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1. 平成30年12月期第1四半期の連結業績（平成30年1月1日～平成30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 ％

30年12月期第1四半期 29,715 19.4 305 183.4 301 203.3 191 △66.8

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

（注）包括利益 30年12月期第1四半期　　△12百万円 （―％） 29年12月期第1四半期　　397百万円 （202.6％）

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

30年12月期第1四半期 24.09 ―

29年12月期第1四半期 68.24 ―

(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 ％

30年12月期第1四半期 31,702 9,048 28.2

29年12月期 32,699 9,107 27.5

（参考）自己資本 30年12月期第1四半期 8,949百万円 29年12月期 8,997百万円

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

29年12月期 ― 5.00 ― 5.00 10.00

30年12月期 ―

30年12月期（予想） 5.00 ― 25.00 ―

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

※当社は、平成30年7月1日を効力発生日として普通株式5株につき1株の割合をもって株式併合を実施する予定であるため、平成30年12月期（予想）の1株当た
り期末配当金につきましては、当該株式併合を考慮した金額を記載し、年間配当金合計は「－」として記載しております。株式併合を考慮しない場合の平成30年
12月期（予想）の1株当たり期末配当金は5円00銭となります。詳細につきましては、「業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項」をご覧ください。

3. 平成30年12月期の連結業績予想（平成30年 1月 1日～平成30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 110,000 4.4 750 15.5 760 6.1 500 △42.9 313.90

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無

※平成30年12月期の連結業績予想（通期）における1株当たり当期純利益につきましては、株式併合の影響を考慮しております。株式併合を考慮しない場合の
平成30年12月期の連結業績予想（通期）における1株当たり当期純利益は62円78銭となります。詳細につきましては、「業績予想の適切な利用に関する説明、
その他特記事項」をご覧ください。



※ 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） 30年12月期1Q 8,530,000 株 29年12月期 8,530,000 株

② 期末自己株式数 30年12月期1Q 566,149 株 29年12月期 565,462 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 30年12月期1Q 7,964,332 株 29年12月期1Q 8,479,513 株

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の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

1.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。

２．当社は、平成30年３月29日開催の第70期定時株主総会において、株式併合（普通株式5株を1株に併合）及び単元株式数の変更（1,000株から100株に変更）
に関する定款の一部変更について承認可決され、平成30年7月1日を効力発生日として、株式併合及び単元株式数の変更を実施することとしております。なお、
株式併合を考慮しない場合の平成30年12月期の配当予想及び連結業績予想は以下のとおりとなります。

（１）平成30年12月期の配当予想

　　　１株当たり期末配当金　5円00銭

（２）平成30年12月期の連結業績予想

　　　１株当たり当期純利益

　　　通期　62円78銭
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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30年１月１日～平成30年３月31日）におけるわが国の経済は、企業収益や雇

用・所得環境の改善が続くなか、個人消費の緩やかな改善が見られるものの、米国の経済政策への懸念や北朝鮮情

勢をはじめとする地政学的リスク等から、先行きの不透明な状況が続いております。

当社グループが属する食品流通業界におきましては、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。

当社グループの売上高については、平成29年産米の取引価格が前年同期比価格を上回る水準で推移しているなか

精米販売の拡販に努めたこと、ミニマム・アクセス米の取扱数量が前年同期比大幅に増加した上、前年同期と比較

して販売単価の高い国からの輸入が多かったこと等から当第１四半期連結累計期間の売上高は29,715百万円（前年

同期比19.4％増）となりました。

損益面では、米穀事業において低価格米の調達難による収益圧迫が継続しましたが、仕入価格の上昇に伴う販売

価格の改定に努めたこと等から営業利益は305百万円（前年同期比183.4％増）、経常利益は301百万円（前年同期比

203.3％増）となりました。

また、前年同期において遊休固定資産の売却等による特別利益の計上があったため、親会社株主に帰属する四半

期純利益は前年同期比減少し191百万円（前年同期比66.8％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31,702百万円となり、前連結会計年度末と比べ997百万円の減少と

なりました。これは主に現金及び預金の増加額1,256百万円、受取手形及び売掛金の増加額312百万円等に対し、前

渡金の減少額1,919百万円、たな卸資産の減少額528百万円、投資有価証券の減少額114百万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22,654百万円となり、前連結会計年度末と比べ937百万円の減少となりました。こ

れは主に短期借入金の増加額960百万円、支払手形及び買掛金の増加額313百万円等に対し、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807百万円、未払金の減少額199百万円、その他流動負債の減少額1,231百万円

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9,048百万円となり、前連結会計年度末と比べ59百万円の減少となりました。

これは主に利益剰余金の増加額152百万円等に対し、繰延ヘッジ損益の減少額104百万円、その他有価証券評価差額

金の減少額83百万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29年12月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成30年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,531,245 2,787,604

受取手形及び売掛金 9,576,034 9,888,112

商品及び製品 4,992,629 4,662,855

仕掛品 322,019 321,061

原材料及び貯蔵品 4,603,534 4,406,204

前渡金 3,056,871 1,137,734

未収入金 40,633 51,157

繰延税金資産 98,001 166,674

リース債権 2,323 2,336

その他 162,512 165,167

貸倒引当金 △971 △159

流動資産合計 24,384,835 23,588,750

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,972,018 1,922,751

機械装置及び運搬具（純額） 1,001,807 996,983

土地 2,079,537 2,079,537

リース資産（純額） 20,494 15,887

その他（純額） 53,576 30,333

有形固定資産合計 5,127,435 5,045,493

無形固定資産

ソフトウエア 14,233 12,308

リース資産 7,770 3,990

その他 23,790 23,766

無形固定資産合計 45,794 40,064

投資その他の資産

投資有価証券 2,698,952 2,584,793

長期貸付金 1,386 1,386

長期前払費用 32,634 32,672

リース債権 10,902 10,316

その他 399,329 400,447

貸倒引当金 △1,666 △1,666

投資その他の資産合計 3,141,539 3,027,950

固定資産合計 8,314,770 8,113,508

資産合計 32,699,605 31,702,259
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成29年12月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成30年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 5,178,910 5,492,538

短期借入金 5,643,310 6,604,178

1年内返済予定の長期借入金 3,423,259 3,181,748

リース債務 13,506 6,824

未払金 1,263,752 1,064,579

未払法人税等 147,907 134,138

賞与引当金 180,344 275,455

その他 1,885,207 653,862

流動負債合計 17,736,198 17,413,324

固定負債

長期借入金 5,170,891 4,604,774

リース債務 14,758 13,052

繰延税金負債 461,104 423,749

役員退職慰労引当金 101,287 95,925

資産除去債務 83,997 83,807

その他 23,740 19,417

固定負債合計 5,855,780 5,240,726

負債合計 23,591,979 22,654,050

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 7,891,962 8,043,971

自己株式 △356,578 △357,096

株主資本合計 8,417,978 8,569,468

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 626,948 543,941

繰延ヘッジ損益 4,870 △100,094

為替換算調整勘定 △52,749 △64,290

その他の包括利益累計額合計 579,069 379,557

非支配株主持分 110,578 99,182

純資産合計 9,107,626 9,048,208

負債純資産合計 32,699,605 31,702,259
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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29年１月１日
　至 平成29年３月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成30年１月１日
　至 平成30年３月31日)

売上高 24,884,235 29,715,980

売上原価 23,463,312 28,101,831

売上総利益 1,420,922 1,614,148

販売費及び一般管理費 1,313,119 1,308,622

営業利益 107,802 305,526

営業外収益

受取利息 1,687 1,682

受取配当金 1,456 2,362

受取保険金 8,679 9,157

不動産賃貸料 13,686 5,719

為替差益 13,748 －

貸倒引当金戻入額 178 812

その他 6,589 12,192

営業外収益合計 46,027 31,927

営業外費用

支払利息 20,322 19,480

不動産賃貸費用 7,018 1,979

為替差損 － 12,039

賃貸契約解約損 13,000 －

その他 14,050 2,373

営業外費用合計 54,391 35,873

経常利益 99,439 301,580

特別利益

固定資産売却益 506,094 －

補助金収入 1,795 2,776

特別利益合計 507,890 2,776

特別損失

固定資産除却損 1,107 0

投資有価証券評価損 1,438 －

役員退職慰労金 － 11,325

特別損失合計 2,546 11,325

税金等調整前四半期純利益 604,783 293,031

法人税、住民税及び事業税 152,010 121,376

法人税等調整額 △125,023 △22,536

法人税等合計 26,987 98,840

四半期純利益 577,796 194,191

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（△）

△820 2,359

親会社株主に帰属する四半期純利益 578,616 191,831
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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29年１月１日
　至 平成29年３月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成30年１月１日
　至 平成30年３月31日)

四半期純利益 577,796 194,191

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 15,697 △83,006

繰延ヘッジ損益 △187,076 △104,964

為替換算調整勘定 △8,803 △18,794

その他の包括利益合計 △180,182 △206,765

四半期包括利益 397,613 △12,574

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 401,716 △7,680

非支配株主に係る四半期包括利益 △4,102 △4,893
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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。

（重要な後発事象）

(自己株式の処分)

１．自己株式の処分を行う理由

当社は、平成30年４月３日開催の取締役会において、第三者割当による自己株式処分を行うことを決議し、平

成30年４月19日に実行しました。本自己株式処分は、当社と平成29年10月に業務提携契約を締結した全国農業協

同組合連合会（以下「全農」といいます。)との一層の関係強化を目的として、全農を割当先とする第三者割当

を行うものであります。

２．処分要領

(1) 払込期日

平成30年４月19日

(2) 処分株式数

普通株式300,000株

(3) 処分価額

１株につき721円

(4) 調達資金の額

216,300,000円

(5) 処分方法

第三者割当の方法による処分

(6) 処分先

全国農業協同組合連合会

(7) その他

上記各号については、金融商品取引法に基づく有価証券届出書の効力が発生することを条件とする。
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