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(百万円未満切捨て)

１．平成29年３月期第１四半期の連結業績（平成28年４月１日～平成28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
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 ％

29年３月期第１四半期 2,469 △0.7 △52 ― △59 ― △64 ―

28年３月期第１四半期 2,486 1.1 △20 ― △15 ― △20 ―

(注)包括利益 29年３月期第１四半期 △74 百万円 ( ―％) 28年３月期第１四半期 10 百万円 (△56.0％)

　

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

29年３月期第１四半期 △3.70 ―

28年３月期第１四半期 △1.15 ―
　
（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 ％

29年３月期第１四半期 8,238 3,523 42.8

28年３月期 7,735 3,649 47.2

(参考) 自己資本 29年３月期第１四半期 3,523 百万円 28年３月期 3,649 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

28年３月期 ― 0.00 ― 3.00 3.00

29年３月期 ―

29年３月期(予想) 0.00 ― 3.00 3.00

(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29年３月期の連結業績予想（平成28年４月１日～平成29年３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) 5,020 3.0 1 ― △4 ― △44 ― △2.51

通期 10,800 3.2 100 ― 93 ― 40 ― 2.28

(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 ： 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 ： 有

（注）詳細は添付資料３ページ「２．サマリー情報(注記事項)に関する事項（２）四半期連結財務諸表の作成に特

有の会計処理の適用」をご覧ください。

（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) 29年３月期１Ｑ 18,392,000株 28年３月期 18,392,000株

② 期末自己株式数 29年３月期１Ｑ 883,895株 28年３月期 883,895株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 29年３月期１Ｑ 17,508,105株 28年３月期１Ｑ 17,743,476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、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せん。

　

※ 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、添付資料３ページ「１．当四半期決算

に関する定性的情報（３）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における当社を取り巻く環境は、原材料の高止まりや販売競争の激化等により依

然として厳しい状況が続いております。

このような中、当連結会計年度から開始する中期経営計画で掲げた「食事で困っている方に楽しさ、美味し

さ、健康をお届けする」の方針に基づき、地産地消と旬をテーマに地域の食材を使用した商品の開発や、ロン

グライフ商品（非常食、食物アレルギー配慮食等）の拡充をもって事業活動を展開してまいりましたが、主力

の食肉加工品の売上が伸び悩み、当社グループの当第１四半期連結累計期間の売上高は24億69百万円（前年同

期比16百万円減）となりました。また、販売活動の強化に伴う人件費の増加等を受け、販売費及び一般管理費

が９億75百万円（前年同期比48百万円増）となり、52百万円の営業損失（前年同期は20百万円の損失）となり

ました。また、社債発行費の計上等により、経常損失は59百万円（前年同期は15百万円の損失）となり、これ

に特別損失及び法人税等を計上した結果、親会社株主に帰属する四半期純損失は64百万円（前年同期は20百万

円の損失）となりました。

製品別チャネル別業績の概況は、次のとおりであります。

　

（単位：千円）
製品別売上高 前第1四半期連結累計期間 当第1四半期連結累計期間

(27.4.1～27.6.30) (28.4.1～28.6.30) 比較増減

金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 趨勢比

％ ％ ％
食肉加工品
（ハンバーグ・ミートボール他）

2,275,781 91.5 2,249,404 91.1 △26,376 98.8

炊き込みご飯の素・まぜご飯の素 50,877 2.1 48,816 2.0 △2,060 96.0

惣菜（サラダ・煮物他） 115,369 4.6 117,589 4.7 2,219 101.9

非常食 13,906 0.6 16,666 0.7 2,760 119.9

配慮食 9,519 0.4 12,657 0.5 3,137 133.0

その他 20,568 0.8 24,018 1.0 3,449 116.8

合 計 2,486,022 100.0 2,469,153 100.0 △16,869 99.3

（単位：千円）
（チャネル別内訳） 前第1四半期連結累計期間 当第1四半期連結累計期間

(27.4.1～27.6.30) (28.4.1～28.6.30) 比較増減

スーパーマーケット・小売店他 金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 趨勢比

％ ％ ％
食肉加工品
（ハンバーグ・ミートボール他）

2,166,100 95.0 2,137,863 94.6 △28,237 98.7

炊き込みご飯の素・まぜご飯の素 41,702 1.8 43,566 1.9 1,863 104.5

惣菜（サラダ・煮物他） 47,247 2.1 47,815 2.1 567 101.2

非常食 3,692 0.1 4,890 0.2 1,198 132.4

配慮食 4,316 0.2 6,297 0.3 1,981 145.9

その他 17,954 0.8 20,960 0.9 3,005 116.7

合 計 2,281,015 100.0 2,261,394 100.0 △19,620 99.1

宅配・生協・官公庁他 金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 趨勢比

％ ％ ％
食肉加工品
（ハンバーグ・ミートボール他）

109,681 53.5 111,541 53.7 1,860 101.7

炊き込みご飯の素・まぜご飯の素 9,174 4.5 5,250 2.5 △3,924 57.2

惣菜（サラダ・煮物他） 68,121 33.2 69,773 33.6 1,651 102.4

非常食 10,213 5.0 11,775 5.7 1,562 115.3

配慮食 5,203 2.5 6,359 3.0 1,156 122.2

その他 2,613 1.3 3,058 1.5 444 117.0

合 計 205,007 100.0 207,758 100.0 2,751 101.3
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（２）財政状態に関する説明

① 資産、負債及び純資産の状況

（資産）

当第１四半期連結会計期間末における総資産は82億38百万円（前連結会計年度末比５億３百万円増）となり

ました。主な要因は、現金及び預金の増加５億17百万円、売掛金の増加76百万円、有形固定資産の減少53百万

円、投資その他の資産の減少39百万円であります。

（負債）

当第１四半期連結会計期間末における負債は47億15百万円（前連結会計年度末比６億30百万円増）となりま

した。主な要因は、買掛金の増加16百万円、短期借入金の増加２億円、未払費用の増加48百万円、賞与引当金

の増加77百万円、社債の増加３億円であります。

（純資産）

当第１四半期連結会計期間末における純資産は35億23百万円（前連結会計年度末比１億26百万円減）となり

ました。主な要因は、親会社株主に帰属する四半期純損失の計上64百万円、配当金の支払52百万円であります。

② キャッシュ・フローの状況

当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は29億51百万円となり、前連結会計年度末に比べ

15億47百万円の増加となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。

営業活動により増加した資金は１億23百万円（前年同期は49百万円の増加）となりました。主な要因は、減

価償却費の計上、賞与引当金の増加、売上債権の増加によるものであります。

投資活動により増加した資金は９億87百万円（前年同期は11億82百万円の減少）となりました。主な要因は、

定期預金の払戻による収入、有形固定資産の取得による支出であります。

財務活動により増加した資金は４億36百万円（前年同期は54百万円の減少）となりました。主な要因は、短

期借入れによる収入、社債の発行による収入、配当金の支払額であります。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成29年３月期の連結業績予想につきましては、平成28年５月13日に公表致しました第２四半期累計期間及

び通期の業績予想に変更はございません。

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

　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

税金費用の計算

　当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する方法を採用しております。

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

　該当事項はありません。
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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28年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成28年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,433,284 2,951,172

売掛金 1,186,170 1,262,796

商品及び製品 68,958 56,104

仕掛品 5,498 9,217

原材料及び貯蔵品 163,059 179,069

その他 35,200 35,727

貸倒引当金 △2,119 △2,269

流動資産合計 3,890,052 4,491,817

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,461,070 1,423,309

機械装置及び運搬具（純額） 843,270 832,840

工具、器具及び備品（純額） 57,252 53,574

土地 906,296 906,296

リース資産（純額） 21,194 19,527

有形固定資産合計 3,289,085 3,235,547

無形固定資産 61,670 56,397

投資その他の資産

投資その他の資産 546,611 507,163

貸倒引当金 △52,112 △52,112

投資その他の資産合計 494,498 455,050

固定資産合計 3,845,254 3,746,995

資産合計 7,735,307 8,238,813

負債の部

流動負債

買掛金 289,613 306,001

短期借入金 880,000 1,080,000

未払費用 535,841 584,087

未払法人税等 16,591 10,117

賞与引当金 77,103 154,217

その他 105,301 109,041

流動負債合計 1,904,451 2,243,465

固定負債

社債 1,000,000 1,300,000

長期借入金 250,000 250,000

退職給付に係る負債 734,384 739,105

資産除去債務 23,083 23,089

長期未払金 139,894 139,894

その他 33,576 20,169

固定負債合計 2,180,939 2,472,258

負債合計 4,085,391 4,715,723
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成28年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成28年６月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 919,600 919,600

資本剰余金 672,801 672,801

利益剰余金 2,470,269 2,352,954

自己株式 △175,135 △175,135

株主資本合計 3,887,535 3,770,221

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 35,428 8,213

退職給付に係る調整累計額 △273,048 △255,344

その他の包括利益累計額合計 △237,620 △247,131

純資産合計 3,649,915 3,523,089

負債純資産合計 7,735,307 8,238,813
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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４月１日
　至 平成27年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年６月30日)

売上高 2,486,022 2,469,153

売上原価 1,579,875 1,546,683

売上総利益 906,147 922,470

販売費及び一般管理費

給料及び手当 151,157 165,398

退職給付費用 11,344 18,056

賞与引当金繰入額 30,486 44,243

支払手数料 66,419 59,608

運搬費 274,841 276,319

販売促進費 112,215 117,887

その他 280,105 293,767

販売費及び一般管理費合計 926,570 975,282

営業損失（△） △20,422 △52,812

営業外収益

受取利息 590 582

受取配当金 6,248 770

廃油売却益 4,252 5,220

その他 2,620 2,814

営業外収益合計 13,711 9,387

営業外費用

支払利息 5,851 4,912

たな卸資産廃棄損 2,299 1,532

社債発行費 ― 9,259

その他 141 54

営業外費用合計 8,292 15,759

経常損失（△） △15,003 △59,184

特別損失

固定資産処分損 400 561

特別損失合計 400 561

税金等調整前四半期純損失（△） △15,403 △59,745

法人税等 5,044 5,044

四半期純損失（△） △20,447 △64,790

親会社株主に帰属する四半期純損失（△） △20,447 △64,790
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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４月１日
　至 平成27年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年６月30日)

四半期純損失（△） △20,447 △64,790

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 29,315 △27,215

退職給付に係る調整額 1,626 17,704

その他の包括利益合計 30,942 △9,511

四半期包括利益 10,495 △74,301

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 10,495 △74,301

非支配株主に係る四半期包括利益 ― ―
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)
前第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)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純損失（△） △15,403 △59,745

減価償却費 94,454 96,259

賞与引当金の増減額（△は減少） 63,790 77,113

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 1,286 22,424

受取利息及び受取配当金 △6,838 △1,352

支払利息 5,851 4,912

社債発行費 ― 9,259

固定資産処分損益（△は益） 400 561

売上債権の増減額（△は増加） △93,566 △76,625

たな卸資産の増減額（△は増加） 6,328 △6,873

仕入債務の増減額（△は減少） 14,854 16,387

未払法人税等（外形標準課税）の増減額
（△は減少）

△2,969 △928

未払消費税等の増減額（△は減少） △55,511 37,274

その他 57,503 14,385

小計 70,181 133,053

利息及び配当金の受取額 6,838 7,131

利息の支払額 △4,918 △4,469

法人税等の支払額 △22,109 △11,720

営業活動によるキャッシュ・フロー 49,991 123,995

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △1,060,000 ―

定期預金の払戻による収入 ― 1,030,000

投資有価証券の取得による支出 △641 △700

有形固定資産の取得による支出 △119,159 △41,610

その他 △2,323 18

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,182,125 987,707

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入 ― 500,000

短期借入金の返済による支出 ― △300,000

社債の発行による収入 ― 290,740

リース債務の返済による支出 △1,545 △2,030

自己株式の取得による支出 △82 ―

配当金の支払額 △53,230 △52,524

財務活動によるキャッシュ・フロー △54,858 436,185

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,186,992 1,547,888

現金及び現金同等物の期首残高 2,927,637 1,403,284

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,740,644 2,951,172
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（４）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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