
  

１．平成26年３月期第１四半期の業績（平成25年４月１日～平成25年６月30日） 

  

  

（２）財政状態 

  

２．配当の状況 

  

  

  

３．平成26年３月期の業績予想（平成25年４月１日～平成26年３月31日）  
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  （百万円未満切捨て）

（１）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 四半期純利益 

  百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

26年３月期第１四半期  10,460  1.4  818  19.9  802  16.1  492  15.5

25年３月期第１四半期  10,318  2.9  682  △20.5  690  △20.6  426  △16.4

  
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 

26年３月期第１四半期  102.17  －

25年３月期第１四半期  83.62  －

  総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産 

  百万円 百万円 ％ 円 銭 

26年３月期第１四半期  18,112  7,211  39.8  1,495.36

25年３月期  17,125  6,800  39.7  1,409.99

（参考）自己資本 26年３月期第１四半期 7,211百万円   25年３月期 6,800百万円 

  
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 
25年３月期  － 10.00 － 17.00  27.00

26年３月期  －       

26年３月期（予想）   10.00 － 17.00  27.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無： 無

  （％表示は、通期は対前期、第２四半期（累計）は対前年同四半期増減率）

  売上高 営業利益 経常利益 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 

第２四半期（累計）  24,000  17.9  1,810  60.0  1,820  57.0  1,050  47.5  217.71

通期  39,000  17.4  1,480  98.6  1,500  87.7  850  71.3  176.24

（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 

  

  

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

  

  

  

  

  

（３）発行済株式数（普通株式） 

  

  
  

※  四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 

  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

  

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用： 無

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

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 26年３月期１Ｑ 5,100,000株 25年３月期 5,100,000株

②  期末自己株式数 26年３月期１Ｑ 277,112株 25年３月期 277,112株

③  期中平均株式数（四半期累計） 26年３月期１Ｑ 4,822,888株 25年３月期１Ｑ 5,099,888株

 この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開

示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了しておりません。

 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趣旨の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及び業績予想のご利用にあた

っての内容等については、四半期決算短信（添付資料）２ページ 「１．当四半期決算に関する定性的情報（３）

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）経営成績に関する説明 

 当第１四半期累計期間におけるわが国の経済は、円安・株高が進行する等、景気回復への明るい兆しやアベノ

ミクスへの期待から消費者心理の改善が見られ、自動車販売台数の回復や百貨店での高額品の売上が伸びる等、

景気は回復基調で推移いたしました。しかしながら、海外経済の動向や雇用、所得環境等は、依然として不透明

な状況が続いております。  

 飲料業界におきましては、春先からの好天・高温もあり、当第１四半期累計期間における業界全体の販売数量

は、前期比３％増（民間調査機関調べ）となりました。 

  このような状況下におきまして、当社は、昨年７月から稼働しております新ライン（炭酸・非炭酸兼用の無菌

充填ライン）による増産効果に加え、積極的に受注活動を行った結果、当第１四半期累計期間における受託製造

数量は161,741キロリットル（前期比7.0％増）、15,815千ケース（前期比4.8％増）、売上高は10,460百万円

（前期比1.4％増）となり、第１四半期としての受託製造数量及び売上高において過去最高を記録いたしまし

た。 

  この結果、当第１四半期累計期間の業績は、売上高は10,460百万円（前期比1.4％増）、営業利益は818百万円

（前期比19.9％増）、経常利益は802百万円（前期比16.1％増）、四半期純利益は492百万円（前期比15.5％増）

となりました。   

   

（２）財政状態に関する説明 

（資産）   

 当第１四半期末における流動資産は、7,067百万円となり、前事業年度末に比べ1,240百万円増加いたしまし

た。これは主に売掛金等が増加したことによるものであります。固定資産は11,044百万円となり前事業年度末に

比べ253百万円減少いたしました。 

 この結果、総資産は、18,112百万円となり、前事業年度末に比べ986百万円増加いたしました。  

（負債）  

 当第１四半期末における流動負債は、6,579百万円となり、前事業年度末に比べ673百万円増加いたしました。

これは主に買掛金や未払法人税等が増加したことによるものであります。固定負債は、4,321百万円となり、前

事業年度末に比べ97百万円減少いたしました。これは主に長期借入金が減少したことによるものであります。 

 この結果、負債合計は、10,900百万円となり、前事業年度末に比べ575百万円増加いたしました。  

（純資産） 

 当第１四半期末における純資産合計は、7,211百万円となり、前事業年度末に比べ411百万円増加いたしまし

た。これは主に利益剰余金が増加したことによるものであります。 

    

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明 

平成26年３月期の業績予想（平成25年４月１日～平成26年３月31日） 

  平成26年３月期の業績予想については、平成25年４月23日に公表しました予想に変更はありません。今後、業

績予想に関して修正の必要が生じた場合には速やかに開示する予定でおります。 

   

   

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 該当事項はありません。 

  

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示  

 該当事項はありません。 

  

   

該当事項はありません。     

   

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項

３．継続企業の前提に関する重要事象等



４．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成25年３月31日) 

当第１四半期会計期間 
(平成25年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 307,642 329,034

電子記録債権 579,036 1,328,420

売掛金 4,375,391 4,946,976

商品及び製品 37,616 31,420

原材料及び貯蔵品 161,011 218,638

前払費用 110,489 100,023

繰延税金資産 75,539 77,361

未収入金 41,222 30,156

未収消費税等 137,002 －

その他 2,186 5,693

流動資産合計 5,827,138 7,067,726

固定資産   

有形固定資産   

建物 7,385,183 7,387,868

減価償却累計額 △4,229,049 △4,281,255

建物（純額） 3,156,133 3,106,612

構築物 1,836,640 1,844,385

減価償却累計額 △1,450,344 △1,459,372

構築物（純額） 386,295 385,012

機械及び装置 22,542,874 22,593,778

減価償却累計額 △17,247,140 △17,512,077

機械及び装置（純額） 5,295,734 5,081,700

車両運搬具 56,195 56,195

減価償却累計額 △50,233 △50,984

車両運搬具（純額） 5,962 5,211

工具、器具及び備品 565,822 569,492

減価償却累計額 △478,068 △486,606

工具、器具及び備品（純額） 87,754 82,885

土地 440,755 440,755

建設仮勘定 8,590 14,075

有形固定資産合計 9,381,226 9,116,253

無形固定資産 55,724 53,450

投資その他の資産 1,861,028 1,874,610

固定資産合計 11,297,979 11,044,315

資産合計 17,125,117 18,112,041



（単位：千円）

前事業年度 
(平成25年３月31日) 

当第１四半期会計期間 
(平成25年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 3,331,059 3,714,862

短期借入金 420,000 370,000

1年内返済予定の長期借入金 398,389 455,452

未払金 1,428,504 1,382,968

未払費用 40,694 58,888

未払法人税等 68,573 305,840

未払消費税等 － 89,469

預り金 29,484 83,760

賞与引当金 150,000 100,001

役員賞与引当金 39,000 17,503

その他 318 326

流動負債合計 5,906,024 6,579,072

固定負債   

長期借入金 4,368,491 4,262,828

退職給付引当金 48,576 56,410

その他 1,788 1,788

固定負債合計 4,418,855 4,321,027

負債合計 10,324,880 10,900,099

純資産の部   

株主資本   

資本金 628,800 628,800

資本剰余金 272,400 272,400

利益剰余金 6,094,767 6,505,537

自己株式 △264,622 △264,622

株主資本合計 6,731,344 7,142,114

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 68,892 69,827

評価・換算差額等合計 68,892 69,827

純資産合計 6,800,237 7,211,941

負債純資産合計 17,125,117 18,112,041



（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

売上高 10,318,943 10,460,230

売上原価 9,074,868 9,033,841

売上総利益 1,244,075 1,426,388

販売費及び一般管理費 561,866 608,247

営業利益 682,209 818,141

営業外収益   

受取利息 272 －

受取配当金 278 383

還付消費税等 － 3,765

受取保険金 － 5,276

その他 13,492 6,582

営業外収益合計 14,043 16,007

営業外費用   

支払利息 4,463 4,518

支払補償費 － 26,432

その他 850 849

営業外費用合計 5,314 31,800

経常利益 690,938 802,347

特別損失   

固定資産売却損 － 3,156

特別損失合計 － 3,156

税引前四半期純利益 690,938 799,191

法人税、住民税及び事業税 221,500 304,000

法人税等調整額 42,980 2,432

法人税等合計 264,480 306,432

四半期純利益 426,457 492,759



   該当事項はありません。 

   

   

   該当事項はありません。 

   

   

（３）四半期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）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）


	余白埋め3: 
	余白埋め4: 
	余白埋め5: 
	余白埋め6: 
	余白埋め7: 
	余白埋め8: 
	ヘッダー１3: ジャパンフーズ㈱（2599）平成26年３月期　第１四半期決算短信（非連結）
	ヘッダー１4: ジャパンフーズ㈱（2599）平成26年３月期　第１四半期決算短信（非連結）
	ヘッダー１5: ジャパンフーズ㈱（2599）平成26年３月期　第１四半期決算短信（非連結）
	ヘッダー１6: ジャパンフーズ㈱（2599）平成26年３月期　第１四半期決算短信（非連結）
	ヘッダー１7: ジャパンフーズ㈱（2599）平成26年３月期　第１四半期決算短信（非連結）
	ヘッダー１8: ジャパンフーズ㈱（2599）平成26年３月期　第１四半期決算短信（非連結）
	フッター3: - 1 -
	フッター4: - 2 -
	フッター5: - 3 -
	フッター6: - 4 -
	フッター7: - 5 -
	フッター8: - 6 -


