） 
 

利益 金額 

報告セグメント計 748,451 

「その他」の区分の利益 53 

全社費用（注） △105,768 

四半期連結損益計算書の営業利益 642,736 

 （注） 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

 

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。
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