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1. 平成29年12月期第1四半期の連結業績（平成29年1月1日～平成29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 ％

29年12月期第1四半期 24,884 △1.9 107 △74.6 99 △76.8 578 95.5

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

（注）包括利益 29年12月期第1四半期　　397百万円 （202.6％） 28年12月期第1四半期　　131百万円 （△64.5％）

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12月期第1四半期 68.24 ―

28年12月期第1四半期 34.91 ―

(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12月期第1四半期 28,022 8,941 31.5

28年12月期 29,352 8,586 28.8

（参考）自己資本 29年12月期第1四半期 8,824百万円 28年12月期 8,465百万円

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12月期 ― 5.00 ― 5.00 10.00

29年12月期 ―

29年12月期（予想） 5.00 ― 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29年12月期の連結業績予想（平成29年 1月 1日～平成29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) 50,660 △6.6 420 △42.2 450 △40.7 640 8.3 75.48

通期 102,580 △0.2 1,000 △5.8 1,040 △6.9 1,040 13.2 122.65

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無



※ 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（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） ： 無

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

② 期末自己株式数 29年12月期1Q 50,688 株 28年12月期 50,376 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 29年12月期1Q 8,479,513 株 28年12月期1Q 8,481,104 株

※四半期決算短信は四半期レビューの対象外です

※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。
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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29年１月１日～平成29年３月31日）におけるわが国の経済は、企業収益や雇

用・所得環境は緩やかな回復が続きましたが、中国をはじめとする新興国経済の減速、英国のEU離脱問題や米国新

政権の経済政策への懸念から、為替相場や株式市場が大きく変動する等、景気の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、景気の先行きへの不安から消費者の生活必需品や外食等へ

の支出に対する節約志向が継続しました。

このような状況のなか、当社グループの主力の米穀事業において、国産米の販売数量は伸び悩みましたが、平成

28年産米の販売価格は前年同期を上回る水準で推移しました。加えてミニマム・アクセス米の取扱いにおいて、海

外の主要な生産国の豊作基調や在庫増加傾向を背景に国際相場は大幅に下落しているなか、取扱数量は前年同期比

大幅に増加しました。しかしながら、前連結会計年度に食品事業に属する連結子会社を譲渡した影響により、当第

１四半期連結累計期間の売上高は、24,884百万円（前年同期比1.9％減）となりました。

損益面では、飼料事業は堅調に推移したものの、主力の米穀事業において平成28年産米仕入コストは予想以上に

上昇したこと、加えて販売管理費用の増加等があったため、営業利益は107百万円（前年同期比74.6％減）、経常利

益は99百万円（前年同期比76.8％減）となりました。

また、遊休固定資産を売却した結果、特別利益506百万円の計上があり、親会社株主に帰属する四半期純利益は

578百万円（前年同期比95.5％増）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28,022百万円となり、前連結会計年度末と比べ1,330百万円の減少

となりました。これは主に現金及び預金の増加額1,017百万円、繰延税金資産（流動）の増加額109百万円等に対し、

前渡金の減少額829百万円、受取手形及び売掛金の減少額782百万円、有形固定資産の減少額743百万円、その他流動

資産の減少額149百万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19,080百万円となり、前連結会計年度末と比べ1,685百万円の減少となりました。

これは主に短期借入金の増加額569百万円、未払法人税等の増加額126百万円等に対し、支払手形及び買掛金の減少

額1,272百万円、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884百万円、未払金の減少額227百万円

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8,941百万円となり、前連結会計年度末と比べ355百万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187百万円等に対し、利益剰余金の増加額536百万円等があったためであります。
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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（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12月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成29年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,416,485 2,434,092

受取手形及び売掛金 8,880,516 8,098,110

商品及び製品 4,676,484 5,087,759

仕掛品 319,588 312,377

原材料及び貯蔵品 3,371,795 2,982,760

前渡金 942,043 113,022

未収入金 39,712 39,420

未収還付法人税等 144,124 144,052

繰延税金資産 50,378 159,790

リース債権 2,271 2,284

その他 324,609 174,869

貸倒引当金 △812 △657

流動資産合計 20,167,199 19,547,881

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,993,693 1,860,378

機械装置及び運搬具（純額） 791,521 769,015

土地 3,017,767 2,420,875

リース資産（純額） 40,384 34,278

その他（純額） 446,522 461,889

有形固定資産合計 6,289,888 5,546,436

無形固定資産

ソフトウエア 19,947 17,271

リース資産 29,656 24,184

その他 27,972 28,781

無形固定資産合計 77,576 70,238

投資その他の資産

投資有価証券 2,382,418 2,408,717

長期貸付金 1,512 1,476

長期前払費用 8,457 36,048

リース債権 13,226 12,652

その他 414,354 400,446

貸倒引当金 △1,861 △1,826

投資その他の資産合計 2,818,106 2,857,515

固定資産合計 9,185,571 8,474,191

資産合計 29,352,770 28,022,072
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成28年12月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成29年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 5,598,760 4,325,950

短期借入金 4,844,823 5,414,129

1年内返済予定の長期借入金 3,184,041 2,985,650

リース債務 46,311 42,970

未払金 1,169,316 941,579

未払法人税等 40,388 167,049

賞与引当金 177,700 271,342

その他 402,041 417,133

流動負債合計 15,463,382 14,565,805

固定負債

長期借入金 4,748,956 4,062,978

リース債務 23,729 15,492

繰延税金負債 327,181 234,617

役員退職慰労引当金 86,487 88,875

資産除去債務 76,808 76,877

その他 39,729 35,912

固定負債合計 5,302,892 4,514,753

負債合計 20,766,274 19,080,559

純資産の部

株主資本

資本金 529,500 529,500

資本剰余金 353,093 353,093

利益剰余金 7,098,852 7,635,070

自己株式 △20,257 △20,455

株主資本合計 7,961,188 8,497,209

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 431,612 447,310

繰延ヘッジ損益 118,915 △68,160

為替換算調整勘定 △46,608 △52,130

その他の包括利益累計額合計 503,919 327,019

非支配株主持分 121,387 117,284

純資産合計 8,586,496 8,941,513

負債純資産合計 29,352,770 28,022,072

決算短信（宝印刷） 2017年05月02日 09時47分 4ページ（Tess 1.50(64) 20160317_01）



木徳神糧株式会社(2700) 平成29年12月期 第１四半期決算短信

― 5 ―

（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28年１月１日
　至 平成28年３月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成29年１月１日
　至 平成29年３月31日)

売上高 25,358,491 24,884,235

売上原価 23,508,699 23,463,312

売上総利益 1,849,792 1,420,922

販売費及び一般管理費 1,425,882 1,313,119

営業利益 423,910 107,802

営業外収益

受取利息 1,805 1,687

受取配当金 569 1,456

受取保険金 － 8,679

不動産賃貸料 10,765 13,686

為替差益 1,883 13,748

貸倒引当金戻入額 437 178

その他 19,221 6,589

営業外収益合計 34,682 46,027

営業外費用

支払利息 25,902 20,322

不動産賃貸費用 2,771 7,018

賃貸契約解約損 － 13,000

その他 587 14,050

営業外費用合計 29,261 54,391

経常利益 429,331 99,439

特別利益

固定資産売却益 － 506,094

補助金収入 － 1,795

特別利益合計 － 507,890

特別損失

固定資産除却損 2,400 1,107

投資有価証券評価損 － 1,438

特別損失合計 2,400 2,546

税金等調整前四半期純利益 426,931 604,783

法人税、住民税及び事業税 127,419 152,010

法人税等調整額 △7,099 △125,023

法人税等合計 120,319 26,987

四半期純利益 306,611 577,796

非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主
に帰属する四半期純損失（△）

10,571 △820

親会社株主に帰属する四半期純利益 296,040 578,616
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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28年１月１日
　至 平成28年３月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成29年１月１日
　至 平成29年３月31日)

四半期純利益 306,611 577,796

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △72,574 15,697

繰延ヘッジ損益 △86,836 △187,076

為替換算調整勘定 △15,782 △8,803

その他の包括利益合計 △175,193 △180,182

四半期包括利益 131,418 397,613

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 126,208 401,716

非支配株主に係る四半期包括利益 5,209 △4,102
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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。

（追加情報）

（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）を当

第１四半期連結会計期間から適用しております。

（重要な後発事象）

(自己株式の取得)

当社は、平成29年４月21日開催の取締役会において、会社法第165条第３項の規定により読み替えて適用され

る同法第156条の規定に基づき、自己株式を取得すること及びその具体的な取得方法について決議し、自己株式

の取得を以下のとおり実施いたしました。

１．自己株式の取得を行う理由

経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能にするため、取得するものであります。

２．自己株式取得に関する取締役会の決議内容

(1) 取得する株式の種類

当社普通株式

(2) 取得する株式の総数

450,000株（上限）

(3) 株式の取得価額の総額

288,900,000円（上限）

(4) 取得日

平成29年４月24日

(5) 取得の方法

平成29年４月21日の終値（最終特別気配を含む。）642円で、平成29年４月24日午前８時45分の東京証券

取引所の自己株式立会外買付取引（ToSTNeT-3）において買付けの委託を行う（その他の取引制度や取引時

間への変更は行わない）。

当該買付注文は当該取引時間限りの注文とする。

３．自己株式の取得結果

上記自己株式立会外買付（ToSTNeT-3）による取得の結果、当社普通株式393,000株（取得価額252,306,000

円）を取得いたしました。
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