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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68期

第３四半期
連結累計期間

第69期
第３四半期
連結累計期間

第68期

会計期間
自平成27年９月１日
至平成28年５月31日

自平成28年９月１日
至平成29年５月31日

自平成27年９月１日
至平成28年８月31日

売上高 （千円） 11,884,416 11,914,126 15,682,337

経常利益 （千円） 1,423,784 1,314,886 1,552,976

親会社株主に帰属する四半期（当

期）純利益
（千円） 971,005 1,157,362 979,432

四半期包括利益又は包括利益 （千円） 955,398 1,182,595 947,258

純資産額 （千円） 6,179,649 8,050,579 6,986,409

総資産額 （千円） 12,206,029 14,228,940 13,019,968

１株当たり四半期（当期）

純利益金額
（円） 130.18 136.82 128.21

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 （％） 50.6 56.6 53.7

 

回次
第68期

第３四半期
連結会計期間

第69期
第３四半期
連結会計期間

会計期間
自平成28年３月１日
至平成28年５月31日

自平成29年３月１日
至平成29年５月31日

１株当たり四半期純利益金額 （円） 34.79 69.00

　（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、新たに事業等のリスクの発生、または、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の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。
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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】

　文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）が判

断したものであります。

 

(1）業績の状況

　当第３四半期連結累計期間における日本経済は、政府による経済政策や日銀の金融緩和策の継続を背景に景気は

穏やかな回復を続けております。しかしながら一方で、英国のEU離脱問題や中国をはじめとする新興国の成長鈍

化、加えて米国の政策動向に対する懸念等、景気の先行きは更に不透明な状況となっております。

　鶏卵業界におきましては、昨年春頃から鶏卵相場が過去２年間の高卵価と比べ落ち着いた値動きとなってきてお

り、当第３四半期連結累計期間（平成28年９月１日～平成29年５月31日）における鶏卵相場の北海道Ｍサイズ平均

は１キロ209円79銭（前年同期比15円36銭安）、東京Ｍサイズ平均は１キロ213円43銭（同11円97銭安）となりまし

た。

　この結果、当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高は11,914,126千円（前年同期比0.2％増）、営業利益は

1,219,539千円（同11.3％減）、経常利益は1,314,886千円（同7.6％減）、親会社株主に帰属する四半期純利益は

卵価安定基金返還額402,640千円が特別利益に計上されたことにより、1,157,362千円（同19.2％増）となりまし

た。

 

　セグメント別の業績を示すと、次のとおりであります。

①鶏卵事業

　当セグメントにおきましては、鶏卵相場が過去２年間の高卵価と比べ落ち着いた値動きとなってきましたが、販

売重量が前年比２％程度増と好調だったことから、売上金額は10,269,406千円（前年同期比0.1％増）となりまし

た。

　営業利益は、飼料価格の低下はあったものの大雛費の増加、償却負担増等による影響で1,505,063千円（同6.4％

減）となりました。

②食品事業

　当セグメントにおきましては、平成28年夏に北海道を襲った台風被害により道東・上川地方を中心にホテル等の

観光事業が影響を受けましたが、新稼働した輪厚工場の温泉卵の売上増もあり、売上金額は1,644,120千円（同

0.9％増）となりました。

　営業利益は、食肉の仕入れ価格上昇で差益確保が厳しく55,398千円（同15.8％減）となりました。

③その他

　当セグメントにおきましては、売上金額は599千円（同14.4％増）、営業利益は100千円（同70.0％増）となりま

した。

 

(2）財政状況の分析

①資産

　当第３四半期連結会計期間末における資産合計は前連結会計年度末に比べて1,208,971千円増加し14,228,940千

円となりました。

　流動資産は前連結会計年度末に比べて177,685千円増加し4,923,378千円となりました。これは、主として受取手

形及び売掛金が184,953千円増加したこと等によるものです。

　固定資産は前連結会計年度末に比べて1,031,286千円増加し9,305,561千円となりました。これは、主として有形

固定資産の取得により建物及び構築物が911,208千円、機械装置及び運搬具が252,255千円増加したこと等によるも

のです。

②負債

　当第３四半期連結会計期間末における負債合計は前連結会計年度末に比べて144,802千円増加し6,178,361千円と

なりました。

　流動負債は前連結会計年度末と比べて49,102千円増加し3,534,738千円となりました。これは、主として借入に

よる１年内返済予定の長期借入金が99,792千円増加したこと等によるものです。

　固定負債は前連結会計年度末と比べて95,699千円増加し2,643,622千円となりました。これは、主として借入に

よる長期借入金が106,618千円増加したこと等によるものです。

③純資産

　当第３四半期連結会計期間末における純資産合計は前連結会計年度末に比べて1,064,169千円増加し8,050,579千

円となりました。

　これは、主として親会社株主に帰属する四半期純利益1,157,362千円の計上等により利益剰余金が1,038,936千円

増加したこと等によるものです。
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(3）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。

 

(4）研究開発活動

　該当事項はありません。
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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 15,000,000

計 15,000,000

 

 

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29年５月31日）

提出日現在発行数（株）
（平成29年７月14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 8,459,000 8,459,000
㈱東京証券取引所

市場第一部

単元株式数

100株

計 8,459,000 8,459,000 － －

 

 

（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
（株）

発行済株式
総数残高
（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29年３月１日～

平成29年５月31日
－ 8,459,000 － 1,055,000 － 754,215
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（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。

 

（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29年２月28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29年５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） 　　　　　－ － －

完全議決権株式（その他） 普通株式　　8,457,500 84,575 －

単元未満株式 普通株式　　　　1,500 － －

発行済株式総数 8,459,000 － －

総株主の議決権 － 84,575 －

 

②【自己株式等】

平成29年５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(％)

－ － － － － －

計 － － － － －

 

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29年３月１日から平

成29年５月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成28年９月１日から平成29年５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８月31日)
当第３四半期連結会計期間

(平成29年５月31日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,949,521 2,607,434

受取手形及び売掛金 1,299,868 1,484,822

商品及び製品 133,065 140,031

仕掛品 14,966 8,028

原材料及び貯蔵品 111,630 127,408

その他 238,611 557,880

貸倒引当金 △1,971 △2,227

流動資産合計 4,745,693 4,923,378

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 4,712,651 5,623,859

機械装置及び運搬具（純額） 1,192,985 1,445,241

土地 1,197,891 1,293,601

その他（純額） 528,370 269,308

有形固定資産合計 7,631,898 8,632,010

無形固定資産 66,195 61,799

投資その他の資産   

投資有価証券 408,683 447,610

その他 168,686 165,228

貸倒引当金 △1,188 △1,087

投資その他の資産合計 576,181 611,751

固定資産合計 8,274,275 9,305,561

資産合計 13,019,968 14,228,940

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,191,836 1,198,753

電子記録債務 177,187 205,317

短期借入金 130,000 630,000

1年内返済予定の長期借入金 347,082 446,874

未払法人税等 336,641 337,657

賞与引当金 130,000 153,150

役員賞与引当金 36,500 －

その他 1,136,387 562,985

流動負債合計 3,485,635 3,534,738

固定負債   

長期借入金 2,231,942 2,338,560

退職給付に係る負債 130,168 140,753

役員退職慰労引当金 75,800 73,873

その他 110,012 90,436

固定負債合計 2,547,923 2,643,622

負債合計 6,033,559 6,178,361
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  （単位：千円）

 
前連結会計年度

(平成28年８月31日)
当第３四半期連結会計期間

(平成29年５月31日)

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,055,000 1,055,000

資本剰余金 754,215 754,215

利益剰余金 5,102,587 6,141,524

株主資本合計 6,911,802 7,950,739

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 74,607 99,839

その他の包括利益累計額合計 74,607 99,839

純資産合計 6,986,409 8,050,579

負債純資産合計 13,019,968 14,228,940
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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：千円）

 
 前第３四半期連結累計期間
(自　平成27年９月１日
　至　平成28年５月31日)

 当第３四半期連結累計期間
(自　平成28年９月１日
　至　平成29年５月31日)

売上高 11,884,416 11,914,126

売上原価 8,997,538 9,148,729

売上総利益 2,886,877 2,765,396

販売費及び一般管理費 1,511,399 1,545,856

営業利益 1,375,477 1,219,539

営業外収益   

受取利息 280 13

受取配当金 3,922 4,585

仕入割引 15,704 14,341

受取賃貸料 33,399 31,961

保険解約返戻金 － 36,813

その他 24,551 26,907

営業外収益合計 77,858 114,621

営業外費用   

支払利息 10,728 6,248

賃貸費用 13,454 12,739

株式交付費 5,000 －

その他 369 287

営業外費用合計 29,552 19,274

経常利益 1,423,784 1,314,886

特別利益   

固定資産売却益 － 1,336

投資有価証券売却益 250 －

卵価安定基金返還額 － 402,640

特別利益合計 250 403,976

特別損失   

固定資産除却損 38,309 22,693

特別損失合計 38,309 22,693

税金等調整前四半期純利益 1,385,724 1,696,169

法人税、住民税及び事業税 414,719 538,806

法人税等合計 414,719 538,806

四半期純利益 971,005 1,157,362

親会社株主に帰属する四半期純利益 971,005 1,157,362
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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：千円）

 
 前第３四半期連結累計期間
(自　平成27年９月１日
　至　平成28年５月31日)

 当第３四半期連結累計期間
(自　平成28年９月１日
　至　平成29年５月31日)

四半期純利益 971,005 1,157,362

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △15,607 25,232

その他の包括利益合計 △15,607 25,232

四半期包括利益 955,398 1,182,595

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 955,398 1,182,595
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【注記事項】

（四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理）

　（税金費用の計算）

　税金費用については、当第３四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計

適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

 

（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。

 

（四半期連結損益計算書関係）

　　業績の季節的変動

　　　当社グループでは、鶏卵相場特有の季節的変動のため、利益が第２四半期連結累計期間に偏重する傾向にあり

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（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）及びのれんの償却額は、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９月１日
至 平成28年５月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自 平成28年９月１日
至 平成29年５月31日）

減価償却費 552,452千円 630,599千円

のれんの償却額 11,212　〃 11,212　〃

 

（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９月１日　至　平成28年５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11月25日

定時株主総会
普通株式 89,508 12 平成27年８月31日 平成27年11月26日 利益剰余金

 

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自　平成28年９月１日　至　平成29年５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11月25日

定時株主総会
普通株式 118,426 14 平成28年８月31日 平成28年11月28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９月１日　至　平成28年５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
その他
（注）

合計
 鶏卵事業 食品事業 計

売上高      

外部顧客への

売上高
10,254,883 1,629,008 11,883,892 523 11,884,416

セグメント間の

内部売上高

又は振替高

－ － － － －

計 10,254,883 1,629,008 11,883,892 523 11,884,416

セグメント利益 1,608,809 65,791 1,674,601 58 1,674,660

　（注）「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、飼料及び包装資材の販売事業を含ん

でおります。

 

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主

な内容（差異調整に関する事項）

（単位：千円）
 

利益 金額

報告セグメント計 1,674,601

「その他」の区分の利益 58

全社費用（注） △299,182

四半期連結損益計算書の営業利益 1,375,477

　（注）　全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

 

３．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

該当事項はありません。
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Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自　平成28年９月１日　至　平成29年５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
その他
（注）

合計
 鶏卵事業 食品事業 計

売上高      

外部顧客への

売上高
10,269,406 1,644,120 11,913,526 599 11,914,126

セグメント間の

内部売上高

又は振替高

－ － － － －

計 10,269,406 1,644,120 11,913,526 599 11,914,126

セグメント利益 1,505,063 55,398 1,560,462 100 1,560,562

　（注）「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、飼料及び包装資材の販売事業を含ん

でおります。

 

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主

な内容（差異調整に関する事項）

（単位：千円）
 

利益 金額

報告セグメント計 1,560,462

「その他」の区分の利益 100

全社費用（注） △341,022

四半期連結損益計算書の営業利益 1,219,539

　（注）　全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

 

３．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

該当事項はありません。
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（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９月１日
至　平成28年５月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成28年９月１日
至　平成29年５月31日）

１株当たり四半期純利益金額 130.18円 136.82円

（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） 971,005 1,157,362

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）
971,005 1,157,362

普通株式の期中平均株式数（株） 7,459,000 8,459,000

　（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。

 

 

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７月14日

株式会社ホクリヨウ

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 大森　茂伸　　印

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 藤森　允浩　　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ホクリ

ヨウの平成28年９月１日から平成29年８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29年３月１日から平

成29年５月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成28年９月１日から平成29年５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、四半期連結損益計算書、四半期連結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、株式会社ホクリヨウ及び連結子会社の平成29年５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いません。
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