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(百万円未満切捨て)
１．平成28年12月期第1四半期の連結業績（平成28年1月1日～平成28年3月31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
親会社株主に帰属
する四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

28年12月期第1四半期 25,358 △1.9 423 △9.0 429 △7.6 296 △4.8

27年12月期第1四半期 25,852 △8.9 465 95.3 464 101.8 311 144.9

(注) 包括利益 28年12月期第1四半期 131百万円 (△64.5％) 27年12月期第1四半期 370百万円 ( 759.0％)
　

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

28年12月期第1四半期 34.91 ー

27年12月期第1四半期 36.67 ー
　

（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 ％

28年12月期第1四半期 29,804 7,800 25.5

27年12月期 27,517 7,736 27.6

(参考) 自己資本 28年12月期第1四半期 7,611百万円 27年12月期 7,581百万円
　

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

27年12月期 ー 5.00 ー 5.00 10.00

28年12月期 ー

28年12月期(予想) 5.00 ー 5.00 10.00
(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

　

３．平成28年12月期の連結業績予想（平成28年 1月 1日～平成28年12月31日）

(％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率)

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属
する当期純利益

１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第２四半期(累計) 50,300 △1.5 510 △34.6 500 △37.3 370 △29.2 43.63

通期 103,000 2.3 1,130 △18.4 1,110 △20.1 750 △24.1 88.43
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無
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※ 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 ： 有

　 (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

　 新規 １社 (社名) 台灣木德生技股份有限公司 、除外 ー社 (社名)

（注）詳細は、添付資料２ページ「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」をご参照ください。

（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 ： 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 ： 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) 28年12月期１Ｑ 8,530,000株 27年12月期 8,530,000株

② 期末自己株式数 28年12月期１Ｑ 48,896株 27年12月期 48,896株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 28年12月期１Ｑ 8,481,104株 27年12月期１Ｑ 8,481,834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。
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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（平成28年１月１日～平成28年３月31日）におけるわが国の経済は、企業収益や雇用

環境は緩やかな回復が続きましたが、為替相場や株式市場が大きく変動する等、先行きの不透明さが増すなか、個

人消費は伸び悩みました。

当社グループが属する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支出に対する節約志

向が継続されました。

このような状況のなか、当社グループの主力である米穀事業におきましては、平成27年産米の販売価格は前年同

期比価格を上回る水準で推移するなか、家庭用精米の販売は低迷しましたが、卸業者向けの玄米販売や中食・外食

向けの業務用精米の販売は堅調に推移しました。しかしながら、ミニマム・アクセス米の取扱数量は前年同期比減

少し、また単価も下落したため、当第１四半期連結累計期間の売上高は、25,358百万円（前年同期比1.9％減）とな

りました。

損益面では、米穀事業の国内販売は前年並みの収益を確保したものの、飼料事業の販売数量とミニマム・アクセ

ス米の取扱数量が減少したこと、加えて食品事業の穀粉販売が不振であったこと等により、前年同期比減益となり

ました。

この結果、営業利益は423百万円（前年同期比9.0％減）、経常利益は429百万円（前年同期比7.6％減）、親会社株

主に帰属する四半期純利益は296百万円（前年同期比4.8％減）となりました。

（２）財政状態に関する説明

当第１四半期連結会計期間末における総資産は29,804百万円となり、前連結会計年度末と比べ2,286百万円の増加

となりました。これは主に受取手形及び売掛金の減少額729百万円、投資有価証券の減少額230百万円、その他流動

資産の減少額242百万円等に対し、有形固定資産の増加額1,608百万円、前渡金の増加額1,114百万円、たな卸資産の

増加額822百万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22,004百万円となり、前連結会計年度末と比べ2,222百万円の増加となりました。

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）の減少額906百万円、支払手形及び買掛金の減少額

761百万円、未払金の減少額318百万円、未払法人税等の減少額270百万円等に対し、短期借入金の増加額4,451百万

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7,800百万円となり、前連結会計年度末と比べ63百万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86百万円、その他有価証券評価差額金の減少額72百万円等に対し、利益剰余金

の増加額205百万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１四半期連結累計期間の業績は、主力の米穀事業を中心に計画以上に進捗しておりますが、端境期における

平成27年産米の動向や平成28年産米を取巻く状況が不透明であるため、平成28年２月16日に公表しました第２四半

期連結累計期間及び通期の業績予想に変更ありません。

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

当第１四半期連結会計期間より、台灣木德生技股份有限公司は重要性が増したため、連結の範囲に含めておりま

す。

（２）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」(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及び少数株主持分から非支配株主持

分へ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及び前連結会計年度については、四半期連結財務

諸表及び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：千円)

前連結会計年度
(平成27年12月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成28年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,445,287 2,407,906

受取手形及び売掛金 8,700,012 7,970,013

商品及び製品 3,561,416 4,660,151

仕掛品 400,775 373,981

原材料及び貯蔵品 3,040,375 2,790,720

前渡金 121,697 1,236,541

未収入金 165,098 100,239

繰延税金資産 186,067 220,157

リース債権 2,221 2,233

その他 412,939 170,525

貸倒引当金 △1,559 △1,113

流動資産合計 19,034,329 19,931,357

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,845,459 2,230,248

機械装置及び運搬具（純額） 948,159 914,720

土地 2,499,529 3,407,708

リース資産（純額） 65,380 59,103

その他（純額） 50,621 406,326

有形固定資産合計 5,409,150 7,018,107

無形固定資産

ソフトウエア 31,849 28,848

リース資産 51,541 46,070

その他 27,353 27,326

無形固定資産合計 110,744 102,245

投資その他の資産

投資有価証券 2,472,772 2,242,168

長期貸付金 4,184 3,850

長期前払費用 11,415 10,300

リース債権 15,497 14,937

その他 462,140 483,775

貸倒引当金 △2,631 △2,552

投資その他の資産合計 2,963,380 2,752,479

固定資産合計 8,483,275 9,872,832

資産合計 27,517,604 29,804,190
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成27年12月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成28年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 4,846,701 4,084,730

短期借入金 3,114,374 7,565,901

1年内返済予定の長期借入金 3,230,496 3,061,184

リース債務 46,881 46,710

未払金 1,382,002 1,063,461

未払法人税等 407,482 137,327

賞与引当金 172,401 269,250

その他 481,327 486,004

流動負債合計 13,681,666 16,714,572

固定負債

長期借入金 5,297,692 4,560,315

リース債務 70,040 58,462

繰延税金負債 524,268 460,463

役員退職慰労引当金 83,025 73,325

退職給付に係る負債 18,269 17,645

資産除去債務 73,402 76,607

その他 33,186 42,781

固定負債合計 6,099,886 5,289,600

負債合計 19,781,552 22,004,173

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 6,313,486 6,518,665

自己株式 △19,320 △19,320

株主資本合計 7,155,455 7,360,634

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 493,430 420,991

繰延ヘッジ損益 △31,364 △118,200

為替換算調整勘定 △35,765 △52,244

その他の包括利益累計額合計 426,301 250,546

非支配株主持分 154,295 188,835

純資産合計 7,736,052 7,800,016

負債純資産合計 27,517,604 29,804,190
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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27年１月１日
　至 平成27年３月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成28年１月１日
　至 平成28年３月31日)

売上高 25,852,461 25,358,491

売上原価 23,985,071 23,508,699

売上総利益 1,867,390 1,849,792

販売費及び一般管理費 1,401,740 1,425,882

営業利益 465,649 423,910

営業外収益

受取利息 1,925 1,805

受取配当金 720 569

受取保険金 142 －

不動産賃貸料 12,277 10,765

為替差益 － 1,883

貸倒引当金戻入額 803 437

その他 20,498 19,221

営業外収益合計 36,368 34,682

営業外費用

支払利息 27,851 25,902

不動産賃貸費用 4,126 2,771

為替差損 4,977 －

その他 564 587

営業外費用合計 37,520 29,261

経常利益 464,497 429,331

特別利益

事業撤退損失引当金戻入額 100 －

設備撤去費用引当金戻入額 750 －

特別利益合計 850 －

特別損失

固定資産除却損 － 2,400

過年度給与手当 11,303 －

特別損失合計 11,303 2,400

税金等調整前四半期純利益 454,043 426,931

法人税、住民税及び事業税 176,959 127,419

法人税等調整額 △39,158 △7,099

法人税等合計 137,800 120,319

四半期純利益 316,242 306,611

非支配株主に帰属する四半期純利益 5,187 10,571

親会社株主に帰属する四半期純利益 311,054 296,040
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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27年１月１日
　至 平成27年３月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成28年１月１日
　至 平成28年３月31日)

四半期純利益 316,242 306,611

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 119,761 △72,574

繰延ヘッジ損益 △57,227 △86,836

為替換算調整勘定 △8,396 △15,782

その他の包括利益合計 54,136 △175,193

四半期包括利益 370,379 131,418

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 367,610 126,208

非支配株主に係る四半期包括利益 2,768 5,209
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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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