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1. 2021年3月期第3四半期の連結業績（2020年4月1日～2020年12月31日）

(1) 連結経営成績（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
親会社株主に帰属する四

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 5,199 1.7 203 28.0 204 25.2 170 △10.3

2020年3月期第3四半期 5,111 △6.2 159 ― 163 ― 190 ―

（注）包括利益 2021年3月期第3四半期　　164百万円 （△26.0％） 2020年3月期第3四半期　　222百万円 （―％）

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 17.77 ―

2020年3月期第3四半期 19.80 ―

(2) 連結財政状態

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 4,429 662 14.9

2020年3月期 4,865 497 10.2

（参考）自己資本 2021年3月期第3四半期 662百万円 2020年3月期 497百万円

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 ― 0.00 ― 0.00 0.00

2021年3月期 ― 0.00 ―

2021年3月期（予想） 0.00 0.00

（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. 2021年 3月期の連結業績予想（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
親会社株主に帰属する

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 6,735 1.2 194 16.1 183 10.0 120 33.0 12.54

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無



※ 注記事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） ： 無

新規 ― 社 （社名） 、 除外 ― 社 （社名）

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無

(3) 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

(4) 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 11,856,669 株 2020年3月期 11,856,669 株

② 期末自己株式数 2021年3月期3Q 2,253,230 株 2020年3月期 2,253,098 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年3月期3Q 9,603,505 株 2020年3月期3Q 9,603,678 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。なお、業績予想の前提となる条件及

び業績予想のご利用にあたっての注意事項については、四半期決算短信（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）連結業績予想など将

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３四半期連結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の世界的な流行により、景気が急速に

悪化いたしました。日本国内におきましても、未だ感染収束の見通しは立っておらず、依然として感染拡大の影響に留

意する必要があり、極めて不透明な状況が続いております。

　当社グループが属する食品業界におきましては、コロナ禍における不要不急の外出自粛やテレワークの拡大などによ

る内食需要・巣ごもり消費の高まりが売上を押し上げる要因となった一方で、個人所得の減少や雇用環境の悪化による

消費マインドの低下、節約志向の強まりなど、先行き不透明な状況が続いております。

　当第３四半期連結累計期間におきましては、コロナ禍における内食需要・巣ごもり消費の影響もあり、主力のメニュ

ー売上高は47憶７百万円（前年同四半期比102.0％）、特売商品売上高については、４億91百万円（前年同四半期比98.8

％）になりました。

　また、販売費及び一般管理費は拠点の統廃合や、経費全般の見直しを行い削減に努めた結果、前年同四半期より38百

万円減少し、18億63百万円になりました。

　これらの結果、当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高が51億99百万円（前年同四半期比101.7％）、営業利益は

２億３百万円（前年同四半期比128.0％）、経常利益は２億４百万円（前年同四半期比125.2％）、親会社株主に帰属す

る四半期純利益は１億70百万円（前年同四半期比89.7％）となりました。

（２）財政状態に関する説明

　当第３四半期連結会計期間の総資産は、現金及び預金が増加したこと等により、流動資産は増加しましたが、拠点統

廃合に伴う遊休資産を売却し、有形固定資産が減少したこと等により、前連結会計年度末に比べ４億36百万円減少の44

億29百万円になりました。

　負債につきましては、長期借入金（１年内返済予定の長期借入金含む。）は増加しましたが、短期借入金が減少した

こと等により、前連結会計年度末に比べ６億１百万円減少の37億66百万円になりました。

　純資産につきましては、利益剰余金が増加したこと等により、前連結会計年度末に比べ１億64百万円増加の６億62百

万円になりました。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

　当社グループの連結業績予想については、2020年10月30日に公表しました予想数値に変更はありません。
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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(2020年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2020年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 593,708 700,386

売掛金 42,499 73,720

原材料及び貯蔵品 95,222 96,417

その他 41,421 31,931

貸倒引当金 △1,007 △1,007

流動資産合計 771,844 901,448

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 551,933 496,397

土地 2,998,745 2,401,869

その他（純額） 158,624 234,026

有形固定資産合計 3,709,303 3,132,292

無形固定資産 35,383 40,234

投資その他の資産

投資有価証券 7,504 7,504

退職給付に係る資産 234,841 236,798

その他 106,636 110,823

投資その他の資産合計 348,982 355,126

固定資産合計 4,093,670 3,527,653

資産合計 4,865,515 4,429,102

負債の部

流動負債

買掛金 263,364 432,060

短期借入金 2,525,030 1,300,000

1年内返済予定の長期借入金 370,940 145,392

未払法人税等 23,400 27,581

賞与引当金 29,650 18,000

ポイント引当金 10,912 9,571

資産除去債務 2,500 ―

その他 356,717 400,221

流動負債合計 3,582,514 2,332,826

固定負債

長期借入金 538,863 1,138,292

資産除去債務 20,921 23,646

繰延税金負債 71,735 69,182

その他 153,593 202,494

固定負債合計 785,112 1,433,614

負債合計 4,367,627 3,766,441
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2020年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2020年12月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 1,148,010 1,148,010

資本剰余金 1,488,141 1,488,141

利益剰余金 △1,025,259 △854,650

自己株式 △1,111,231 △1,111,275

株主資本合計 499,661 670,225

その他の包括利益累計額

退職給付に係る調整累計額 △1,773 △7,565

その他の包括利益累計額合計 △1,773 △7,565

純資産合計 497,887 662,660

負債純資産合計 4,865,515 4,429,102
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

四半期連結損益計算書

第３四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第３四半期連結累計期間

(自 2019年４月１日
　至 2019年12月31日)

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

売上高 5,111,950 5,199,469

売上原価 3,051,042 3,132,250

売上総利益 2,060,908 2,067,218

販売費及び一般管理費 1,901,618 1,863,321

営業利益 159,290 203,897

営業外収益

受取利息 1,337 11

受取配当金 4,315 ―

固定資産受贈益 8,451 ―

受取手数料 4,898 24,213

その他 7,321 3,622

営業外収益合計 26,324 27,847

営業外費用

支払利息 19,575 14,203

貸倒引当金繰入額 1,809 ―

その他 653 12,789

営業外費用合計 22,038 26,993

経常利益 163,575 204,751

特別利益

固定資産売却益 127,248 3,819

特別利益合計 127,248 3,819

特別損失

減損損失 73,016 ―

投資有価証券売却損 38,505 ―

固定資産売却損 ― 10,663

特別損失合計 111,522 10,663

税金等調整前四半期純利益 179,301 197,907

法人税、住民税及び事業税 24,598 27,297

法人税等調整額 △35,467 0

法人税等合計 △10,868 27,298

四半期純利益 190,170 170,609

親会社株主に帰属する四半期純利益 190,170 170,609
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四半期連結包括利益計算書

第３四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第３四半期連結累計期間

(自 2019年４月１日
　至 2019年12月31日)

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

四半期純利益 190,170 170,609

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 36,891 ―

退職給付に係る調整額 △4,418 △5,791

その他の包括利益合計 32,472 △5,791

四半期包括利益 222,643 164,817

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 222,643 164,817
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（３）四半期連結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。

　


