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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第128期

第３四半期
連結累計期間

第129期
第３四半期
連結累計期間

第128期

会計期間

自平成27年
　４月１日
至平成27年
　12月31日

自平成28年
　４月１日
至平成28年
　12月31日

自平成27年
　４月１日
至平成28年
　３月31日

売上高 （千円） 6,969,127 6,437,459 8,722,974

経常利益 （千円） 275,000 429,251 390,971

親会社株主に帰属する四半期（当

期）純利益
（千円） 147,318 266,272 223,607

四半期包括利益又は包括利益 （千円） 178,123 359,593 211,699

純資産額 （千円） 4,445,264 4,777,862 4,478,839

総資産額 （千円） 7,438,002 7,712,640 7,683,228

１株当たり四半期（当期）純利益

金額
（円） 16.15 29.20 24.52

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額
（円） － － －

自己資本比率 （％） 53.0 55.2 51.8

 

回次
第128期

第３四半期
連結会計期間

第129期
第３四半期
連結会計期間

会計期間

自平成27年
　10月１日
至平成27年
　12月31日

自平成28年
　10月１日
至平成28年
　12月31日

１株当たり四半期純利益金額 （円） 7.79 11.37

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

３．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており

ません。

 

２【事業の内容】

　当第３四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要

な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第３四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

　また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

２【経営上の重要な契約等】

　当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1）業績の状況

　当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、経済政策や金融政策等を背景に緩やかな回復基調にあるもの

の、消費者の低価格・節約志向が強く、依然として先行き不透明な状況が続いております。

　このような環境下、当社グループは企業体質強化に努め、合理化、効率化を強力に推進し、当社グループの販売網

や製品特性を活かした販路拡大の促進など、業績の向上に努力いたしますとともに、業務提携先である日東富士製粉

株式会社とのシナジー効果の創出に注力いたしました。一方で、外国産小麦の政府売渡価格が平成２８年４月から平

均７.１％引き下げられたことに伴い、業務用小麦粉の販売価格を改定いたしました。

　この結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は６４億３千７百万円（前年同期比５億３千１百万円減、７.６％

減）となりましたが、営業利益は４億１百万円（前年同期比１億３千７百万円増、５２.２％増）、経常利益は４億

２千９百万円（前年同期比１億５千４百万円増、５６.１％増）、親会社株主に帰属する四半期純利益は２億６千６

百万円（前年同期比１億１千８百万円増、８０.７％増）、四半期包括利益は３億５千９百万円（前年同期比１億８

千１百万円増、１０１.９％増）となりました。

　セグメントの業績は次のとおりであります。

①製粉

　当社グループの主要事業である製粉事業におきましては、小麦粉需要の低迷に加え、相次ぐ原料小麦の価格変

動、販売競争の激化等、厳しい状況下で推移いたしました。当社は、主力製品である「宝笠印小麦粉」をはじめ、

国内産小麦で製造したこだわりのある製品の積極的な販売活動を推進するとともに、生産性向上およびコスト削減

に努めました。また、販売価格につきましても、原価が適正に反映できるようになりました。この結果、売上高は

４４億１千万円（前年同期比３億９千万円減、８.１％減）となりましたが、営業利益は３億３千７百万円（前年同

期比１億６千６百万円増、９７.９％増）となりました。

②食品

　食品事業におきましては、乾麺需要の低迷等の影響をうけ、売上高は２０億２千７百万円（前年同期比１億４千

１百万円減、６.５％減）、営業利益は５千８百万円（前年同期比３千４百万円減、３７.５％減）となりました。

　当社グループの売上高は、上半期と下半期とでその構成内容に季節要因による著しい相違があります。これは、

当社グループの食品事業において、主要製品である乾麺の需要期が夏場であり、４月～８月に売上が集中する傾向

にあるためであります。

(2）事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第３四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

(3）研究開発活動

　当第３四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は、４千９百万円であります。

　なお、当第３四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。

EDINET提出書類

株式会社増田製粉所(E00352)

四半期報告書

 3/13



第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 20,000,000

計 20,000,000

 

②【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間末
現在発行数（株）

（平成28年12月31日）

提出日現在発行数(株)
（平成29年２月13日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 10,000,000 10,000,000
東京証券取引所
（市場第二部）

単元株式数
1,000株

計 10,000,000 10,000,000 － －

 

（２）【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。

（４）【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数

（千株）

発行済株式総
数残高

（千株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金残
高（千円）

 平成28年10月１日～
平成28年12月31日

－ 10,000 － 500,000 － 67,638

 

（６）【大株主の状況】

　当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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（７）【議決権の状況】

　当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載

することができないことから、直前の基準日（平成28年９月30日）に基づく株主名簿による記載をしております。

①【発行済株式】

平成28年12月31日現在
 

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式　　880,000 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式　9,062,000 9,062 －

単元未満株式 普通株式　　 58,000 － －

発行済株式総数 10,000,000 － －

総株主の議決権 － 9,062 －

 
　（注）　「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が2,000株（議決権の数２個）含まれて

おります。

 

②【自己株式等】

平成28年12月31日現在
 

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

株式会社増田製粉所
神戸市長田区梅ヶ香
町一丁目１番10号

880,000 － 880,000 8.80

計 － 880,000 － 880,000 8.80

　（注）　当第３四半期会計期間末の自己株式数は、882,000株であります。

２【役員の状況】

　該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号）に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間（平成28年10月１日から平

成28年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成28年４月１日から平成28年12月31日まで）に係る四半期連

結財務諸表について、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
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１【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28年３月31日)
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 1,008,685 1,221,762

受取手形及び売掛金 996,743 ※ 1,098,655

商品及び製品 1,135,884 883,280

原材料及び貯蔵品 1,251,267 1,297,572

繰延税金資産 43,720 25,642

その他 102,525 102,046

貸倒引当金 △1,210 △1,850

流動資産合計 4,537,616 4,627,110

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,301,387 1,245,641

機械装置及び運搬具（純額） 687,726 599,263

土地 494,931 494,931

リース資産（純額） 870 －

その他（純額） 30,720 33,168

有形固定資産合計 2,515,634 2,373,004

無形固定資産   

その他 42,759 35,296

無形固定資産合計 42,759 35,296

投資その他の資産   

投資有価証券 412,877 504,572

長期貸付金 460 1,710

繰延税金資産 308 400

その他 179,823 175,891

貸倒引当金 △6,250 △5,346

投資その他の資産合計 587,217 677,228

固定資産合計 3,145,612 3,085,529

資産合計 7,683,228 7,712,640

 

EDINET提出書類

株式会社増田製粉所(E00352)

四半期報告書

 7/13



 

  （単位：千円）

 
前連結会計年度

(平成28年３月31日)
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 654,586 505,943

短期借入金 1,376,648 1,175,285

リース債務 913 －

未払法人税等 97,082 53,702

その他 402,325 371,603

流動負債合計 2,531,556 2,106,534

固定負債   

長期借入金 496,063 624,077

繰延税金負債 33,867 59,811

退職給付に係る負債 72,438 75,721

その他 70,464 68,632

固定負債合計 672,833 828,243

負債合計 3,204,389 2,934,777

純資産の部   

株主資本   

資本金 500,000 500,000

資本剰余金 67,638 67,638

利益剰余金 3,478,652 3,690,208

自己株式 △203,405 △203,874

株主資本合計 3,842,885 4,053,972

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 137,820 199,667

その他の包括利益累計額合計 137,820 199,667

非支配株主持分 498,133 524,222

純資産合計 4,478,839 4,777,862

負債純資産合計 7,683,228 7,712,640
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（２）【四半期連結損益及び包括利益計算書】

【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４月１日
　至　平成27年12月31日)

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 6,969,127 6,437,459

売上原価 5,733,794 5,063,720

売上総利益 1,235,333 1,373,739

販売費及び一般管理費 971,736 972,546

営業利益 263,596 401,192

営業外収益   

受取利息 293 282

受取配当金 10,967 12,249

保険返戻金 1,926 10,637

その他 5,122 9,952

営業外収益合計 18,310 33,122

営業外費用   

支払利息 6,552 4,531

その他 353 532

営業外費用合計 6,905 5,063

経常利益 275,000 429,251

特別利益   

固定資産売却益 71 259

特別利益合計 71 259

特別損失   

固定資産除却損 1,074 171

特別損失合計 1,074 171

税金等調整前四半期純利益 273,997 429,339

法人税等 88,736 131,881

四半期純利益 185,261 297,458

（内訳）   

親会社株主に帰属する四半期純利益 147,318 266,272

非支配株主に帰属する四半期純利益 37,942 31,185

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △7,137 62,135

その他の包括利益合計 △7,137 62,135

四半期包括利益 178,123 359,593

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 137,716 328,119

非支配株主に係る四半期包括利益 40,407 31,473
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【注記事項】

（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）

　一部の連結子会社は、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より適用し、平成28年

４月１日以後に取得した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。

　これにより、損益に与える影響はありません。
 
（たな卸資産の評価方法の変更）
　当社におけるたな卸資産のうち、商品、原材料及び貯蔵品の評価方法は、従来、先入先出法による原価法

（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）により評価しておりましたが、第１四

半期連結会計期間より、総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げ

の方法）に変更しております。
　この変更は、原料小麦において、比較的安定して推移していた国内小麦相場が近年において著しく変動して

いることから、価格変動の影響をより適時にたな卸資産の評価および期間損益に反映させることが妥当と判断

したこと、および当社の国内産小麦で製造した特徴ある製品等の販売実績が定着したことを理由として行うも

のであります。また、商品、材料及び貯蔵品についても、事務処理統一の観点からこれにあわせております。
　当該会計方針の変更による影響は軽微であるため、遡及適用はしておりません。

 
（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）を第

１四半期連結会計期間から適用しております。

（四半期連結貸借対照表関係）

※　四半期連結会計期間末日満期手形
　四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理については、当四半期連結会計期間末日が金融機関の休日でした
が、満期日に決済が行われたものとして処理しております。当四半期連結会計期間末日満期手形の金額は、次の
とおりであります。

 
前連結会計年度

（平成28年３月31日）
当第３四半期連結会計期間
（平成28年12月31日）

受取手形 －千円 20,162千円

 

（四半期連結損益及び包括利益計算書関係）

前第３四半期連結累計期間（自　平成27年４月１日　至　平成27年12月31日）及び当第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）

　当社グループの売上高は、上半期と下半期とでその構成内容に季節要因による著しい相違があります。これ
は、当社グループの食品事業において、主要製品である乾麺の需要期が夏場であり、４月～８月に売上が集中す
る傾向にあるためであります。

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

　当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四
半期連結累計期間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。

 
前第３四半期連結累計期間
（自 平成27年４月１日
至 平成27年12月31日）

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）

減価償却費 227,538千円 181,549千円
 

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自　平成27年４月１日　至　平成27年12月31日）

配当金支払額

 
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成27年6月26日
定時株主総会

普通株式 54,721 6 平成27年3月31日 平成27年6月29日 利益剰余金

 
 

Ⅱ　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）

配当金支払額

 
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成28年6月29日
定時株主総会

普通株式 54,716 6 平成28年3月31日 平成28年6月30日 利益剰余金
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自　平成27年４月１日 至　平成27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：千円）

 報告セグメント 調整額
（注）１

四半期連結損益及
び包括利益計算書
計上額（注）２ 製粉 食品 計

売上高      

外部顧客への売上高 4,800,865 2,168,262 6,969,127 － 6,969,127

セグメント間の内部売上高又は振替高 118,901 2,774 121,675 △121,675 －

計 4,919,766 2,171,036 7,090,803 △121,675 6,969,127

セグメント利益 170,393 92,906 263,299 296 263,596
 

（注）１．セグメント利益の調整額296千円はセグメント間取引消去であります。
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しております。

Ⅱ　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）

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：千円）

 報告セグメント 調整額
（注）１

四半期連結損益及
び包括利益計算書
計上額（注）２ 製粉 食品 計

売上高      

外部顧客への売上高 4,410,221 2,027,237 6,437,459 － 6,437,459

セグメント間の内部売上高又は振替高 92,179 2,629 94,809 △94,809 －

計 4,502,401 2,029,867 6,532,269 △94,809 6,437,459

セグメント利益 337,139 58,079 395,218 5,973 401,192
 

（注）１．セグメント利益の調整額5,973千円はセグメント間取引消去であります。
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しております。

（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第３四半期連結累計期間
（自　平成27年４月１日
至　平成27年12月31日）

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）

１株当たり四半期純利益金額 16円15銭 29円20銭

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する四半期純利益金額
（千円）

147,318 266,272

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期
純利益金額（千円）

147,318 266,272

普通株式の期中平均株式数（株） 9,120,002 9,119,170

（注）　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。

２【その他】
　該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

平成29年２月13日

株式会社増田製粉所

取締役会　御中

 

新日本有限責任監査法人

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 小市　裕之　　　印

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 井上　正彦　　　印

 

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社増田製

粉所の平成28年４月１日から平成29年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（平成28年10月１日から平

成28年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成28年４月１日から平成28年12月31日まで）に係る四半期連結財

務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益及び包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行っ

た。

 

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する

結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し

て四半期レビューを行った。

　四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認

められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社増田製粉所及び連結子会社の平成28年12月31日現在の財政状

態及び同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重

要な点において認められなかった。

 

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

　（注）１.　上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期

報告書提出会社）が別途保管しております。

　２.　ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれておりません。
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