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(百万円未満四捨五入)

１．2021年３月期第３四半期の業績（2020年４月１日～2020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 ％

2021年３月期第３四半期 22,501 △13.8 △1,860 － △1,690 － △1,139 －

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

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３四半期 △191.10 －

2020年３月期第３四半期 △146.23 －
　

（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３四半期 46,018 24,840 54.0

2020年３月期 43,556 26,222 60.2
(参考) 自己資本 2021年３月期第３四半期 24,840百万円 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) 50.00 50.00

(注)１．直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ：有
　

２．詳細につきましては、本日公表いたしました「業績予想および配当予想に関するお知らせ」をご覧ください。

３．2021年３月期の業績予想（2020年４月１日～2021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 32,053 △11.3 △1,676 － △1,456 － △371 － △62.24
(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
　

２．詳細につきましては、本日公表いたしました「業績予想および配当予想に関するお知らせ」をご覧ください。

　　



※ 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３Ｑ 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３Ｑ 15,282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３Ｑ 5,961,182株 2020年３月期３Ｑ 5,961,563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見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると
判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業
績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあた
っての注意事項等については、添付資料２ページ「１．当四半期決算に関する定性的情報（３）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３四半期累計期間におけるわが国経済は、株価は上昇を続けるものの、企業収益の悪化や個人所得の落ち込み

など、新型コロナウイルス感染拡大による影響が顕在化し、政府の施策等で一旦は緩やかな回復の兆しがみられたも

のの、再びの感染の拡大から先行き不透明な状況が続いております。

菓子・食品業界におきましても、新型コロナウイルスの感染拡大防止の中で、消費者の生活様式や消費行動が制限

され、変化したことで厳しい経営環境となっております。

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が、新型コロ

ナウイルス感染拡大の影響により、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３四半期売上高は、22,500,872千円 前年同期に対し3,610,588千円、13.8％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1,859,621千円 前年同期に対し478,478千円の減益、経常損失は1,689,858千円 前年同期に対し395,640千円の

減益、四半期純損失は1,139,204千円 前年同期に対し267,436千円の減益となりました。

（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、現金及び預金の減少759,138千円等がありましたが、売掛金の増加

2,584,642千円、原材料及び貯蔵品の増加523,496千円等により、前事業年度末に比べ2,462,095千円増加し、

46,017,649千円となりました。

負債は、繰延税金負債の減少417,430千円等がありましたが、短期借入金の増加3,200,000千円、買掛金の増加

702,750千円等により、前事業年度末に比べ3,843,471千円増加し、21,177,343千円となりました。

純資産は、四半期純損失1,139,204千円、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1,381,376千円減少し、24,840,306千円となりました。

（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「業績予想および配当予想に関するお知ら

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
(2020年３月31日)

当第３四半期会計期間
(2020年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,816,431 1,057,294

売掛金 3,648,907 6,233,548

商品及び製品 1,310,115 1,680,843

仕掛品 46,140 60,901

原材料及び貯蔵品 1,258,762 1,782,257

その他 662,081 604,471

貸倒引当金 △458 △778

流動資産合計 8,741,978 11,418,537

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 9,297,934 9,060,413

構築物（純額） 671,275 633,181

機械及び装置（純額） 3,863,685 3,366,732

車両運搬具（純額） 795 299

工具、器具及び備品（純額） 379,849 343,141

土地 13,201,674 13,201,674

リース資産（純額） 2,446,029 2,265,879

建設仮勘定 4,013 111,013

有形固定資産合計 29,865,254 28,982,332

無形固定資産

その他 246,004 222,191

無形固定資産合計 246,004 222,191

投資その他の資産

投資有価証券 4,147,017 4,615,578

関係会社株式 131,021 131,021

その他 425,912 649,621

貸倒引当金 △1,631 △1,631

投資その他の資産合計 4,702,319 5,394,589

固定資産合計 34,813,577 34,599,113

資産合計 43,555,555 46,017,649
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(単位：千円)

前事業年度
(2020年３月31日)

当第３四半期会計期間
(2020年12月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 1,246,606 1,949,356

短期借入金 5,800,000 9,000,000

リース債務 478,261 109,207

未払金 1,055,218 1,660,534

未払費用 443,328 560,041

未払法人税等 72,290 －

賞与引当金 536,422 278,988

その他 94,457 390,097

流動負債合計 9,726,584 13,948,223

固定負債

リース債務 667,595 634,437

繰延税金負債 2,511,207 2,093,777

退職給付引当金 3,884,804 3,812,643

資産除去債務 32,924 177,722

受入保証金 500,207 499,991

役員退職慰労未払金 10,551 10,551

固定負債合計 7,607,288 7,229,120

負債合計 17,333,872 21,177,343

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 3,433,873

別途積立金 5,204,932 5,204,932

繰越利益剰余金 1,155,562 △434,751

利益剰余金合計 9,849,973 8,204,055

自己株式 △63,839 △65,537

株主資本合計 25,425,758 23,778,143

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 795,924 1,062,163

評価・換算差額等合計 795,924 1,062,163

純資産合計 26,221,682 24,840,306

負債純資産合計 43,555,555 46,017,649
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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)
前第３四半期累計期間
(自 2019年４月１日
　至 2019年12月31日)

当第３四半期累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年12月31日)

売上高 26,111,460 22,500,872

売上原価 16,786,346 14,881,475

売上総利益 9,325,114 7,619,396

販売費及び一般管理費

販売費 9,169,901 7,925,776

一般管理費 1,536,356 1,553,242

販売費及び一般管理費合計 10,706,257 9,479,018

営業損失（△） △1,381,143 △1,859,621

営業外収益

受取配当金 78,660 67,341

助成金収入 － 107,224

その他 34,251 26,109

営業外収益合計 112,911 200,674

営業外費用

支払利息 21,726 25,996

その他 4,259 4,915

営業外費用合計 25,985 30,911

経常損失（△） △1,294,218 △1,689,858

特別利益

投資有価証券売却益 82,100 46,895

特別利益合計 82,100 46,895

特別損失

固定資産除却損 2,209 6,610

減損損失 3,006 －

特別損失合計 5,215 6,610

税引前四半期純損失（△） △1,217,332 △1,649,572

法人税、住民税及び事業税 35,965 24,511

法人税等調整額 △381,529 △534,879

法人税等合計 △345,564 △510,368

四半期純損失（△） △871,768 △1,139,204
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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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Ⅱ 当第３四半期累計期間（自 2020年４月１日　至 2020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 15,859,151 6,282,876 358,844 22,500,872

セグメント間の内部
売上高又は振替高

－ － － －

計 15,859,151 6,282,876 358,844 22,500,872

セグメント利益
又は損失（△）

△615,029 209,506 99,144 △306,379

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 △306,379

全社費用(注) △1,553,242

四半期損益計算書の営業損失（△） △1,859,621

(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。

　


