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1. 平成26年3月期第3四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25年12月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(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 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

26年3月期第3四半期 36,016 △1.2 203 △70.0 147 △77.2 146 △75.0
25年3月期第3四半期 36,462 △5.9 677 2.7 644 4.0 585 30.3

（注）包括利益 26年3月期第3四半期 258百万円 （△56.6％） 25年3月期第3四半期 596百万円 （22.3％）

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3四半期 1.65 ―
25年3月期第3四半期 6.57 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第3四半期 30,411 4,868 14.2
25年3月期 27,455 4,618 14.9
（参考）自己資本 26年3月期第3四半期 4,316百万円 25年3月期 4,084百万円

2. 配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無  

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 ― ― ― 0.00 0.00
26年3月期 ― ― ―
26年3月期（予想） 0.00 0.00

3. 平成26年 3月期の連結業績予想（平成25年 4月 1日～平成26年 3月31日）  
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無  

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

通期 46,000 1.1 △150 ― △260 ― △320 ― △3.59



(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） ： 無 

(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 

(4) 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 
 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ますが、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および合理的であると判断する一定の前提に基づいており、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。業績予想の背景等については、四半期決算短信【添付資料】３ページ「１．当四半期決算に関
する定性的情報（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。 

※ 注記事項

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 無
②①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3Q 89,100,000 株 25年3月期 89,100,000 株
② 期末自己株式数 26年3月期3Q 62,271 株 25年3月期 61,771 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期3Q 89,038,129 株 25年3月期3Q 89,039,286 株
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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 

 当第３四半期連結累計期間のわが国経済は、個人消費の持ち直しや公共投資の増加により緩や

かな回復が続いたものの、本格的なデフレ状況からの脱却には至りませんでした。食品業界にお

きましては、円安に伴う原材料輸入価格の高止まりが企業収益を圧迫するなど、厳しい経営環境

が続きました。 

このような状況のなか当社グループは、「２ヵ年経営計画」のもと、経営資源の選択と集中によ

り構造改革を進め、収益基盤の改善と持続的な事業発展を目指してまいりました。 

当第３四半期連結累計期間の売上高は、肉類の売上が増加したものの、魚肉ねり製品の販売数

量減少や、平成 24 年６月をもって畜産用飼料の自社生産を中止した影響もあり 360 億 16 百万円

（前年同期比 1.2％減少）となりました。損益面におきましては、魚肉ねり製品の売上減少や食

肉加工品の原材料価格の高騰などにより、営業利益２億３百万円（前年同期比 70.0％減少）、経

常利益１億 47 百万円（前年同期比 77.2％減少）、四半期純利益１億 46 百万円（前年同期比 75.0％

減少）となりました。 

 

当第３四半期連結累計期間のセグメントの業績は、次のとおりです。 

 

①水産食品事業 

 水産食品事業におきましては、市場の縮小傾向が続くなか、当社は魚肉ねり製品の販売数量が

減少したことにより、減収となりました。 

これらにより、売上高は 27 億 27 百万円（前年同期比 21.0％減少）、セグメント損失（営業損

失）は 70 百万円（前年同期はセグメント利益（営業利益）99 百万円）となりました。 

 

②畜産食品事業 

 畜産食品事業におきましては、豚肉の輸入量が減少したこともあり、国産豚肉の生産量は増加

いたしました。こうしたなか、当社は豚肉を中心とした肉類の販売に注力したことにより、増収

となりました。 

これらにより、売上高は 146 億 59 百万円（前年同期比 5.6％増加）となったものの、食肉加工

品の原材料価格の高騰や肉類の販売単価下落によりセグメント利益（営業利益）は 86 百万円（前

年同期比 74.8％減少）となりました。 

 

③飼料事業 

飼料事業におきましては、当社は畜産用飼料の自社生産を中止した影響や養魚用飼料の販売数

量が減少したことなどにより、減収となりました。 

これらにより、売上高は 171 億６百万円（前年同期比 3.2％減少）、セグメント利益（営業利益）

は８億 59 百万円（前年同期比 6.4％減少）となりました。 

 

（２）財政状態に関する説明 

当第３四半期連結会計期間末の総資産は前連結会計年度末に比べ 29 億 55 百万円増加し、純資

産が２億 49 百万円増加した結果、自己資本比率は 14.2％となりました。 

変動の主なものは、資産では受取手形及び売掛金が 20 億 32 百万円増加し、負債では買掛金が

14 億 71 百万円増加いたしました。 
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（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

 今後の見通しにつきましては、国内景気の緩やかな回復が期待されるものの、食品業界におい

ては消費者の低価格志向が続くなか、原材料輸入価格が高止まりしており、当社グループを取り

巻く環境は厳しい状況が続くと予想されます。 

しかしながら、当社グループの当第３四半期連結累計期間の業績は概ね予想どおり推移してお

り、平成 25 年 11 月 11 日に発表の通期の業績予想に修正はありません。 

 

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 

 

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

該当事項はありません。 

 

（２）四半期連結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。 

 

（３）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。 
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３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,319,260 2,324,762

受取手形及び売掛金 4,892,362 6,924,773

商品及び製品 1,774,538 2,037,858

仕掛品 1,980,148 1,835,543

原材料及び貯蔵品 1,255,004 1,437,131

その他 407,483 179,832

貸倒引当金 △65,971 △92,963

流動資産合計 12,562,825 14,646,939

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 4,025,322 3,903,043

土地 4,292,520 4,289,538

その他（純額） 1,833,998 1,931,831

有形固定資産合計 10,151,841 10,124,414

無形固定資産 60,599 55,167

投資その他の資産   

破産更生債権等 2,916,150 3,665,424

その他 3,148,302 3,280,972

貸倒引当金 △1,384,502 △1,361,719

投資その他の資産合計 4,679,950 5,584,676

固定資産合計 14,892,390 15,764,258

資産合計 27,455,216 30,411,198

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,614,288 5,085,620

短期借入金 9,728,101 10,845,142

未払法人税等 27,471 43,365

賞与引当金 232,861 116,468

その他 2,119,900 2,156,385

流動負債合計 15,722,623 18,246,981

固定負債   

長期借入金 4,519,152 4,462,786

退職給付引当金 1,677,346 1,703,151

資産除去債務 5,661 5,753

その他 911,497 1,123,678

固定負債合計 7,113,658 7,295,369

負債合計 22,836,282 25,542,351
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,415,020 3,415,020

資本剰余金 5,989 5,989

利益剰余金 346,773 493,291

自己株式 △6,379 △6,421

株主資本合計 3,761,403 3,907,880

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 321,238 406,600

為替換算調整勘定 2,188 2,375

その他の包括利益累計額合計 323,427 408,976

少数株主持分 534,103 551,990

純資産合計 4,618,934 4,868,846

負債純資産合計 27,455,216 30,411,198

- 5 -

林兼産業㈱（2286）　平成26年3月期 第3四半期決算短信



（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24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31日) 

売上高 36,462,121 36,016,180

売上原価 30,764,676 30,893,862

売上総利益 5,697,444 5,122,318

販売費及び一般管理費 5,019,949 4,918,975

営業利益 677,495 203,343

営業外収益   

受取配当金 49,915 51,306

設備賃貸料 52,183 61,290

その他 148,444 102,504

営業外収益合計 250,543 215,100

営業外費用   

支払利息 233,695 238,692

その他 50,098 32,604

営業外費用合計 283,794 271,296

経常利益 644,245 147,147

特別利益   

受取賠償金 70,179 87,775

その他 － 72

特別利益合計 70,179 87,848

特別損失   

固定資産売却損 25,272 －

固定資産廃棄損 8,467 4,719

減損損失 6,034 2,982

特別損失合計 39,774 7,701

税金等調整前四半期純利益 674,650 227,294

法人税、住民税及び事業税 59,378 62,800

法人税等調整額 4,344 △3,920

法人税等合計 63,723 58,880

少数株主損益調整前四半期純利益 610,927 168,414

少数株主利益 25,842 21,896

四半期純利益 585,084 146,518
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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24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 610,927 168,414

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △15,501 90,259

持分法適用会社に対する持分相当額 1,240 206

その他の包括利益合計 △14,260 90,466

四半期包括利益 596,667 258,880

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 565,462 232,067

少数株主に係る四半期包括利益 31,204 26,813
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当第３四半期連結累計期間(自 平成25年４月１日 至 平成25年12月31日） 

 該当事項はありません。 

  

当第３四半期連結累計期間(自 平成25年４月１日 至 平成25年12月31日） 

 該当事項はありません。 

  

Ⅰ  前第３四半期連結累計期間(自  平成24年４月１日  至  平成24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 

(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、不動産事業、情報処理事業及び冷蔵

倉庫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) 

(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。 

  

（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）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

（セグメント情報等）

          (単位：千円)

 

報告セグメント
その他 
（注)

合計

水産食品事業 畜産食品事業 飼料事業 計

売上高            

  外部顧客への売上高 3,451,961 13,885,148 17,670,422 35,007,533 1,454,587 36,462,121

  セグメント間の内部売上高 
  又は振替高

6,867 98,798 1,040,797 1,146,463 299,505 1,445,968

計 3,458,829 13,983,947 18,711,219 36,153,996 1,754,092 37,908,089

セグメント利益 99,453 343,120 918,988 1,361,562 132,654 1,494,216
 

  (単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 1,361,562

「その他」の区分の利益 132,654

セグメント間取引消去 29,852

全社費用(注) △846,573

四半期連結損益計算書の営業利益 677,495
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Ⅱ  当第３四半期連結累計期間(自  平成25年４月１日  至  平成25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 

(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、不動産事業、情報処理事業及び冷蔵

倉庫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) 

(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。 

  

  

          (単位：千円)

 

報告セグメント
その他 
（注)

合計

水産食品事業 畜産食品事業 飼料事業 計

売上高            

  外部顧客への売上高 2,727,136 14,659,702 17,106,758 34,493,597 1,522,582 36,016,180

  セグメント間の内部売上高 
  又は振替高

7,880 94,160 1,247,640 1,349,681 302,111 1,651,793

計 2,735,016 14,753,863 18,354,399 35,843,279 1,824,694 37,667,973

セグメント利益又は損失
（△）

△70,908 86,353 859,955 875,400 139,005 1,014,406
 

  (単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 875,400

「その他」の区分の利益 139,005

セグメント間取引消去 28,031

全社費用(注) △839,094

四半期連結損益計算書の営業利益 203,343
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