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(百万円未満切捨て)

１．平成30年３月期第１四半期の連結業績（平成29年４月１日～平成29年６月30日）

（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
親会社株主に帰属
する四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

30年３月期第１四半期 3,135 7.9 62 △26.9 72 △26.8 24 △52.3

29年３月期第１四半期 2,906 14.5 85 36.9 99 33.8 52 75.6
(注) 包括利益 30年３月期第１四半期 44百万円( 7.3％) 29年３月期第１四半期 41百万円( 49.8％)
　

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

30年３月期第１四半期 5.29 －

29年３月期第１四半期 11.09 －
　　

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

30年３月期第１四半期 12,360 6,032 48.8

29年３月期 12,240 6,044 49.4
(参考) 自己資本 30年３月期第１四半期 6,032百万円 29年３月期 6,044百万円
　　　

２．配当の状況

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

29年３月期 － 0.00 － 12.00 12.00

30年３月期 －

30年３月期(予想) 0.00 － 9.00 9.00
(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無
　 29年３月期期末配当金の内訳 普通配当 9円00銭 記念配当 3円00銭
　　　

３．平成30年３月期の連結業績予想（平成29年４月１日～平成30年３月31日）

(％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率)

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属
する当期純利益

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) 7,391 10.2 357 △0.1 379 △0.4 184 7.2 39.29

通期 14,560 9.1 611 44.3 644 28.7 366 66.9 77.79
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無
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※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

　 (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

新規 ―社（社名） 、除外 ―社（社名）
　　

（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

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
　　

（４）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 30年３月期１Ｑ 4,746,000株 29年３月期 4,746,000株

② 期末自己株式数 30年３月期１Ｑ 40,889株 29年３月期 40,889株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 30年３月期１Ｑ 4,705,111株 29年３月期１Ｑ 4,705,111株
　
　

※ 四半期決算短信は四半期レビューの対象外です

※ 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予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき判断したものであり、実際
の業績は今後の様々な要因により予想数値と異なる可能性があります。なお、上記予想に関する事項は、四半期決
算短信[添付資料]２ページ、「（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。
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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１四半期連結累計期間におけるわが国の経済状況は、企業収益や雇用環境の改善などを背景に緩やかな回復

基調が続きました。一方、個人消費については、暮らし向きや収入の増え方などに関する消費者意識の低迷に表れ

ているように、力強さを欠いた状況となりました。

当社グループを取り巻く経営環境につきましても、主原料（魚粉・小麦粉・大豆等）の価格は総じて高止まりで

推移しているほか、消費者の低価格志向は根強く、企業間の価格競争が続く厳しい経営環境が続いております。

このような環境の下、当社グループでは、「企業収益力の向上」、「生産力・販売力の強化」、「研究開発の強

化」、「マネジメントの改革」に取り組んでまいりました。

その結果、当第１四半期連結累計期間の業績は、売上高31億35百万円（前年同期比7.9％増）、営業利益62百万

円（前年同期比26.9％減）、経常利益72百万円（前年同期比26.8％減）、親会社株主に帰属する四半期純利益24百

万円（前年同期比52.3％減）と増収減益になりました。

セグメント別の業績を示すと次のとおりです。

①水産事業

主力のエビ飼料類は、国内の養殖環境も良好で夏エビ育成用飼料及び冬エビ種苗用飼料の販売が順調に推移し前

年同期を上回りました。また、海外向けに関しても、平成28年４月に開設した海外事業部の効果が表れ、前年同期

を上回りました。魚飼料類は、赤潮等の被害もなく概ね堅調な推移となりましたが、マダイ飼料類は取引先の在池

尾数の減少などにより前年同期を下回りました。

その結果、売上高は19億46百万円（前年同期比4.8％増）、セグメント利益は83百万円（前年同期比8.3％減）と

なりました。

②食品事業

食品事業では、主力の皿うどん類やカップ類、ラーメン類及び即席めん類は順調に推移しました。他方、うどん

類、そば類及びそうめん類は前期を下回りました。

子会社では平成28年７月に子会社化した株式会社なかしまの業績が前年同期比較において含まれております。

その結果、売上高は11億89百万円（前年同期比13.2％増）、セグメント利益は71百万円（前年同期比29.3％減）

となりました。

（２）財政状態に関する説明

当第１四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末と比べ１億19百万円増加し、123億60百万円となり

ました。これは、主として投資その他の資産の増加によるものです。

負債は、前連結会計年度末と比べ１億31百万円増加し、63億27百万円となりました。これは、主として長期借入

金が１億76百万円減少しましたが、短期借入金が３億79百万円増加したことなどによるものです。

純資産は、前連結会計年度末と比べ11百万円減少し、60億32百万円となりました。これは、主としてその他有価

証券評価差額金が19百万円増加しましたが、利益剰余金が31百万円減少したことなどによるものです。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

当社グループの売上高は、第１四半期連結会計期間より第２四半期連結会計期間及び第３四半期連結会計期間の

割合が高くなる季節的変動があります。また、連結業績予想につきましては、平成29年５月16日に公表しました

「平成29年３月期決算短信」における業績予想に変更はありません。
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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成29年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成29年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,575,417 2,254,351

受取手形及び売掛金 1,621,062 1,938,890

商品及び製品 464,502 540,063

仕掛品 143,098 140,148

原材料及び貯蔵品 1,065,557 977,802

その他 162,333 180,861

貸倒引当金 △11,801 △11,789

流動資産合計 6,020,171 6,020,329

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,370,001 1,354,097

機械装置及び運搬具（純額） 795,264 771,449

土地 2,100,777 2,100,777

その他（純額） 349,453 387,417

有形固定資産合計 4,615,498 4,613,741

無形固定資産

のれん 508,056 482,478

その他 42,306 56,210

無形固定資産合計 550,363 538,688

投資その他の資産

投資その他の資産 1,095,296 1,228,411

貸倒引当金 △40,774 △40,774

投資その他の資産合計 1,054,522 1,187,637

固定資産合計 6,220,384 6,340,068

資産合計 12,240,555 12,360,397

決算短信（宝印刷） 2017年08月09日 15時05分 5ページ（Tess 1.50(64) 20160317_01）



株式会社ヒガシマル(2058) 平成30年３月期 第１四半期決算短信

― 4 ―

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成29年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成29年６月30日)

負債の部

流動負債

買掛金 734,874 825,814

短期借入金 1,511,392 1,891,358

未払法人税等 164,062 19,667

賞与引当金 136,887 110,085

その他 491,520 490,289

流動負債合計 3,038,736 3,337,214

固定負債

長期借入金 2,339,586 2,163,578

役員退職慰労引当金 448,984 454,449

退職給付に係る負債 84,440 82,083

その他 284,233 290,207

固定負債合計 3,157,243 2,990,317

負債合計 6,195,980 6,327,532

純資産の部

株主資本

資本金 603,900 603,900

資本剰余金 458,400 458,400

利益剰余金 4,911,851 4,880,281

自己株式 △28,968 △28,968

株主資本合計 5,945,182 5,913,612

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 99,392 119,252

その他の包括利益累計額合計 99,392 119,252

純資産合計 6,044,575 6,032,864

負債純資産合計 12,240,555 12,360,397
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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１四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第１四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年６月30日)

売上高 2,906,441 3,135,266

売上原価 2,297,158 2,507,345

売上総利益 609,282 627,921

販売費及び一般管理費

運賃諸掛 99,248 109,001

給料及び賞与 123,450 130,259

賞与引当金繰入額 23,969 26,746

退職給付費用 4,001 4,848

役員退職慰労引当金繰入額 4,865 5,465

その他 268,156 289,050

販売費及び一般管理費合計 523,691 565,370

営業利益 85,590 62,550

営業外収益

受取利息 280 295

受取配当金 2,200 2,034

補助金収入 － 7,198

雑収入 31,655 10,974

営業外収益合計 34,136 20,502

営業外費用

支払利息 4,532 4,493

為替差損 13,583 3,130

雑損失 2,121 2,555

営業外費用合計 20,237 10,179

経常利益 99,489 72,873

税金等調整前四半期純利益 99,489 72,873

法人税、住民税及び事業税 42,101 27,800

法人税等調整額 5,224 20,181

法人税等合計 47,326 47,982

四半期純利益 52,163 24,891

非支配株主に帰属する四半期純利益 － －

親会社株主に帰属する四半期純利益 52,163 24,891
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四半期連結包括利益計算書

第１四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第１四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年６月30日)

四半期純利益 52,163 24,891

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △11,236 19,859

繰延ヘッジ損益 779 －

その他の包括利益合計 △10,456 19,859

四半期包括利益 41,706 44,751

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 41,706 44,751

非支配株主に係る四半期包括利益 － －
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（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）

該当事項はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

当第１四半期連結累計期間(自 平成29年４月１日 至 平成29年６月30日)

該当事項はありません。

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間(自 平成28年４月１日 至 平成28年６月30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

合計
調整額
(注)１

四半期連結
損益計算書
計上額
(注)２水産事業 食品事業

売上高

外部顧客への売上高 1,856,188 1,050,253 2,906,441 － 2,906,441

セグメント利益 90,917 101,000 191,918 △92,429 99,489

(注) １ セグメント利益の調整額△92,429千円は、各報告セグメントに帰属しない全社費用等であり、提出会社の管

理部門に係る販売費及び一般管理費81,220千円、営業外収益3,528千円、営業外費用14,736千円であります。

２ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間(自 平成29年４月１日 至 平成29年６月30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

合計
調整額
(注)１

四半期連結
損益計算書
計上額
(注)２水産事業 食品事業

売上高

外部顧客への売上高 1,946,162 1,189,103 3,135,266 － 3,135,266

セグメント利益 83,368 71,433 154,802 △81,929 72,873

(注) １ セグメント利益の調整額△81,929千円は、各報告セグメントに帰属しない全社費用等であり、提出会社の管

理部門に係る販売費及び一般管理費76,673千円、営業外収益2,938千円、営業外費用8,194千円であります。

２ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。
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