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(百万円未満四捨五入)

１．2020年３月期第２四半期の業績（2019年４月１日～2019年９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 ％

2020年３月期第２四半期 13,204 － △2,251 － △2,176 － △1,560 －

2019年３月期第２四半期 － － － － － － － －

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２四半期 △261.62 －

2019年３月期第２四半期 － －
　

（注）当社は、2019年３月期第２四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２四半期の
　 記載及び2020年３月期第２四半期の対前年同四半期増減率の記載をしておりません。

（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２四半期 45,840 25,084 54.7

2019年３月期 46,275 27,308 59.0

(参考) 自己資本 2020年３月期第２四半期 25,084百万円 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 40,690 5.0 750 588.8 860 225.2 570 △25.9 95.61
(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）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２Ｑ 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２Ｑ 14,691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２Ｑ 5,961,608株 2019年３月期２Ｑ 5,962,095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２四半期累計期間における菓子・食品業界は、国内景気の先行きの不透明感から消費マインドの足踏み傾向が

続きました。また、人手不足を背景とした人件費や物流費の増加に加え、原材料価格・エネルギーコストの上昇が企

業収益を圧迫するなど、厳しい経営環境が続きました。

このような環境の下、当社は2019年度を初年度とする新たな３ヵ年計画「中期経営計画2021」の戦略・施策に基づ

き、菓子・ファストフード・食品・飲食の各分野で、新規販路開拓や新ショップ展開、新商品開発などによる売上高

の拡大に努めました。あわせて、業務の効率化や生産機能の集約化など、収益力の強化に取り組みました。

しかしながら、天候不順や不採算店舗の閉鎖等の影響により、当第２四半期売上高は、13,204,322千円となりまし

た。

利益面では、営業損失は2,250,970千円、経常損失は2,175,968千円、四半期純損失は1,559,694千円となりました。

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２四半期会計期間末における総資産は、商品及び製品の増加990,030千円等がありましたが、売掛金の減少

953,762千円、投資有価証券の減少248,987千円、機械及び装置の減少225,820千円等により、前事業年度末に比べ

434,447千円減少し、45,840,257千円となりました。

負債は、繰延税金負債の減少712,708千円、リース債務の減少596,454千円、未払法人税等の減少362,950千円等があ

りましたが、短期借入金の増加2,600,000千円、長期借入金の増加1,000,000千円等により、前事業年度末に比べ

1,789,739千円増加し、20,756,533千円となりました。

純資産は、四半期純損失1,559,694千円、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2,224,186千円減少し、25,083,724千円となりました。

（キャッシュ・フローの状況）

当第２四半期会計期間末の現金及び現金同等物は、1,206,660千円となりました。

区分ごとのキャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

当第２四半期累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、2,398,092千円の支出となりました。こ

れは主に売上債権の減少952,901千円等による収入があったものの、税引前四半期純損失2,179,598千円、たな卸

資産の増加1,209,074千円等があったことによるものです。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

当第２四半期累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、188,323千円の支出となりました。これ

は主に有形固定資産の取得による支出160,951千円等によるものです。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

当第２四半期累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、2,496,614千円の収入となりました。こ

れは主に、リース債務の返済による支出596,454千円等があったものの、長期借入れによる収入3,200,000千円等

があったことによるものです。

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、キャッシュ・フローの状況について、

前年同四半期累計期間との比較は行っておりません。

（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測につきましては、2019年５月10日に公表いたしました業績予想に変更はありませ

ん。
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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２四半期会計期間
(2019年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,301,614 1,211,808

受取手形 1,448 2,309

売掛金 4,432,720 3,478,959

有価証券 － 30,015

商品及び製品 1,448,359 2,438,389

仕掛品 44,908 71,276

原材料及び貯蔵品 1,290,125 1,482,801

その他 340,857 561,001

貸倒引当金 △215 △172

流動資産合計 8,859,817 9,276,385

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 9,726,059 9,500,957

構築物（純額） 715,824 698,725

機械及び装置（純額） 4,629,433 4,403,613

車両運搬具（純額） 1,724 1,260

工具、器具及び備品（純額） 407,278 391,477

土地 13,236,990 13,236,990

リース資産（純額） 2,339,433 2,200,581

建設仮勘定 9,861 41,886

有形固定資産合計 31,066,602 30,475,490

無形固定資産

その他 290,237 268,272

無形固定資産合計 290,237 268,272

投資その他の資産

投資有価証券 5,549,274 5,300,288

関係会社株式 131,021 131,021

その他 380,979 392,003

貸倒引当金 △3,226 △3,200

投資その他の資産合計 6,058,049 5,820,111

固定資産合計 37,414,887 36,563,873

資産合計 46,274,705 45,840,257
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(単位：千円)

前事業年度
(2019年３月31日)

当第２四半期会計期間
(2019年９月30日)

負債の部

流動負債

買掛金 1,370,223 1,529,015

短期借入金 3,200,000 5,800,000

リース債務 1,192,343 1,002,606

未払金 1,387,314 1,256,093

未払費用 482,494 524,141

未払法人税等 454,543 91,593

賞与引当金 552,422 535,324

その他 208,086 44,670

流動負債合計 8,847,425 10,783,443

固定負債

長期借入金 1,500,000 2,500,000

リース債務 725,759 319,042

繰延税金負債 2,947,210 2,234,502

退職給付引当金 4,360,212 4,376,113

資産除去債務 36,201 32,633

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 9,973,090

負債合計 18,966,795 20,756,533

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 3,526,560

別途積立金 5,204,932 5,204,932

繰越利益剰余金 1,383,845 △645,512

利益剰余金合計 10,152,413 8,085,980

自己株式 △62,594 △63,102

株主資本合計 25,729,444 23,662,503

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 1,578,466 1,421,221

評価・換算差額等合計 1,578,466 1,421,221

純資産合計 27,307,910 25,083,724

負債純資産合計 46,274,705 45,840,257
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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)
当第２四半期累計期間
(自 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

売上高 13,204,322

売上原価 9,091,630

売上総利益 4,112,692

販売費及び一般管理費

販売費 5,337,199

一般管理費 1,026,463

販売費及び一般管理費合計 6,363,662

営業損失（△） △2,250,970

営業外収益

受取配当金 69,518

その他 21,227

営業外収益合計 90,745

営業外費用

支払利息 12,820

その他 2,924

営業外費用合計 15,744

経常損失（△） △2,175,968

特別損失

固定資産除却損 1,263

減損損失 2,366

特別損失合計 3,629

税引前四半期純損失（△） △2,179,598

法人税、住民税及び事業税 25,541

法人税等調整額 △645,444

法人税等合計 △619,904

四半期純損失（△） △1,559,694
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)
当第２四半期累計期間
(自 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期純損失（△） △2,179,598

減価償却費 811,249

減損損失 2,366

貸倒引当金の増減額（△は減少） △68

賞与引当金の増減額（△は減少） △17,098

退職給付引当金の増減額（△は減少） 15,902

受取利息及び受取配当金 △69,702

支払利息 12,820

為替差損益（△は益） 181

有形固定資産除却損 1,263

売上債権の増減額（△は増加） 952,901

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,209,074

仕入債務の増減額（△は減少） 158,792

未払消費税等の増減額（△は減少） △337,002

その他 △226,780

小計 △2,083,847

利息及び配当金の受取額 73,845

利息の支払額 △12,280

法人税等の支払額 △375,810

営業活動によるキャッシュ・フロー △2,398,092

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △160,951

無形固定資産の取得による支出 △10,221

投資有価証券の取得による支出 △5,538

投融資による支出 △14,687

投融資の回収による収入 3,073

投資活動によるキャッシュ・フロー △188,323

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） 400,000

長期借入れによる収入 3,200,000

リース債務の返済による支出 △596,454

自己株式の増減額（△は増加） △508

配当金の支払額 △506,424

財務活動によるキャッシュ・フロー 2,496,614

現金及び現金同等物に係る換算差額 △6

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △89,807

現金及び現金同等物の期首残高 1,296,467

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,206,660
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（４）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２四半期累計期間（自 2019年４月１日 至 2019年９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 8,414,399 4,519,664 270,260 13,204,322

セグメント間の内部
売上高又は振替高

－ － － －

計 8,414,399 4,519,664 270,260 13,204,322

セグメント利益
又は損失(△)

△1,656,990 332,777 99,707 △1,224,507

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 △1,224,507

全社費用(注) △1,026,463

四半期損益計算書の営業損失(△) △2,250,970

(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２四半期累計期間においては2,366千円であります。
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