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1. 2019年3月期第3四半期の連結業績（2018年4月1日～2018年12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 ％

2019年3月期第3四半期 41,228 13.5 3,214 48.4 3,458 43.2 2,680 45.5

2018年3月期第3四半期 36,326 △1.2 2,166 9.7 2,415 8.9 1,841 21.6

（注）包括利益 2019年3月期第3四半期　　2,585百万円 （△4.8％） 2018年3月期第3四半期　　2,716百万円 （51.2％）

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

2019年3月期第3四半期 585.34 ―

2018年3月期第3四半期 402.20 ―

(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 ％

2019年3月期第3四半期 47,138 34,058 72.0

2018年3月期 47,358 32,470 68.3

（参考）自己資本 2019年3月期第3四半期 33,948百万円 2018年3月期 32,361百万円

(注)「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号　平成30年２月16日)等を第１四半期連結会計期間の期首から適用しており、前連結会
計年度に係る数値については、当該会計基準等を遡って適用した後の数値となっております。

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

2018年3月期 ― 30.00 ― 124.00 154.00

2019年3月期 ― 90.00 ―

2019年3月期（予想） 100.00 190.00

（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. 2019年 3月期の連結業績予想（2018年 4月 1日～2019年 3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 55,000 11.0 3,500 20.7 3,800 19.8 3,000 28.4 655.13

（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） ： 有

新規 1 社 （社名）
Nitto Fuji International

(Thailand)Co.,Ltd.
、 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） 2019年3月期3Q 4,692,364 株 2018年3月期 4,692,364 株

② 期末自己株式数 2019年3月期3Q 113,388 株 2018年3月期 112,940 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2019年3月期3Q 4,579,177 株 2018年3月期3Q 4,579,560 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

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、その達
成を当社として約束するものではありません。また、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および業績
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「(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 

当社グループは、中期経営計画「Next Future 2020」を策定し、「原料調達・製造・販売・開発・物流」全部

門の連携を強化し、３つの事業戦略である「新しい市場へ」「新しい商品へ」「新しい分野へ」を掲げ、計画の達

成に向け取り組んでおります。特に㈱増田製粉所は昨年２月に当社の完全子会社となり、両社の経営資源を最大

限に活用しシナジーの最大化に努めてきました。また、昨年11月にはタイにミックス粉の製造・販売を行う当

社100％子会社として、Nitto Fuji International (Thailand)Co.,Ltd.を設立しました。 

当社グループの第３四半期の業績につきましては、製粉及び食品事業の連結効果の影響により、売上高は412

億2千8百万円（前年同期比13.5％増）となりました。利益面では、外食事業における人件費や改装費等の経

費増はありましたが、製粉及び食品事業における原価低減・効率化など収益改善策や㈱増田製粉所の子会社株式

（カネス製麺㈱）の売却益が寄与した結果、経常利益34億5千8百万円（前年同期比43.2％増）、親会社株主

に帰属する四半期純利益26億8千万円（前年同期比45.5％増）となりました。 

 

   (前年同期間比)                                   (単位：百万円) 

 前第３四半期 当第３四半期 前年同期差 前年同期比 

売 上 高 36,326 41,228 4,902 13.5％

営業利益 2,166 3,214 1,048 48.4％

経常利益 2,415 3,458 1,043 43.2％

親会社株主に 

帰属する 

四半期純利益 

1,841 2,680

 

838 45.5％

 

〔セグメント別営業概況〕 

①製粉及び食品事業                                   (単位：百万円) 

 前第３四半期 当第３四半期 前年同期差 前年同期比 

売 上 高 31,382 36,215 4,833 15.4％

営業利益 1,961 2,962 1,001 51.0％

「製粉及び食品事業」につきましては、昨年４月と10月に外国産小麦の政府売渡価格がそれぞれ平均3.5％、

2.2％引き上げられたことにともない、当社においても小麦粉製品の価格改定を行いました。また、㈱増田製粉

所の新規連結に伴う販売数量の増加等により、売上高は前年同期比15.4％増の362億1千5百万円となりまし

た。営業利益は、販売数量が増加したことに加え、全社一丸となり効率化を進め、コスト削減に努めたこと等に

より、29億6千2百万円（前年同期比51.0％増）となりました。 

 

②外食事業                                                                            (単位：百万円) 

 前第３四半期 当第３四半期 前年同期差 前年同期比 

売 上 高 4,777 4,902 124 2.6％

営業利益 98 83 △15 △15.8％

 「外食事業」の㈱さわやか（当連結対象期間１月～９月）につきましては、主力のケンタッキーフライドチキ

ン店の売上が堅調に推移した結果、売上高は前年同期比2.6％増加し49億2百万円となりました。営業利益は、

フードコストの上昇や人件費、店舗改装費等の経費が嵩んだことにより、8 千 3 百万円(前年同期比 15.8％減)

となりました。 

 

③運送事業                                                                            (単位：百万円) 

 前第３四半期 当第３四半期 前年同期差 前年同期比 

売 上 高 1,621 1,567 △54 △3.3％

営業利益 161 143 △18 △11.2％

 「運送事業」の日東富士運輸㈱につきましては、売上高は、前年同期比3.3％減少し15億6千7百万円とな

りました。営業利益は、配送の効率化や経費削減努力を行いましたが、燃料代の高騰や減価償却費の増加等の負

担が大きく、1億4千3百万円（前年同期比11.2％減）となりました。 
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（２）財政状態に関する説明 

(単位：百万円) 

 2018年3月期 2018年12月期 比較 

流動資産 23,515 23,121 △393 

固定資産 23,842 24,016 173 

資産計 47,358 47,138 △220 

流動負債 10,798 9,246 △1,551 

固定負債 4,089 3,832 △257 

負債計 14,887 13,079 △1,808 

純資産 32,470 34,058 1,588 

負債・純資産計 47,358 47,138 △220 

 

  当第３四半期連結会計期間末における資産、負債、純資産の状況は以下のとおりです。 

なお、「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年２月16日)等を第１四

半期連結会計期間の期首から適用しており、遡及処理後の前年度末の数値で比較を行っております。 

 

   当第３四半期連結会計期間末の当社グループの総資産は、前連結会計年度末に比べ2億2千万円減少し、471

億3千8百万円になりました。 

流動資産は231億2千1百万円で、たな卸資産が増加した一方、現金及び預金と短期貸付金が減少したことに

より、前年度末に比べ3億9千3百万円減少しました。固定資産は240億1千6百万円で、有形固定資産その他

の増加等により、前年度末に比べ1億7千3百万円増加しました。この結果、資産合計は471億3千8百万円と

なり、前年度末に比べ2億2千万円減少しました。 

流動負債は92億 4千6百万円で、主に営業債務や短期借入金等の減少により、前年度末に比べ15億 5千1

百万円減少しました。固定負債は38億3千2百万円で、長期借入金の減少等により、前年度末に比べ2億5千

7百万円減少しました。この結果、負債合計は130億7千9百万円となり、前年度末に比べ18億8百万円減少

しました。 

純資産は利益剰余金の増加等により、前年度末に比べ15億8千8百万円増加し、340億5千8百万円となり

ました。 

この結果、自己資本比率は、前連結会計年度に比べ3.7％増加して72.0％となりました。 

 

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

「製粉及び食品事業」につきましては、国内市場は少子高齢化の進行や、人口減少による需要の後退が販売競

争を一段と激化させ、更にTPP11および日欧EPAへの対応等、この先も難しい事業運営が予想されます。これら

に備え競争力を更に強化する必要があります。 

「外食事業」では、業界内での競争激化と消費者の節約志向が続くなか、各店舗に合わせた効果的な事業運営

が必要とされています。また、消費者の食の安全・安心に対する意識も一段と高まっており、これに応える店舗

運営にも注力してまいります。 

当社グループを取り巻く環境は今後更に厳しくなることが予想されますが、「原料調達・製造・販売・開発・

物流」が一体となり、徹底した効率の追求と競争力の強化に取り組むとともに、三菱商事グループ各社との連携

強化や、㈱増田製粉所との開発・営業面でのシナジー効果をさらに増加させることにより業績拡大に向けて最大

限努力してまいります。 
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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） 

   （「『税効果会計に係る会計基準』の一部会計」等の適用） 

    「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正（企業会計基準第28号 平成30年２月16日）等を第１四半

期連結会計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金

負債は固定負債の区分に表示しております。 

 

（セグメント情報等） 

 Ⅰ 前第３四半期連結累計期間 (自 2017年４月１日 至 2017年 12月31日) 

  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 
     (単位：百万円) 

 

報告セグメント 

調整額 
四半期連結 
財務諸表 
計上額 製粉及び 

食品事業 
外食事業 運送事業 計 

売上高    

  外部顧客への売上高 31,374 4,777 173 36,326 ― 36,326 

  セグメント間の内部売上高 
  又は振替高 

7 0 1,447 1,455 △1,455 ― 

計 31,382 4,777 1,621 37,781 △1,455 36,326 

セグメント利益 1,961 98 161 2,222 △55 2,166 

(注)１ セグメント利益の調整額は、セグメント間取引消去額であります。 

  ２ セグメント利益は、四半期連結損益及び包括利益計算書の営業利益と調整を行っております。 

 

 Ⅱ 当第３四半期連結累計期間 (自 2018年４月１日 至 2018年 12月31日) 

  １．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 
     (単位：百万円) 

 

報告セグメント 

調整額 
四半期連結 
財務諸表 
計上額 製粉及び 

食品事業 
外食事業 運送事業 計 

売上高    

  外部顧客への売上高 36,202 4,901 124 41,228 ― 41,228 

  セグメント間の内部売上高 
  又は振替高 

13 0 1,442 1,456 △1,456 ― 

計 36,215 4,902 1,567 42,685 △1,456 41,228 

セグメント利益 2,962 83 143 3,189 24 3,214 

(注)１ セグメント利益の調整額は、セグメント間取引消去額であります。 

  ２ セグメント利益は、四半期連結損益及び包括利益計算書の営業利益と調整を行っております。 
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２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

（固定資産に係る重要な減損損失） 

「外食事業」セグメントにおいて、収益性が低下しており、将来キャッシュ・フローがマイナスと 

見込まれる店舗資産の減損損失を計上しております。 

なお、当該減損損失の計上額は、当第３四半期連結累計期間において23百万円であります。 
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