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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53期

第２四半期累計期間
第54期

第２四半期累計期間
第53期

会計期間
自平成27年４月１日
至平成27年９月30日

自平成28年４月１日
至平成28年９月30日

自平成27年４月１日
至平成28年３月31日

売上高 （千円） 3,720,899 3,903,291 7,814,652

経常利益 （千円） 101,905 197,012 289,307

四半期（当期）純利益 （千円） 85,302 202,915 297,386

持分法を適用した場合の投資利益 （千円） － － －

資本金 （千円） 1,989,630 1,989,630 1,989,630

発行済株式総数 （千株） 9,610 9,610 9,610

純資産額 （千円） 6,634,843 6,964,818 6,856,952

総資産額 （千円） 8,460,381 8,612,889 8,789,888

１株当たり四半期（当期）純利益 （円） 8.93 21.24 31.12

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益
（円） － － －

１株当たり配当額 （円） － － 10.00

自己資本比率 （％） 78.4 80.9 78.0

営業活動による

キャッシュ・フロー
（千円） 72,192 240,524 538,492

投資活動による

キャッシュ・フロー
（千円） △25,177 △11,477 △34,672

財務活動による

キャッシュ・フロー
（千円） △95,593 △95,519 △95,743

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高
（千円） 885,497 1,475,679 1,342,151

 

回次
第53期

第２四半期会計期間
第54期

第２四半期会計期間

会計期間
自平成27年７月１日
至平成27年９月30日

自平成28年７月１日
至平成28年９月30日

１株当たり四半期純利益 （円） 6.74 4.40

　（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は、持分法適用会社がない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２四半期累計期間において、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２四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２四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】

(１)経営成績の分析

当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、雇用・所得環境の改善が続く中で緩やかな回復基調が続いている

ものの、個人消費は足踏みの状態であり、英国のＥＵ離脱問題、国内外の景気や為替の動向等の影響を受けて、わ

が国の景気が下振れするリスクがあり、景気の先行きは不透明な状況であります。

食品業界、特に即席めん業界では、厳しい価格競争が続いている上に、食の安全・安心を求める消費者意識の高

まりや、人手不足・労働コストの上昇など、依然として厳しい経営環境が続いております。

このような状況の中で、当社では、主力製品である棒ラーメンの海外売上拡大や皿うどんのテコ入れ策の推進、

コスト削減等の経営効率化に取り組んでまいりました。その結果、棒ラーメンや皿うどんの売上を順調に拡大する

ことができ、売上高は3,903百万円（前年同四半期比4.9％増）となりました。

また、損益面につきましては、売上拡大に加えて、原価の低減をはじめとする収益改善のための諸施策の効果も

あり、営業利益は183百万円（前年同四半期比104.1％増）、経常利益は197百万円（前年同四半期比93.3％増）、

四半期純利益は202百万円（前年同四半期比137.9％増）となり、利益水準を大幅に向上させることができまし

た。

 

(２)財政状態の分析

当第２四半期会計期間末における総資産は、前事業年度末に比べ、176百万円減少しました。これは主に現金及

び預金が133百万円増加したものの、受取手形及び売掛金が169百万円、減価償却等により有形固定資産が148百万

円減少したこと等によるものであります。

また、負債は、前事業年度末に比べ、284百万円減少しました。これは主に支払手形及び買掛金が205百万円、未

払金が57百万円減少したこと等によるものであります。

 

(３)キャッシュ・フローの状況

当第２四半期累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末に比べ133百万

円増加し、資金残高は1,475百万円となりました。

 

当第２四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果得られた資金は240百万円となり、前年同四半期と比べ168百万円増加しました。これは主に仕

入債務の増減額が212百万円減少したものの、売上債権の増減額が324百万円、税引前四半期純利益が94百万円増

加したこと等によるものであります。

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果使用した資金は11百万円となり、前年同四半期と比べ13百万円減少しました。これは主に有形

固定資産の取得による支出が13百万円減少したこと等によるものであります。

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果使用した資金は95百万円となり、前年同四半期とほぼ同額となりました。

 

(４)事業上及び財務上の対処すべき課題

当第２四半期累計期間において、当社が対処すべき課題について重要な変更はありません。

 

(５)研究開発活動

当第２四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。

なお、研究開発費として特に計上すべき金額はありません。
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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 13,750,000

計 13,750,000

 

②【発行済株式】

種類
第２四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成28年９月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成28年11月11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 9,610,000 9,610,000 福岡証券取引所
単元株式数

1,000株

計 9,610,000 9,610,000 － －

 

（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28年７月１日～

平成28年９月30日
－ 9,610,000 － 1,989,630 － 1,989,711
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（６）【大株主の状況】

  平成28年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合(％)

西部瓦斯株式会社 福岡市博多区千代一丁目17－１ 3,205 33.35

サンヨー食品株式会社 東京都港区赤坂三丁目５－２ 1,925 20.03

株式会社福岡銀行 福岡市中央区天神二丁目13－１ 416 4.33

凸版印刷株式会社 東京都台東区台東一丁目５－１ 308 3.20

丸東産業株式会社 福岡県小郡市干潟892－１ 258 2.69

株式会社シマ・クリエイティブハウス 東京都港区南青山七丁目４－20 219 2.28

藤田喜代子 福岡市南区 218 2.27

大陽製粉株式会社 福岡市中央区那の津四丁目２－22 209 2.17

株式会社福岡中央銀行 福岡市中央区大名二丁目12－１ 192 2.00

日本トーカンパッケージ株式会社 東京都品川区東五反田二丁目18－１ 171 1.78

計 － 7,122 74.11

 

（７）【議決権の状況】

①【発行済株式】

 平成28年９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）  普通株式         54,000 － －

 完全議決権株式（その他）  普通株式      9,534,000          9,534 －

 単元未満株式  普通株式         22,000 －  1単元（1,000株）未満の株式

 発行済株式総数                9,610,000 － －

 総株主の議決権 －          9,534 －

 

②【自己株式等】

 平成28年９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(％)

株式会社マルタイ
福岡市西区今宿青木

1042番地１
54,000 － 54,000 0.56

計 － 54,000 － 54,000 0.56

 

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２四半期会計期間（平成28年７月１日から平成28

年９月30日まで）及び第２四半期累計期間（平成28年４月１日から平成28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。

EDINET提出書類

株式会社　マルタイ(E00497)

四半期報告書

 6/14



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３月31日)
当第２四半期会計期間
(平成28年９月30日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,342,151 1,475,679

受取手形及び売掛金 1,895,377 1,726,190

商品及び製品 158,968 151,404

仕掛品 57,543 48,559

原材料及び貯蔵品 53,702 66,154

繰延税金資産 41,958 82,749

その他 151,834 131,249

流動資産合計 3,701,537 3,681,987

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 1,978,731 1,920,188

機械及び装置（純額） 917,295 838,369

土地 1,255,079 1,255,079

その他（純額） 208,094 196,689

有形固定資産合計 4,359,201 4,210,326

無形固定資産 40,663 30,759

投資その他の資産   

投資有価証券 589,436 591,630

その他 102,548 101,684

貸倒引当金 △3,500 △3,500

投資その他の資産合計 688,485 689,815

固定資産合計 5,088,350 4,930,901

資産合計 8,789,888 8,612,889
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  （単位：千円）

 
前事業年度

(平成28年３月31日)
当第２四半期会計期間
(平成28年９月30日)

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 956,968 751,757

未払金 415,155 357,253

未払法人税等 55,578 46,880

賞与引当金 49,112 71,265

その他 109,723 69,192

流動負債合計 1,586,537 1,296,348

固定負債   

繰延税金負債 140,133 140,234

退職給付引当金 110,524 115,581

役員退職慰労引当金 37,420 41,751

その他 58,320 54,155

固定負債合計 346,398 351,722

負債合計 1,932,935 1,648,070

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,989,630 1,989,630

資本剰余金 1,989,711 1,989,711

利益剰余金 2,768,446 2,875,807

自己株式 △31,657 △31,657

株主資本合計 6,716,130 6,823,492

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 140,821 141,326

評価・換算差額等合計 140,821 141,326

純資産合計 6,856,952 6,964,818

負債純資産合計 8,789,888 8,612,889
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（２）【四半期損益計算書】

【第２四半期累計期間】

  （単位：千円）

 
 前第２四半期累計期間
(自　平成27年４月１日
　至　平成27年９月30日)

 当第２四半期累計期間
(自　平成28年４月１日
　至　平成28年９月30日)

売上高 3,720,899 3,903,291

売上原価 2,238,290 2,286,795

売上総利益 1,482,609 1,616,496

販売費及び一般管理費 ※　 1,392,907 ※　 1,433,408

営業利益 89,701 183,088

営業外収益   

受取利息 108 244

受取配当金 5,344 6,099

その他 7,038 9,592

営業外収益合計 12,491 15,936

営業外費用   

保険解約損 15 1,904

その他 271 107

営業外費用合計 287 2,011

経常利益 101,905 197,012

特別利益   

固定資産売却益 977 －

ゴルフ会員権売却益 － 94

特別利益合計 977 94

特別損失   

固定資産除却損 209 －

特別損失合計 209 －

税引前四半期純利益 102,673 197,106

法人税、住民税及び事業税 19,549 34,855

法人税等調整額 △2,177 △40,664

法人税等合計 17,371 △5,809

四半期純利益 85,302 202,915
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（３）【四半期キャッシュ・フロー計算書】

  （単位：千円）

 
 前第２四半期累計期間
(自　平成27年４月１日
　至　平成27年９月30日)

 当第２四半期累計期間
(自　平成28年４月１日
　至　平成28年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純利益 102,673 197,106

減価償却費 207,128 171,174

長期前払費用償却額 131 196

ソフトウエア償却費 10,991 9,615

賞与引当金の増減額（△は減少） 21,825 22,152

役員賞与引当金の増減額（△は減少） － △14,078

退職給付引当金の増減額（△は減少） 883 5,056

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △14,567 4,330

受取利息及び受取配当金 △5,452 △6,343

ゴルフ会員権売却損益（△は益） － △94

有形固定資産売却損益（△は益） △977 －

有形固定資産除却損 209 －

売上債権の増減額（△は増加） △154,843 169,187

たな卸資産の増減額（△は増加） △16,558 4,095

仕入債務の増減額（△は減少） △4,401 △217,211

未払金の増減額（△は減少） △21,879 △51,711

未払消費税等の増減額（△は減少） △31,989 △28,565

その他 △13,804 22,687

小計 79,369 287,600

法人税等の支払額 △8,868 △47,075

法人税等の還付額 1,691 －

営業活動によるキャッシュ・フロー 72,192 240,524

投資活動によるキャッシュ・フロー   

従業員に対する長期貸付けによる支出 △1,319 △33

従業員に対する長期貸付金の回収による収入 475 553

投資有価証券の取得による支出 △1,640 △1,715

有形固定資産の取得による支出 △28,719 △15,410

有形固定資産の売却による収入 1,200 －

無形固定資産の取得による支出 △600 △390

利息及び配当金の受取額 5,427 6,349

その他 － △831

投資活動によるキャッシュ・フロー △25,177 △11,477

財務活動によるキャッシュ・フロー   

自己株式の取得による支出 △124 －

配当金の支払額 △95,469 △95,519

財務活動によるキャッシュ・フロー △95,593 △95,519

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △48,578 133,527

現金及び現金同等物の期首残高 934,075 1,342,151

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※　 885,497 ※　 1,475,679
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【注記事項】

（会計方針の変更）

（平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱いの適用）

法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」（実務対

応報告第32号　平成28年６月17日）を第１四半期会計期間に適用し、平成28年４月１日以後に取得した建物附属

設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。

これによる損益に与える影響は軽微であります。

 

（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

四半期会計期間から適用しております。

 

（四半期損益計算書関係）

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

 
　前第２四半期累計期間
（自 平成27年４月１日

　　至 平成27年９月30日）

　当第２四半期累計期間
（自 平成28年４月１日

　　至 平成28年９月30日）

販促費 609,666千円 608,853千円

従業員給与及び手当 186,823 188,191

賞与引当金繰入額 39,253 38,008

役員退職慰労引当金繰入額 4,444 11,898

退職給付費用 5,114 5,790

 

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は下記のとお

りであります。

 
前第２四半期累計期間

（自 平成27年４月１日
至 平成27年９月30日）

当第２四半期累計期間
（自 平成28年４月１日
至 平成28年９月30日）

現金及び預金勘定 885,497千円 1,475,679千円

現金及び現金同等物 885,497 1,475,679

 

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第２四半期累計期間（自　平成27年４月１日　至　平成27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27年６月19日

定時株主総会
普通株式 95,557 10 平成27年３月31日 平成27年６月22日 利益剰余金

 

Ⅱ　当第２四半期累計期間（自　平成28年４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６月17日

定時株主総会
普通株式 95,554 10 平成28年３月31日 平成28年６月20日 利益剰余金

 

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

当社は食品製造事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
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（１株当たり情報）

１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第２四半期累計期間

（自　平成27年４月１日
至　平成27年９月30日）

当第２四半期累計期間
（自　平成28年４月１日
至　平成28年９月30日）

１株当たり四半期純利益 8円93銭 21円24銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益（千円） 85,302 202,915

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（千円） 85,302 202,915

普通株式の期中平均株式数（千株） 9,555 9,555

（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、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28年11月11日

株式会社　マルタイ

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 東　能利生　　印

 

 
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

 公認会計士 矢野　真紀　　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マルタ

イの平成28年４月１日から平成29年３月31日までの第54期事業年度の第２四半期会計期間（平成28年７月１日から平成

28年９月30日まで）及び第２四半期累計期間（平成28年４月１日から平成28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、四半期キャッシュ・フロー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、株式会社マルタイの平成28年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって

終了する第２四半期累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況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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