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(百万円未満四捨五入)

１．2020年３月期第３四半期の業績（2019年４月１日～2019年12月31日）

（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 ％

2020年３月期第３四半期 26,111 － △1,381 － △1,294 － △872 －

2019年３月期第３四半期 － － － － － － － －
　

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

2020年３月期第３四半期 △146.23 －

2019年３月期第３四半期 － －
　

(注) 当社は、2019年３月期第３四半期は四半期連結財務諸表を作成していたため、2019年３月期第３四半期の
　 記載及び2020年３月期第３四半期の対前年同四半期増減率を記載しておりません。

（２）財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

2020年３月期第３四半期 48,587 25,836 53.2

2019年３月期 46,275 27,308 59.0
(参考) 自己資本 2020年３月期第３四半期 25,836百万円 2019年３月期 27,308百万円
　

　

　

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

2019年３月期 － － － 85.00 85.00

2020年３月期 － － －
2020年３月期(予想) 85.00 85.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ：無
　　

３．2020年３月期の業績予想（2019年４月１日～2020年３月31日）

(％表示は、対前期増減率)

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

通期 36,800 △5.0 △1,200 － △1,070 － 200 △74.0 33.55
(注１) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ：有
　

(注２) 詳細につきましては、本日公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。

決算短信（宝印刷） 2020年01月29日 17時25分 1ページ（Tess 1.50(64) 20181220_01）決算短信（宝印刷） 2020年01月29日 17時25分 1ページ（Tess 1.50(64) 20181220_01）



※ 注記事項

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無
　

　

（２）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
　

　

（３）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) 2020年３月期３Ｑ 5,976,205株 2019年３月期 5,976,205株

② 期末自己株式数 2020年３月期３Ｑ 14,776株 2019年３月期 14,575株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2020年３月期３Ｑ 5,961,563株 2019年３月期３Ｑ 5,961,988株
　

　

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の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、発表日現在において入手可能な情報に基づいて作成したもの
であり、実際の業績については、今後の様々な要因により予想値と異なる可能性があります。
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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３四半期累計期間におけるわが国経済は、経済政策等の効果による雇用環境及び所得の改善を背景に、景気は

緩やかに回復するものの、米中貿易摩擦の長期化等による世界経済の減速から、先引き不透明な状態が続いておりま

す。菓子・食品業界におきましては、人件費や原材料価格が上昇する中、消費税増税で購買意欲への影響も懸念され、

少子化と伸び悩む個人消費による市場縮小に、企業間競争は激化しております。

このような厳しい環境の中で、当社は2019年度を初年度とする「中期経営計画2021」を始動し、基本方針「売上高

拡大と生産性向上・効率化推進による収益力の強化」を掲げ、働き方改革の取組みも推進してきました。しかしなが

ら、猛暑や台風などの気候変調や自然災害で受けた影響に加え、寒くならない冬に主力の中華まんの売上も伸び悩み、

売上と収益が依然として回復基調に至らず、当第３四半期売上高は、26,111,460千円となりました。

利益面におきましては、コスト削減による効率化を進めたものの、売上の減収による利益への影響が大きく、営業

損失は1,381,143千円、経常損失は1,294,218千円、四半期純損失は871,768千円となりました。

なお、当社は2019年３月期通期決算より非連結決算に移行したことから、前年同四半期累計期間との比較分析は行

っておりません。

（２）財政状態に関する説明

当第３四半期会計期間末における総資産は、機械及び装置の減少341,725千円、投資有価証券の減少218,667千円等

がありましたが、売掛金の増加2,490,455千円、商品及び製品の増加364,855千円等により、前事業年度末に比べ

2,312,155千円増加し、48,586,859千円となりました。

負債は、リース債務の減少894,399千円、未払法人税等の減少454,543千円等がありましたが、短期借入金の増加

4,700,000千円等により、前事業年度末に比べ3,784,549千円増加し、22,751,344千円となりました。

純資産は、四半期純損失871,768千円、剰余金の配当506,739千円による利益剰余金の減少等により、前事業年度末

に比べ1,472,395千円減少し、25,835,515千円となりました。

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明

2020年３月期の通期の業績予想につきましては、本日公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご

覧ください。
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２．四半期財務諸表及び主な注記

（１）四半期貸借対照表

(単位：千円)

前事業年度
(2019年３月31日)

当第３四半期会計期間
(2019年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,301,614 1,254,260

受取手形 1,448 －

売掛金 4,432,720 6,923,176

商品及び製品 1,448,359 1,813,215

仕掛品 44,908 56,513

原材料及び貯蔵品 1,290,125 1,542,453

その他 340,857 653,989

貸倒引当金 △215 △336

流動資産合計 8,859,817 12,243,269

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 9,726,059 9,464,611

構築物（純額） 715,824 686,149

機械及び装置（純額） 4,629,433 4,287,708

車両運搬具（純額） 1,724 1,027

工具、器具及び備品（純額） 407,278 393,519

土地 13,236,990 13,236,990

リース資産（純額） 2,339,433 2,132,352

建設仮勘定 9,861 36,632

有形固定資産合計 31,066,602 30,238,987

無形固定資産

その他 290,237 256,209

無形固定資産合計 290,237 256,209

投資その他の資産

投資有価証券 5,549,274 5,330,607

関係会社株式 131,021 131,021

その他 380,979 389,966

貸倒引当金 △3,226 △3,200

投資その他の資産合計 6,058,049 5,848,394

固定資産合計 37,414,887 36,343,590

資産合計 46,274,705 48,586,859
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(単位：千円)

前事業年度
(2019年３月31日)

当第３四半期会計期間
(2019年12月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 1,370,223 2,036,376

短期借入金 3,200,000 7,900,000

リース債務 1,192,343 719,119

未払金 1,387,314 1,860,886

未払費用 482,494 642,308

未払法人税等 454,543 －

賞与引当金 552,422 292,537

その他 208,086 42,666

流動負債合計 8,847,425 13,493,892

固定負債

長期借入金 1,500,000 1,500,000

リース債務 725,759 304,584

繰延税金負債 2,947,210 2,524,729

退職給付引当金 4,360,212 4,384,560

資産除去債務 36,201 32,779

受入保証金 500,389 500,249

役員退職慰労未払金 10,551 10,551

その他 39,048 －

固定負債合計 10,119,370 9,257,452

負債合計 18,966,795 22,751,344

純資産の部

株主資本

資本金 7,469,402 7,469,402

資本剰余金

資本準備金 6,481,558 6,481,558

その他資本剰余金 1,688,664 1,688,664

資本剰余金合計 8,170,223 8,170,223

利益剰余金

その他利益剰余金

固定資産圧縮積立金 3,563,636 3,508,023

別途積立金 5,204,932 5,204,932

繰越利益剰余金 1,383,845 60,951

利益剰余金合計 10,152,413 8,773,906

自己株式 △62,594 △63,488

株主資本合計 25,729,444 24,350,043

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 1,578,466 1,485,473

評価・換算差額等合計 1,578,466 1,485,473

純資産合計 27,307,910 25,835,515

負債純資産合計 46,274,705 48,586,859
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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)
当第３四半期累計期間
(自 2019年４月１日
　至 2019年12月31日)

売上高 26,111,460

売上原価 16,786,346

売上総利益 9,325,114

販売費及び一般管理費

販売費 9,169,901

一般管理費 1,536,356

販売費及び一般管理費合計 10,706,257

営業損失（△） △1,381,143

営業外収益

受取配当金 78,660

その他 34,251

営業外収益合計 112,911

営業外費用

支払利息 21,726

その他 4,259

営業外費用合計 25,985

経常損失（△） △1,294,218

特別利益

投資有価証券売却益 82,100

特別利益合計 82,100

特別損失

固定資産除却損 2,209

減損損失 3,006

特別損失合計 5,215

税引前四半期純損失（△） △1,217,332

法人税、住民税及び事業税 35,965

法人税等調整額 △381,529

法人税等合計 △345,564

四半期純損失（△） △871,768
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（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）

　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）

　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 当第３四半期累計期間（自 2019年４月１日 至 2019年12月31日）

１. 報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報

(単位：千円)

報告セグメント

合計
菓子事業 食品事業

不動産
賃貸事業

売上高

外部顧客への売上高 18,859,486 6,846,584 405,390 26,111,460

セグメント間の内部
売上高又は振替高

－ － － －

計 18,859,486 6,846,584 405,390 26,111,460

セグメント利益
又は損失（△）

△418,901 425,506 148,608 155,213

２. 報告セグメントの利益の金額の合計額と四半期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)

(単位：千円)

利 益 金 額

報告セグメント計 155,213

全社費用(注) △1,536,356

四半期損益計算書の営業損失（△） △1,381,143

(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あります。

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

（固定資産に係る重要な減損損失）

「食品事業」セグメントにおいて、当初想定していた収益が見込めないため、一部の店舗において減損損失を

計上しております。なお、当該減損損失の計上額は、当第３四半期累計期間において3,006千円であります。
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