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(百万円未満四捨五入)

１．2021年３月期第１四半期の業績（2020年４月１日～2020年６月30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 ％

2021年３月期第１四半期 4,436 △25.9 △1,797 － △1,688 － △1,105 －

2020年３月期第１四半期 5,986 － △1,245 － △1,228 － △870 －

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

2021年３月期第１四半期 △185.34 －

2020年３月期第１四半期 △145.92 －
　

（２）財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

2021年３月期第１四半期 41,727 24,661 59.1

2020年３月期 43,556 26,222 60.2
(参考) 自己資本 2021年３月期第１四半期 24,661百万円 2020年３月期 26,222百万円

　

　

　

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

2020年３月期 － － － 85.00 85.00

2021年３月期 －

2021年３月期(予想) － － － －

(注)１．直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ：無
　

２．2021年３月期の配当予想につきましては、現時点では未定といたします。今後、予想が可能となった時点に
おいて、速やかに開示いたします。

３．2021年３月期の業績予想（2020年４月１日～2021年３月31日）
　2021年３月期の業績予想につきましては、新型コロナウイルスの感染拡大による影響が長期化する可能性もあり、
現時点では合理的な算出ができない状況のため、未定といたします。今後、予想が可能となった時点において、速や
かに開示いたします。
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※ 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) 2021年３月期１Ｑ 5,976,205株 2020年３月期 5,976,205株

② 期末自己株式数 2021年３月期１Ｑ 14,890株 2020年３月期 14,862株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年３月期１Ｑ 5,961,329株 2020年３月期１Ｑ 5,961,629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
　本日公表いたしました「固定資産譲渡並びに特別利益の発生に関するお知らせ」をご覧ください。固定資産譲渡
により、2021年３月期決算において固定資産売却益930百万円を特別利益として計上する見込みであります。2021
年３月期の業績予想につきましては、新型コロナウイルスの感染拡大による影響が長期化する可能性もあり、現時
点では合理的な算出ができない状況のため、未定とさせていただいております。今後、予想が可能となった時点に
おいて、お知らせの固定資産譲渡による固定資産売却益も織込み、速やかに開示いたします。
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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１四半期累計期間におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症拡大による世界規模での甚大な影響を受

け、雇用・経済・社会生活において極めて厳しい状況が続いております。

菓子・食品業界におきましては、人件費や物流費、原材料価格の高騰などが企業収益を圧迫している中で、緊急事

態宣言が発令され、営業活動や外出の自粛要請から店舗が休業するなどし、企業収益が悪化しました。

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が、新型コロ

ナウイルス感染症の影響は、まだまだ先行き不透明な状況が続いており、売上は依然として回復基調に至らず、当第

１四半期売上高は、4,436,062千円 前年同期に対し1,549,927千円、25.9％の減収となりました。

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1,797,170千円 前年同期に対し552,321千円の減益、経常損失は1,687,716千円 前年同期に対し460,012千円の

減益、四半期純損失は1,104,887千円 前年同期に対し234,993千円の減益となりました。

（２）財政状態に関する説明

当第１四半期会計期間末における総資産は、原材料及び貯蔵品の増加637,871千円等がありましたが、売掛金の減少

1,690,735千円、現金及び預金の減少373,976千円、機械及び装置の減少343,102千円等により、前事業年度末に比べ

1,828,384千円減少し、41,727,171千円となりました。

負債は、短期借入金の増加1,300,000千円等がありましたが、繰延税金負債の減少571,455千円、リース債務の減少

308,489千円、未払金の減少308,292千円、買掛金の減少280,706千円等により、前事業年度末に比べ267,569千円減少

し、17,066,304千円となりました。

純資産は、四半期純損失1,104,887千円、剰余金の配当506,714千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1,560,815千円減少し、24,660,867千円となりました。

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明

2021年３月期の業績予想につきましては、新型コロナウイルスの感染拡大による影響が長期化する可能性もあり、

現時点では合理的な算出ができない状況のため、未定とさせていただいております。今後、予想が可能となった時点

において、本日公表いたしました「固定資産譲渡並びに特別利益の発生に関するお知らせ」の固定資産譲渡による固

定資産売却益も織込み、速やかに開示いたします。
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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
(2020年３月31日)

当第１四半期会計期間
(2020年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,816,431 1,442,456

受取手形 － 1,472

売掛金 3,648,907 1,958,172

商品及び製品 1,310,115 1,500,195

仕掛品 46,140 27,507

原材料及び貯蔵品 1,258,762 1,896,633

その他 662,081 439,876

貸倒引当金 △458 △257

流動資産合計 8,741,978 7,266,054

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 9,297,934 9,304,899

構築物（純額） 671,275 658,225

機械及び装置（純額） 3,863,685 3,520,583

車両運搬具（純額） 795 605

工具、器具及び備品（純額） 379,849 367,818

土地 13,201,674 13,201,674

リース資産（純額） 2,446,029 2,368,219

建設仮勘定 4,013 28,543

有形固定資産合計 29,865,254 29,450,565

無形固定資産

その他 246,004 234,782

無形固定資産合計 246,004 234,782

投資その他の資産

投資有価証券 4,147,017 4,223,808

関係会社株式 131,021 131,021

その他 425,912 422,572

貸倒引当金 △1,631 △1,631

投資その他の資産合計 4,702,319 4,775,770

固定資産合計 34,813,577 34,461,117

資産合計 43,555,555 41,727,171
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(単位：千円)

前事業年度
(2020年３月31日)

当第１四半期会計期間
(2020年６月30日)

負債の部

流動負債

買掛金 1,246,606 965,901

短期借入金 5,800,000 7,100,000

リース債務 478,261 194,631

未払金 1,055,218 746,927

未払費用 443,328 523,865

未払法人税等 72,290 27,465

賞与引当金 536,422 276,261

その他 94,457 112,989

流動負債合計 9,726,584 9,948,039

固定負債

リース債務 667,595 642,736

繰延税金負債 2,511,207 1,939,752

退職給付引当金 3,884,804 3,848,021

資産除去債務 32,924 177,147

受入保証金 500,207 500,057

役員退職慰労未払金 10,551 10,551

固定負債合計 7,607,288 7,118,265

負債合計 17,333,872 17,066,304

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 3,489,479 3,470,948

別途積立金 5,204,932 5,204,932

繰越利益剰余金 1,155,562 △437,508

利益剰余金合計 9,849,973 8,238,372

自己株式 △63,839 △63,950

株主資本合計 25,425,758 23,814,046

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 795,924 846,821

評価・換算差額等合計 795,924 846,821

純資産合計 26,221,682 24,660,867

負債純資産合計 43,555,555 41,727,171
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（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 2019年４月１日
　至 2019年６月30日)

当第１四半期累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年６月30日)

売上高 5,985,989 4,436,062

売上原価 4,268,676 3,680,241

売上総利益 1,717,313 755,822

販売費及び一般管理費

販売費 2,452,715 1,973,404

一般管理費 509,447 579,587

販売費及び一般管理費合計 2,962,162 2,552,991

営業損失（△） △1,244,849 △1,797,170

営業外収益

受取配当金 11,772 6,495

助成金収入 － 101,247

その他 13,413 10,531

営業外収益合計 25,185 118,273

営業外費用

支払利息 5,756 5,947

その他 2,285 2,873

営業外費用合計 8,041 8,819

経常損失（△） △1,227,704 △1,687,716

特別損失

固定資産除却損 96 3,342

減損損失 1,864 －

投資有価証券評価損 1,061 －

特別損失合計 3,021 3,342

税引前四半期純損失（△） △1,230,725 △1,691,058

法人税、住民税及び事業税 15,840 7,746

法人税等調整額 △376,671 △593,917

法人税等合計 △360,831 △586,172

四半期純損失（△） △869,894 △1,104,887
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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 前第１四半期累計期間（自 2019年４月１日 至 2019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

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 3,663,307 2,187,553 135,130 5,985,989

セグメント間の内部
売上高又は振替高

－ － － －

計 3,663,307 2,187,553 135,130 5,985,989

セグメント利益
又は損失(△）

△931,720 147,893 48,425 △735,402

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 △735,402

全社費用（注） △509,447

四半期損益計算書の営業損失(△) △1,244,849

(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１四半期累計期間においては1,864千円であります。
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Ⅱ 当第１四半期累計期間（自 2020年４月１日 至 2020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

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 2,517,434 1,816,768 101,860 4,436,062

セグメント間の内部
売上高又は振替高

－ － － －

計 2,517,434 1,816,768 101,860 4,436,062

セグメント利益
又は損失(△）

△1,333,255 100,782 14,890 △1,217,583

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 △1,217,583

全社費用（注） △579,587

四半期損益計算書の営業損失(△) △1,797,170

(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

　 該当事項はありません。
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