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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93期

第３四半期
累計期間

第94期
第３四半期
累計期間

第93期

会計期間

自平成28年
　１月１日
至平成28年
　９月30日

自平成29年
　１月１日
至平成29年
　９月30日

自平成28年
　１月１日
至平成28年
　12月31日

売上高 （百万円） 34,334 35,474 47,115

経常利益 （百万円） 3,575 3,775 5,205

四半期（当期）純利益 （百万円） 2,401 2,586 3,431

持分法を適用した場合の投資利

益
（百万円） － － －

資本金 （百万円） 2,843 2,843 2,843

発行済株式総数 （株） 21,452,125 21,452,125 21,452,125

純資産額 （百万円） 19,998 23,436 21,139

総資産額 （百万円） 31,239 38,847 33,523

１株当たり四半期（当期）純利

益金額
（円） 121.22 132.74 173.89

潜在株式調整後１株当たり四半

期（当期）純利益金額
（円） － － －

１株当たり配当額 （円） － － 20.00

自己資本比率 （％） 64.0 60.3 63.1

 

回次
第93期

第３四半期
会計期間

第94期
第３四半期
会計期間

会計期間

自平成28年
　７月１日
至平成28年
　９月30日

自平成29年
　７月１日
至平成29年
　９月30日

１株当たり四半期純利益金額 （円） 48.04 38.04

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度にかかる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．持分法を適用した場合の投資利益については、第93期第３四半期累計期間及び第93期については関連会社が

ないため、第94期第３四半期累計期間については利益基準及び利益剰余金基準からみて重要性の乏しい関連

会社のみであるため記載しておりません。

４．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３四半期累計期間において、当社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。

　なお、平成29年５月17日に三菱商事株式会社との合弁会社PT EMINA CHEESE INDONESIAを設立しております。同社

はインドネシア共和国において当社の主力事業であるプロセスチーズの製造・販売を行う予定であります。

　当社の同社に対する議決権割合は49％であり、同社は当社の「関連会社」であります。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第３四半期累計期間において、新たな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】

　文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において当社が判断したものであります。

（１）業績の状況

　当第３四半期累計期間におけるわが国経済は、政府や日銀による経済政策、金融政策などにより企業収益や雇用

環境は改善傾向であり、個人消費は持ち直してきており、緩やかな回復傾向でありました。しかしながら諸外国の

政情不安、政策動向などによる世界経済の不確実性の影響などから、依然として先行き不透明な状況で推移いたし

ました。

　食品業界におきましては、今夏の天候不順による米や野菜などの不作で、食料品の価格上昇が懸念されます。

　当社の主力分野であるチーズ業界におきましては、我が国の昨年度のチーズ消費量が321,549トンと一昨年に続

き過去最高を更新したことが発表され、チーズは健康志向などから消費者に強く支持されている食品であることが

分かりました。

　このような情勢のなか、当社といたしましては、食の安全・安心を最重点とし、品質管理体制のさらなる強化、

販売の促進、新製品の開発、コスト低減などに努めました。

　これらの結果、当第３四半期累計期間の業績につきましては、家庭用チーズ製品の売上が順調に推移したことか

ら、売上高は35,474百万円（前年同四半期比103.3％）、売上高の増加に加え売上原価率が下がったことから、営

業利益は3,782百万円（前年同四半期比102.7％）、経常利益は3,775百万円（前年同四半期比105.6％）、四半期純

利益は2,586百万円（前年同四半期比107.7％）となりました。売上高の内訳はチーズ部門が33,818百万円（前年同

四半期比103.5％）、ナッツ部門が623百万円（前年同四半期比95.5％）、チョコレート部門が943百万円（前年同

四半期比105.2％）、その他部門89百万円（前年同四半期比89.7％）となっております。

 

 

　（２）資産、負債及び純資産の状況

　当第３四半期会計期間末の資産は、有形固定資産が2,649百万円、現金及び預金が1,749百万円、関係会社株式が

904百万円、流動資産の繰延税金資産が368百万円、原材料が223百万円増加し、売掛金が756百万円、破産更生債権

等が156百万円減少したこと等により、前事業年度末と比較し5,324百万円増加し38,847百万円となりました。ま

た、負債は短期借入金が3,500百万円、買掛金が552百万円増加し、未払法人税等が458百万円、未払消費税等が211

百万円、未払金が116百万円、預り金が106百万円減少したこと等により、前事業年度末と比較し3,027百万円増加

し、15,411百万円となりました。純資産は、四半期純利益の計上等により、前事業年度末と比較し2,297百万円増

加し23,436百万円となりました。

 

 

　（３）事業上及び財務上の対処すべき課題

　　　　当第３四半期累計期間において、当社の事業上及び財務上の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

　　　　当第３四半期累計期間の研究開発費の総額は119百万円であります。

　なお、当第３四半期累計期間において、当社の研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
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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 60,000,000

計 60,000,000

 

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９月30日）

　提出日現在発行数
（株）

（平成29年11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 21,452,125 21,452,125
㈱東京証券取引所

（市場第一部）

権利内容に何ら限定のない当社に

おける標準となる株式であり、単

元株式数は100株であります。

計 21,452,125 21,452,125 － －

 

 

（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７月１日～

平成29年９月30日
－ 21,452,125 － 2,843,203 － 800,000

 

（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。

 

EDINET提出書類

六甲バター株式会社(E00337)

四半期報告書

 4/14



（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６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29年６月30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）
（自己保有株式）

普通株式　　1,967,500
－

権利内容に何ら限定のな

い当社における標準とな

る株式

完全議決権株式（その他） 普通株式　 19,462,000 194,620 同上

単元未満株式 普通株式　　　 22,625 － －

発行済株式総数 21,452,125 － －

総株主の議決権 － 194,620 －

  （注）「完全議決権株式（その他）」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が2,000株（議決権の数20個）

含まれております。

 

②【自己株式等】

平成29年６月30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(％)

　（自己保有株式）

六甲バター株式会社

神戸市中央区坂口

通一丁目３番13号
1,967,500 － 1,967,500 9.17

計 － 1,967,500 － 1,967,500 9.17

  （注）上記のほか株主名簿上は当社名義になっておりますが、実質的に所有していない株式2,000株が（議決権の数20

個）あります。

　なお、当該株式数は、前記「発行済株式」の「完全議決権株式（その他）」の欄に含めております。

 

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】

１．四半期財務諸表の作成方法について

　当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第63

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３四半期会計期間（平成29年７月１日から平成29

年９月30日まで）及び第３四半期累計期間（平成29年１月１日から平成29年９月30日まで）に係る四半期財務諸表に

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。

 

３．四半期連結財務諸表について

　当社は、子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。
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１【四半期財務諸表】

（１）【四半期貸借対照表】

  （単位：千円）

 
前事業年度

(平成28年12月31日)
当第３四半期会計期間
(平成29年９月30日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 11,112,418 12,861,852

受取手形 6,856 5,920

電子記録債権 206,844 193,301

売掛金 10,796,974 10,040,155

商品及び製品 1,676,143 1,675,336

仕掛品 51,349 54,447

原材料 1,144,565 1,367,959

前払費用 48,448 52,083

繰延税金資産 471,442 839,519

未収入金 8,206 25,601

短期貸付金 3,260 3,492

その他 40,466 41,320

貸倒引当金 △12,500 △9,500

流動資産合計 25,554,478 27,151,491

固定資産   

有形固定資産   

建物 5,523,456 5,550,090

減価償却累計額 △3,773,733 △3,884,021

建物（純額） 1,749,723 1,666,069

構築物 432,351 432,351

減価償却累計額 △371,228 △380,056

構築物（純額） 61,122 52,294

機械及び装置 11,769,855 11,864,108

減価償却累計額 △9,329,456 △9,762,662

機械及び装置（純額） 2,440,398 2,101,446

車両運搬具 108,748 110,311

減価償却累計額 △93,638 △96,676

車両運搬具（純額） 15,110 13,635

工具、器具及び備品 552,897 552,550

減価償却累計額 △514,937 △513,105

工具、器具及び備品（純額） 37,960 39,445

土地 1,154,411 3,973,700

建設仮勘定 125,133 386,974

有形固定資産合計 5,583,860 8,233,565

無形固定資産   

電話加入権 11,091 11,091

商標権 5,548 5,086

ソフトウエア 17,862 12,584

ソフトウエア仮勘定 61,118 189,807

無形固定資産合計 95,621 218,570
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  （単位：千円）

 
前事業年度

(平成28年12月31日)
当第３四半期会計期間
(平成29年９月30日)

投資その他の資産   

投資有価証券 1,191,847 1,322,271

関係会社株式 － 904,320

従業員に対する長期貸付金 5,127 4,033

破産更生債権等 156,423 －

長期前払費用 20,477 12,283

前払年金費用 852,349 896,423

その他 116,764 120,205

貸倒引当金 △53,601 △15,301

投資その他の資産合計 2,289,389 3,244,237

固定資産合計 7,968,871 11,696,373

資産合計 33,523,350 38,847,864

負債の部   

流動負債   

支払手形 43,085 5,359

電子記録債務 65,647 43,141

買掛金 3,266,888 3,819,373

短期借入金 1,500,000 5,000,000

リース債務 1,453 1,453

未払金 263,692 147,093

未払法人税等 1,188,990 730,003

未払消費税等 361,442 149,865

未払費用 3,861,202 3,779,859

預り金 147,715 41,647

設備関係支払手形 8,024 34,532

株主優待引当金 5,700 －

役員賞与引当金 73,000 －

その他 11,812 11,318

流動負債合計 10,798,654 13,763,650

固定負債   

リース債務 6,177 5,088

退職給付引当金 1,196,908 1,189,701

長期未払金 257,577 257,577

繰延税金負債 111,151 181,877

その他 13,837 13,487

固定負債合計 1,585,653 1,647,732

負債合計 12,384,307 15,411,382
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  （単位：千円）

 
前事業年度

(平成28年12月31日)
当第３四半期会計期間
(平成29年９月30日)

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,843,203 2,843,203

資本剰余金   

資本準備金 800,000 800,000

その他資本剰余金 1,722,740 1,722,740

資本剰余金合計 2,522,740 2,522,740

利益剰余金   

その他利益剰余金   

固定資産圧縮積立金 86,891 86,891

別途積立金 12,600,000 15,600,000

繰越利益剰余金 4,837,190 4,033,797

利益剰余金合計 17,524,082 19,720,688

自己株式 △2,314,436 △2,314,761

株主資本合計 20,575,589 22,771,871

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 554,137 644,124

繰延ヘッジ損益 9,315 20,485

評価・換算差額等合計 563,452 664,610

純資産合計 21,139,042 23,436,481

負債純資産合計 33,523,350 38,847,864
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（２）【四半期損益計算書】

【第３四半期累計期間】

  （単位：千円）

 
前第３四半期累計期間
(自　平成28年１月１日
　至　平成28年９月30日)

当第３四半期累計期間
(自　平成29年１月１日
　至　平成29年９月30日)

売上高 34,334,421 35,474,227

売上原価 18,263,529 18,658,755

売上総利益 16,070,892 16,815,471

販売費及び一般管理費 12,388,865 13,033,036

営業利益 3,682,027 3,782,435

営業外収益   

受取利息 2,930 3,372

受取配当金 11,078 13,778

収入賃貸料 16,542 17,390

資材売却益 6,574 7,471

その他 9,427 8,709

営業外収益合計 46,553 50,723

営業外費用   

支払利息 8,085 7,616

為替差損 132,246 20,493

支払手数料 1,000 15,000

賃貸資産費用 2,691 2,827

遊休資産費用 7,282 5,557

その他 1,397 6,552

営業外費用合計 152,703 58,046

経常利益 3,575,877 3,775,111

特別利益   

固定資産売却益 99 －

特別利益合計 99 －

特別損失   

固定資産廃棄損 7,592 5,479

減損損失 6,850 0

特別損失合計 14,443 5,479

税引前四半期純利益 3,561,533 3,769,632

法人税、住民税及び事業税 1,579,000 1,524,000

法人税等調整額 △418,501 △340,667

法人税等合計 1,160,498 1,183,332

四半期純利益 2,401,035 2,586,299
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【注記事項】

（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

四半期会計期間から適用しております。

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

　当第３四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・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３四半期累計期間

（自 平成28年１月１日
至 平成28年９月30日）

当第３四半期累計期間
（自 平成29年１月１日
至 平成29年９月30日）

減価償却費 699,579千円 606,475千円

 

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第３四半期累計期間（自　平成28年１月１日　至　平成28年９月30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３月29日

定時株主総会
普通株式 359,748 17.5 平成27年12月31日 平成28年３月30日 利益剰余金

 

Ⅱ　当第３四半期累計期間（自　平成29年１月１日　至　平成29年９月30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29年３月29日

定時株主総会
普通株式 389,692 20.0 平成28年12月31日 平成29年３月30日 利益剰余金

 

（持分法損益等）

　前第３四半期累計期間は関連会社が存在しないため、当第３四半期累計期間は利益基準及び利益剰余金基準か

らみて重要性の乏しい関連会社のみであるため、記載を省略しております。
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

　前第３四半期累計期間（自　平成28年１月１日　至　平成28年９月30日）及び当第３四半期累計期間（自　

平成29年１月１日　至　平成29年９月30日）

　当社の事業は、チーズ類、ナッツ類及びチョコレート類等の食料品の製造・販売業であり、単一セグメント

であるため、記載を省略しております。

 

（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、次のとおりであります。

 
前第３四半期累計期間

（自　平成28年１月１日
至　平成28年９月30日）

当第３四半期累計期間
（自　平成29年１月１日
至　平成29年９月30日）

１株当たり四半期純利益金額 121円22銭 132円74銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益金額（千円） 2,401,035 2,586,299

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る四半期純利益金額（千円） 2,401,035 2,586,299

普通株式の期中平均株式数（株） 19,806,508 19,484,548

（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11月13日

六甲バター株式会社

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 小竹　伸幸　　印

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 上田　美穂　　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」に掲げられている六甲バター株式

会社の平成29年１月１日から平成29年12月31日までの第94期事業年度の第３四半期会計期間（平成29年７月１日から平成

29年９月30日まで）及び第３四半期累計期間（平成29年１月１日から平成29年９月30日まで）に係る四半期財務諸表、す

なわち、四半期貸借対照表、四半期損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財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表を

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

る四半期財務諸表の作成基準に準拠して、六甲バター株式会社の平成29年９月30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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