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(百万円未満切捨て)

１．平成28年12月期第３四半期の連結業績（平成28年1月1日～平成28年9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 ％

28年12月期第３四半期 78,259 4.9 900 △6.0 942 △1.3 702 13.5

27年12月期第３四半期 74,629 △7.6 957 30.0 955 30.1 618 81.3

(注)包括利益 28年12月期第３四半期 599 百万円 (△14.9％) 27年12月期第３四半期 704 百万円 ( 121.6％)
　

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３四半期 82.82 ―

27年12月期第３四半期 72.96 ―
　

（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３四半期 22,245 8,170 36.2

27年12月期 27,517 7,736 27.6

(参考) 自己資本 28年12月期第３四半期 8,063 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 ― 5.00 ― 5.00 10.00

28年12月期 ― 5.00 ―

28年12月期(予想) 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、対前期増減率)

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

通期 103,000 2.3 1,230 △11.2 1,230 △11.5 870 △12.0 102.58
(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 １社 (社名)内外食品株式会社

（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（１）当四半期連結累計期間におけ

る重要な子会社の異動」をご覧ください。

（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

（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）会計方針の変更・会計上の見

積りの変更・修正再表示」をご覧ください。

（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３Ｑ 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３Ｑ 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３Ｑ 8,481,104株 27年12月期３Ｑ 8,481,750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、添付資料２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３四半期連結累計期間（平成28年１月１日～平成28年９月30日）におけるわが国の経済は、基調として緩や

かな回復を続けているが、中国経済の減速や英国のＥＵ離脱問題を背景に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、景気の先行きに対する不安から消費者の節約志向は強まっ

ております。また、夏場以降の天候不順により、スーパー等の販売低迷が続く等、経営環境は厳しさを増しており

ます。

このような状況のなか、当社グループの主力事業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は順調に推移い

たしました。加えてミニマム・アクセス米の販売単価は前年同期を下回ったものの、取扱数量は大幅に増加したこ

とから、当第３四半期連結累計期間の売上高は、78,259百万円（前年同期比4.9％増）となりました。

損益面では、飼料事業と鶏卵事業は前年同期を上回る利益を確保したものの、米穀事業の家庭用精米販売の採算

が悪化したこと、加えて食品事業において台湾に建設したたんぱく質調整米の製造工場の稼動が遅れて追加費用を

計上したこと等により、営業利益は900百万円（前年同期比6.0％減）、経常利益は942百万円（前年同期比1.3％減）

となりました。一方、食品事業に属する連結子会社の譲渡等による特別利益の計上等があったことから、親会社株

主に帰属する四半期純利益は702百万円（前年同期比13.5％増）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22,245百万円となり、前連結会計年度末と比べ5,272百万円の減

少となりました。これは主に有形固定資産の増加額852百万円等に対し、現金及び預金の減少額945百万円、受取手

形及び売掛金の減少額1,929百万円、たな卸資産の減少額2,523百万円、投資有価証券の減少額198百万円、前渡金

の減少額113百万円、その他流動資産の減少額282百万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14,075百万円となり、前連結会計年度末と比べ5,706百万円の減少となりました。

これは主に短期借入金の増加額100百万円、賞与引当金の増加額177百万円等に対し、支払手形及び買掛金の減少額

2,209百万円、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2,983百万円、未払金の減少額326百万

円、未払法人税等の減少額399百万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8,170百万円となり、前連結会計年度末と比べ434百万円の増加となりまし

た。これは主にその他有価証券評価差額金の減少額95百万円等に対し、利益剰余金の増加額569百万円等があった

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３四半期連結累計期間の業績は、概ね計画どおりに推移しており、平成28年８月10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．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

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。

当第３四半期連結会計期間より、内外食品株式会社の全株式を平成28年８月１日付で譲渡したため、連結の範囲

から除外しております。

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

(会計方針の変更等)

(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、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

する方法に変更いたしました。また、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いたします。加えて、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３四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。

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、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。

この結果、当第３四半期連結会計期間末の資本剰余金が21,304千円増加しております。

(平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱いの適用)

法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」（実務対応

報告第32号 平成28年６月17日）を第２四半期連結会計期間に適用し、平成28年４月１日以後に取得した建物附

属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。

なお、この変更による四半期連結財務諸表に与える影響は軽微であります。
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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３四半期連結会計期間
(平成28年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,445,287 1,499,850

受取手形及び売掛金 8,700,012 6,770,064

商品及び製品 3,561,416 1,768,041

仕掛品 400,775 303,835

原材料及び貯蔵品 3,040,375 2,407,618

前渡金 121,697 8,220

未収入金 165,098 52,915

未収還付法人税等 － 86,337

繰延税金資産 186,067 159,839

リース債権 2,221 2,258

その他 412,939 130,123

貸倒引当金 △1,559 △471

流動資産合計 19,034,329 13,188,634

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,845,459 2,009,496

機械装置及び運搬具（純額） 948,159 789,957

土地 2,499,529 3,014,594

リース資産（純額） 65,380 46,548

その他（純額） 50,621 400,826

有形固定資産合計 5,409,150 6,261,422

無形固定資産

ソフトウエア 31,849 22,890

リース資産 51,541 35,127

その他 27,353 27,565

無形固定資産合計 110,744 85,583

投資その他の資産

投資有価証券 2,472,772 2,274,416

長期貸付金 4,184 1,967

長期前払費用 11,415 9,176

リース債権 15,497 13,799

その他 462,140 412,629

貸倒引当金 △2,631 △2,316

投資その他の資産合計 2,963,380 2,709,671

固定資産合計 8,483,275 9,056,677

資産合計 27,517,604 22,245,311
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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３四半期連結会計期間
(平成28年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 4,846,701 2,637,615

短期借入金 3,114,374 3,215,298

1年内返済予定の長期借入金 3,230,496 2,469,696

リース債務 46,881 46,368

未払金 1,382,002 1,055,893

未払法人税等 407,482 7,831

賞与引当金 172,401 349,426

役員賞与引当金 － 20,800

その他 481,327 565,070

流動負債合計 13,681,666 10,368,000

固定負債

長期借入金 5,297,692 3,074,906

リース債務 70,040 35,307

繰延税金負債 524,268 397,892

役員退職慰労引当金 83,025 82,100

退職給付に係る負債 18,269 －

資産除去債務 73,402 76,741

その他 33,186 40,166

固定負債合計 6,099,886 3,707,113

負債合計 19,781,552 14,075,114

純資産の部

株主資本

資本金 529,500 529,500

資本剰余金 331,789 353,093

利益剰余金 6,313,486 6,882,624

自己株式 △19,320 △19,320

株主資本合計 7,155,455 7,745,897

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 493,430 397,606

繰延ヘッジ損益 △31,364 △776

為替換算調整勘定 △35,765 △79,512

その他の包括利益累計額合計 426,301 317,317

非支配株主持分 154,295 106,982

純資産合計 7,736,052 8,170,197

負債純資産合計 27,517,604 22,245,311
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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27年１月１日
　至 平成27年９月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成28年１月１日
　至 平成28年９月30日)

売上高 74,629,741 78,259,672

売上原価 69,246,967 73,003,903

売上総利益 5,382,774 5,255,768

販売費及び一般管理費 4,424,917 4,355,235

営業利益 957,856 900,532

営業外収益

受取利息 2,644 2,104

受取配当金 41,134 56,372

受取保険金 874 490

不動産賃貸料 33,879 36,401

貸倒引当金戻入額 2,056 718

その他 50,349 42,741

営業外収益合計 130,939 138,827

営業外費用

支払利息 79,339 73,815

不動産賃貸費用 10,548 7,549

為替差損 32,583 9,490

その他 11,214 5,734

営業外費用合計 133,684 96,590

経常利益 955,111 942,770

特別利益

固定資産売却益 － 41,945

関係会社株式売却益 － 71,458

設備撤去費用引当金戻入額 750 －

事業撤退損失引当金戻入額 100 －

特別利益合計 850 113,403

特別損失

固定資産売却損 － 57

固定資産除却損 1,410 9,237

過年度給与手当等 12,707 －

本社移転損失 － 40,195

その他 － 5,744

特別損失合計 14,118 55,235

税金等調整前四半期純利益 941,843 1,000,937

法人税、住民税及び事業税 351,308 335,573

法人税等調整額 △45,708 △53,232

法人税等合計 305,599 282,340

四半期純利益 636,243 718,597

非支配株主に帰属する四半期純利益 17,394 16,193

親会社株主に帰属する四半期純利益 618,848 702,404
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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27年１月１日
　至 平成27年９月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成28年１月１日
　至 平成28年９月30日)

四半期純利益 636,243 718,597

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 135,934 △95,364

繰延ヘッジ損益 △54,462 30,588

為替換算調整勘定 △13,511 △54,457

その他の包括利益合計 67,960 △119,234

四半期包括利益 704,203 599,363

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 690,981 599,344

非支配株主に係る四半期包括利益 13,221 19
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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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