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１．当四半期決算に関する定性的情報 

当社は、平成28年４月１日に共同株式移転の方法により伊藤ハム株式会社、米久株式会社の完全親会社として設立さ

れました。 

  なお、当連結会計年度が第１期となるため、前連結会計年度及び前四半期連結累計期間との対比は行っておりません。 

 

（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４月１日～平成28年12月31日）におけるわが国経済は、雇用・所得環境の改善

が続き緩やかな景気回復基調で推移しましたが、個人消費に一部弱さが見られ本格的な景気回復までには至りませんで

した。また、新興国や資源国の景気減速、英国のＥＵ離脱問題や米国の大統領選挙の結果を起因とする金融市場の不安

定な動き等もあり、先行きについては不透明な状況が継続しております。  

当業界におきましては、国産牛肉の高値相場が継続していることや消費者の生活防衛意識の高まりなど消費マインド

が足踏み状態となる中、食料品等の日常生活品に対する低価格志向による企業間競争が激化しており、厳しい事業環境

が続いております。  

このような状況の下、当社グループは、2016年度より５年間を対象期間とする「中期経営計画2020」を策定（平成28

年11月９日公表）いたしました。当社グループが企業像として目指す「私たちは事業を通じて、健やかで豊かな社会の

実現に貢献します」のグループ理念の下、本計画では、「事業規模の拡大」と「効率化・競争力強化」を基本戦略とし、

成長市場への対応強化や既存事業の拡大を図ると同時に、経営統合によるシナジー効果を追求し、「コスト競争力強

化」「機能再編」を推し進め、本計画の業績目標である売上高１兆円、経常利益300億円、経常利益率３％以上の達成

に向けて、グループ一丸となって取り組んでおります。 

当第３四半期連結累計期間の業績につきましては、売上高は6,124億11百万円、営業利益は194億49百万円、経常利益

は225億49百万円となりました。また、投資有価証券売却益19億71百万円を特別利益に計上し、税金費用等を差し引い

た結果、親会社株主に帰属する四半期純利益は、172億63百万円となりました。 

 

報告セグメント別の業績の概況は、次のとおりであります。 

 

＜加工食品事業＞ 

ハム・ソーセージについては、消費者の低価格志向から販売競争が激化する中、コンシューマー商品では主力商品を

中心にキャンペーン等による積極的なプロモーション活動を行ったことや、業務用商品についても拡販に努めた結果、

販売量、売上高ともに伸長しました。 

調理加工食品については、ハンバーグ類・チルドピザなどの主力商品が好調に推移したことに加え、中食市場への提

案を強化したことでワンハンドスナック類やトンカツ・ハンバーグ類などのデリカ商品の売上が大幅に伸長しました。 

歳暮ギフトについては、フラッグシップギフトの「伝承」を中心に堅調に推移した結果、販売量、売上高ともに伸長

しました。 

以上の結果、当第３四半期連結累計期間の加工食品事業の売上高は2,199億98百万円、営業利益は114億47百万円とな

りました。 

 

＜食肉事業＞ 

国内事業については、国産牛肉の高値相場が継続した一方で、国産牛肉以外の畜種で販売単価が前年より下落する厳

しい販売環境が継続する中、牛肉においては、輸入チルドビーフを中心に販売数量が大幅に伸長しました。また、豚肉

においては、オリジナルブランドの販促活動を積極的に行った輸入豚肉を中心に大幅に販売数量を伸ばしました。 

海外事業については、アンズコフーズ社が為替の急激な変動や海外食肉相場下落の影響により、売上高が大幅に減少

しました。 

以上の結果、当第３四半期連結累計期間の食肉事業の売上高は3,923億30百万円、営業利益は88億５百万円となりま

した。 
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（２）財政状態に関する説明 

 〔資産、負債及び純資産の状況〕 

当第３四半期連結会計期間末における総資産は、3,764億39百万円となりました。主な内訳は、現金及び預金330億68

百万円、受取手形及び売掛金1,161億97百万円、商品及び製品512億81百万円等の流動資産が2,231億29百万円、有形固

定資産835億44百万円、無形固定資産280億66百万円、投資その他の資産416億98百万円の固定資産が1,533億９百万円で

あります。 

負債は、1,620億80百万円となりました。主な内訳は、支払手形及び買掛金700億２百万円、短期借入金105億47百万

円等の流動負債が1,309億１百万円、長期借入金240億円等の固定負債が311億78百万円であります。 

純資産は、2,143億59百万円となりました。主な内訳は、資本金300億円、資本剰余金980億５百万円、利益剰余金785

億25百万円等の株主資本が2,065億26百万円であります。 

 

（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及び配当予想につきましては平成28年11月１日に公表しました予想を修正しておりま

す。詳しくは、平成29年２月２日に公表しました「業績予想及び配当予想の修正（増配）に関するお知らせ」をご参照

ください。  

 
 
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）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） 

（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） 

当社及び国内連結子会社は、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１四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、当第３四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響額は軽微であり

ます。  

 

（３）追加情報 

（連結子会社の事業年度等に関する事項の変更） 

米久かがやき（株）他６社は決算日を３月31日に変更しております。この変更に伴い、当第３四半期連結累計期間に

おいては、米久かがやき（株）他４社は平成28年１月１日から平成28年12月31日までの12ヶ月間、米久おいしい鶏

（株）他１社は平成28年２月１日から平成28年12月31日までの11ヶ月間を連結しており、連結損益計算書を通して調整

する方法を採用しております。 

なお、決算期を変更した米久かがやき（株）他４社の平成28年１月１日から平成28年３月31日まで並びに米久おいし

い鶏（株）他１社の平成28年２月１日から平成28年３月31日までの営業利益は５億49百万円、経常利益は５億63百万円、

親会社株主に帰属する四半期純利益は４億56百万円であります。 

 

（繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用） 

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号 平成28年３月28日）を第１四半期

連結会計期間より適用しております。 
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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)
          

当第３四半期連結会計期間
(平成28年12月31日) 

資産の部 

 流動資産 

  現金及び預金 33,068

  受取手形及び売掛金 116,197

  有価証券 200

  商品及び製品 51,281

  仕掛品 1,155

  原材料及び貯蔵品 15,883

  その他 5,386

  貸倒引当金 △44

  流動資産合計 223,129

 固定資産 

  有形固定資産 

   建物及び構築物（純額） 30,553

   機械装置及び運搬具（純額） 22,669

   工具、器具及び備品（純額） 1,199

   土地 26,063

   リース資産（純額） 1,437

   その他（純額） 1,620

   有形固定資産合計 83,544

  無形固定資産 

   のれん 25,985

   その他 2,080

   無形固定資産合計 28,066

  投資その他の資産 

   投資有価証券 32,336

   退職給付に係る資産 1,977

   その他 7,574

   貸倒引当金 △190

   投資その他の資産合計 41,698

  固定資産合計 153,309

 資産合計 376,439
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          (単位：百万円)
          

当第３四半期連結会計期間
(平成28年12月31日) 

負債の部 

 流動負債 

  支払手形及び買掛金 70,002

  短期借入金 10,547

  1年内返済予定の長期借入金 3,533

  1年内償還予定の社債 10,000

  未払法人税等 2,643

  賞与引当金 3,869

  その他 30,305

  流動負債合計 130,901

 固定負債 

  長期借入金 24,000

  退職給付に係る負債 803

  資産除去債務 1,080

  その他 5,293

  固定負債合計 31,178

 負債合計 162,080

純資産の部 

 株主資本 

  資本金 30,000

  資本剰余金 98,005

  利益剰余金 78,525

  自己株式 △4

  株主資本合計 206,526

 その他の包括利益累計額 

  その他有価証券評価差額金 7,040

  繰延ヘッジ損益 △298

  為替換算調整勘定 △3,678

  退職給付に係る調整累計額 △2,114

  その他の包括利益累計額合計 949

 新株予約権 220

 非支配株主持分 6,662

 純資産合計 214,359

負債純資産合計 376,439
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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：百万円)
          当第３四半期連結累計期間

(自 平成28年４月１日 
 至 平成28年12月31日) 

売上高 612,411

売上原価 510,371

売上総利益 102,040

販売費及び一般管理費 82,590

営業利益 19,449

営業外収益 

 受取利息 94

 受取配当金 281

 受取賃貸料 353

 持分法による投資利益 2,856

 その他 677

 営業外収益合計 4,264

営業外費用 

 支払利息 725

 不動産賃貸費用 151

 創立費 210

 その他 78

 営業外費用合計 1,164

経常利益 22,549

特別利益 

 投資有価証券売却益 1,971

 その他 497

 特別利益合計 2,468

特別損失 

 固定資産除却損 199

 その他 214

 特別損失合計 413

税金等調整前四半期純利益 24,604

法人税、住民税及び事業税 5,239

法人税等調整額 1,834

法人税等合計 7,074

四半期純利益 17,530

非支配株主に帰属する四半期純利益 266

親会社株主に帰属する四半期純利益 17,263
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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：百万円)
          当第３四半期連結累計期間

(自 平成28年４月１日 
 至 平成28年12月31日) 

四半期純利益 17,530

その他の包括利益 

 その他有価証券評価差額金 △1,239

 繰延ヘッジ損益 385

 為替換算調整勘定 △2,545

 退職給付に係る調整額 0

 持分法適用会社に対する持分相当額 5

 その他の包括利益合計 △3,393

四半期包括利益 14,136

（内訳） 

 親会社株主に係る四半期包括利益 14,513

 非支配株主に係る四半期包括利益 △377
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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） 

当社は、共同株式移転の方法により、平成28年４月１日付で伊藤ハム株式会社と米久株式会社の完全親会社として設

立されました。  

この結果、当第３四半期連結会計期間末において資本金が300億円、資本剰余金が980億５百万円、利益剰余金が785

億25百万円、自己株式が△４百万円となっております。 

 

（セグメント情報等） 

【セグメント情報】 

１．報告セグメントの概要 

当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会

が経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 

当社グループは、製品を基礎とした製品・サービス別のセグメントから構成されており、主にハム・ソーセージ及び

調理加工食品等の製造、販売を事業領域とする「加工食品事業」と主に食肉の生産、処理加工及び販売を事業領域とす

る「食肉事業」の２つを報告セグメントとしております。 

 

２．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失の金額の算定方法 

報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。セグメント間の内部売上高又は振替高は、市場実勢価

格等に基づいております。 

 

３．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 

当第３四半期連結累計期間（自  平成28年４月１日  至  平成28年12月31日） (単位：百万円) 

  

報告セグメント 
その他 
（注）１

合計 
調整額 
（注）２ 

四半期連結
損益計算書
計上額 
（注）３

加工食品 
事業 

食肉 
事業 

計 

売上高         

外部顧客への売上高 219,998 392,330 612,328  82 612,411 － 612,411

セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

5,901 19,836 25,738  506 26,245 △26,245 －

計 225,900 412,166 638,067  589 638,657 △26,245 612,411

セグメント利益 11,447 8,805 20,252  84 20,336 △887 19,449

(注) １．「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、人事給与関連業務サービ  

ス等であります。  

２．セグメント利益の調整額の主な内容は、のれんの償却額△1,041百万円等であります。  

３．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。 
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【関連情報】 

１．製品及びサービスごとの売上高         （単位：百万円） 

  
  

当第３四半期 
自 平成28年 4 月  1 日 
至 平成28年 12 月 31 日 

ハム・ソーセージ       136,752 

調 理 加 工 食 品              93,023 

食 肉             374,186 

そ の 他               8,449 

合   計             612,411 

 

２. 地域別の売上高                   （単位：百万円） 

  
  

当第３四半期 
自 平成28年 4 月  1 日 
至 平成28年 12 月 31 日 

日 本        540,879 

北 米              19,993 

ア ジ ア              19,161 

オ セ ア ニ ア        16,202 

欧 州              12,817 

そ の 他               3,357 

合   計             612,411 

 


