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(百万円未満切捨て)

１．2021年９月期第３四半期の連結業績（2020年９月21日～2021年６月20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９月期第３四半期 22,494 2.8 369 △50.2 397 △47.4 136 △71.8

2020年９月期第３四半期 21,887 8.2 742 124.8 755 133.5 483 △1.7

(注) 包括利益 2021年９月期第３四半期 158百万円 (△64.7％) 2020年９月期第３四半期 448百万円 ( 2.4％)

　

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９月期第３四半期 59.64 －

2020年９月期第３四半期 211.85 －
　

（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９月期第３四半期 26,419 6,481 24.5

2020年９月期 25,855 6,496 25.0

(参考) 自己資本 2021年９月期第３四半期 6,479百万円 　2020年９月期 6,474百万円

　

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９月期 － 0.00 － 70.00 70.00

　2021年９月期 － 0.00 －

　2021年９月期(予想) 30.00 30.00

(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９月期の連結業績予想（2020年９月21日～2021年９月20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 30,003 1.8 649 △29.0 609 △33.8 356 △50.3 155.07

(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 ： 無

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 有

（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９月期３Ｑ 2,296,176株 2020年９月期 2,296,176株

② 期末自己株式数 2021年９月期３Ｑ 14,688株 2020年９月期 14,688株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年９月期３Ｑ 2,281,488株 2020年９月期３Ｑ 2,281,499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、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

提となる条件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３ページ「連結業績予想などの将

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３四半期連結累計期間（2020年９月21日～2021年６月20日）におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感

染症の影響により、依然として厳しい状況で推移いたしました。企業収益は持ち直しつつある一方で、度重なる緊

急事態宣言の発令に伴う外出の自粛等により、個人消費は回復には至っておりません。先行きにつきましては、感

染拡大の防止策を講じる中で、各種政策の効果や海外経済の改善もあり、持ち直していくことが期待されますが、

感染の動向が内外経済に与える影響を引き続き注視する必要があります。

　みそ業界におきましては、新型コロナウイルス感染症の拡大により、「巣ごもり消費」など内食化傾向が見られ

ました。一方で、外食産業や宿泊業の需要減退に伴い、業務用のみそは厳しい状況が続いております。

　豆乳業界におきましても、同様の傾向が見られましたが、コンビニエンスストア等の不調により一部一般市場の

伸びが鈍化いたしました。しかしながら、全体的には健康志向の高まりを背景に市場は底堅く推移しております。

　このような環境の中で、当社グループは「健康で明るい生活へのお手伝い」を企業理念に定め、安全で安心でき

る製品の供給に努めるとともに、原価高騰への対策としてコスト削減に努め、経営基盤の強化に取り組んでまいり

ました。

　この結果、当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高は、豆乳及びアーモンド飲料が順調に推移したため224億

94百万円（前年同期比2.8％増）、営業利益は、原材料費の高騰及び戦略的に広告宣伝費を投下したことに伴う販管

費の増加により3億69百万円（前年同期比50.2％減）、経常利益は、営業利益が減少したため3億97百万円（前年同

期比47.4％減）、親会社株主に帰属する四半期純利益は、経常利益が減少したため、1億36百万円（前年同期比71.8

％減）となりました。

セグメント別の経営成績は、次のとおりであります。

① みそ事業

みそ事業の売上高は、前年同期とほぼ同額の36億70百万円（前年同期比0.8％減）となりました。

a.生みそ

主力製品である「純正こうじみそ」の売上が増加したものの、外食産業の需要減退により業務用みその売上

が減少したため、売上高は、28億73百万円（前年同期比0.4％減）となりました。

b.調理みそ

主力製品である「酢みそ」等の売上が増加したため、売上高は、2億87百万円（前年同期比2.1％増）となり

ました。

c.即席みそ

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、多食タイプの売上は増加したものの、フリーズドライタイプ

等が減少したため、売上高は、3億53百万円（前年同期比3.6％減）となりました。

ｄ.液状みそ

新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、主に販売促進の機会が減少したため、売上高は、1億56百万円（前年

同期比5.5％減）となりました。

② 豆乳飲料事業

豆乳及びアーモンド飲料が順調に推移したため、売上高は、170億68百万円（前年同期比3.8％増）となりまし

た。

a.豆乳

主に海外向け豆乳の売上が好調に推移し、売上高は、151億34百万円（前年同期比3.5%増）となりました。

b.飲料

「第３のミルク」であるアーモンド飲料が好調に推移したため、売上高は、19億34百万円（前年同期比5.7％

増）となりました。
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③ その他食品事業

鍋スープの売上が減少したものの、「豆乳グルト」シリーズ及びチーズタイプ食品「豆乳シュレッド」、「豆

乳スライス」が順調に推移したため、売上高は、17億41百万円（前年同期比0.9％増）となりました。

④ 技術指導料その他

技術指導料として、売上高14百万円（前年同期比1.1％減）を計上いたしました。

（２）財政状態に関する説明

① 資産

流動資産は、114億57百万円となり、前連結会計年度末に比べ1億12百万円増加いたしました。増加の主な要因

といたしましては、現金及び預金の減少5億78百万円等に対し、その他に含まれる未収入金の増加5億98百万円、

商品及び製品の増加66百万円等があったためであります。

　固定資産は、149億61百万円となり、前連結会計年度末に比べ4億51百万円増加いたしました。増加の主な要因

といたしましては、その他に含まれる建設仮勘定の減少12億28百万円等に対し、建物及び構築物の増加9億87百万

円、機械装置及び運搬具の増加6億85百万円等があったためであります。

　この結果、資産合計は、264億19百万円となり、前連結会計年度末に比べ5億64百万円増加いたしました。

② 負債

流動負債は、112億84百万円となり、前連結会計年度末に比べ2億52百万円減少いたしました。減少の主な要因

といたしましては、支払手形及び買掛金の減少3億13百万円等によるものであります。

　固定負債は、86億53百万円となり、前連結会計年度末に比べ8億31百万円増加いたしました。増加の主な要因と

いたしましては、長期借入金の増加7億54百万円等によるものであります。

　この結果、負債合計は、199億37百万円となり、前連結会計年度末に比べ5億79百万円増加いたしました。

③ 純資産

純資産合計は、64億81百万円となり、前連結会計年度末に比べ15百万円減少いたしました。減少の主な要因と

いたしましては、利益剰余金の減少23百万円等によるものであります。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

　2021年９月期の連結業績予想につきましては、2020年10月30日に公表いたしました連結業績予想に記載された内容か

ら変更はございません。
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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９月20日)

当第３四半期連結会計期間
(2021年６月20日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,059,566 2,481,290

受取手形及び売掛金 5,138,637 5,084,681

商品及び製品 826,129 892,907

仕掛品 467,297 499,406

原材料及び貯蔵品 585,795 582,400

その他 1,271,339 1,921,307

貸倒引当金 △3,580 △4,179

流動資産合計 11,345,185 11,457,815

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 4,679,441 5,667,396

機械装置及び運搬具（純額） 3,554,951 4,240,808

土地 3,004,916 3,004,916

その他（純額） 1,568,976 371,135

有形固定資産合計 12,808,285 13,284,257

無形固定資産 198,133 198,921

投資その他の資産

投資有価証券 165,290 162,221

その他 1,355,666 1,326,826

貸倒引当金 △17,549 △10,882

投資その他の資産合計 1,503,407 1,478,165

固定資産合計 14,509,826 14,961,344

資産合計 25,855,012 26,419,160
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2020年９月20日)

当第３四半期連結会計期間
(2021年６月20日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 3,690,948 3,377,947

短期借入金 835,000 1,600,000

1年内返済予定の長期借入金 1,180,325 1,220,228

未払法人税等 256,169 142,593

賞与引当金 383,945 191,085

未払金 4,067,119 3,977,463

その他 1,123,312 775,130

流動負債合計 11,536,819 11,284,448

固定負債

長期借入金 5,589,026 6,343,258

退職給付に係る負債 1,255,061 1,209,191

資産除去債務 283,085 457,852

その他 694,682 643,104

固定負債合計 7,821,855 8,653,406

負債合計 19,358,675 19,937,854

純資産の部

株主資本

資本金 865,444 865,444

資本剰余金 629,828 636,880

利益剰余金 4,975,388 4,951,755

自己株式 △41,281 △41,281

株主資本合計 6,429,379 6,412,798

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 17,889 14,215

為替換算調整勘定 △2,500 28,488

退職給付に係る調整累計額 29,464 24,164

その他の包括利益累計額合計 44,853 66,869

非支配株主持分 22,104 1,638

純資産合計 6,496,337 6,481,305

負債純資産合計 25,855,012 26,419,160

　



マルサンアイ株式会社(2551) 2021年９月期 第３四半期決算短信

6

（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９月21日
　至 2020年６月20日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2020年９月21日
　至 2021年６月20日)

売上高 21,887,627 22,494,412

売上原価 15,867,953 16,456,615

売上総利益 6,019,674 6,037,797

販売費及び一般管理費 5,276,833 5,667,987

営業利益 742,840 369,809

営業外収益

受取利息 4,457 6,502

不動産賃貸収入 11,882 11,882

持分法による投資利益 － 768

デリバティブ評価益 6,620 －

保険解約返戻金 12,102 20,193

その他 19,846 31,461

営業外収益合計 54,909 70,808

営業外費用

支払利息 20,630 22,691

シンジケートローン手数料 7,738 7,412

持分法による投資損失 409 －

債権売却損 11,371 10,695

その他 1,856 1,921

営業外費用合計 42,007 42,722

経常利益 755,742 397,896

特別利益

補助金収入 135,106 －

特別利益合計 135,106 －

特別損失

固定資産売却損 3,926 72

固定資産除却損 22,270 11,608

製品自主回収関連費用 68,547 －

特別損失合計 94,744 11,680

税金等調整前四半期純利益 796,103 386,215

法人税等 312,659 250,159

四半期純利益 483,443 136,056

非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主
に帰属する四半期純損失（△）

113 △14

親会社株主に帰属する四半期純利益 483,330 136,070
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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９月21日
　至 2020年６月20日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2020年９月21日
　至 2021年６月20日)

四半期純利益 483,443 136,056

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 446 △3,673

為替換算調整勘定 △6,583 24,383

退職給付に係る調整額 △27,420 △5,299

持分法適用会社に対する持分相当額 △1,517 6,605

その他の包括利益合計 △35,075 22,015

四半期包括利益 448,368 158,072

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 448,255 158,086

非支配株主に係る四半期包括利益 113 △14
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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）

前第３四半期連結累計期間(自 2019年９月21日 至 2020年６月20日)

１．配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2019年12月12日
定時株主総会

普通株式 136,890 60.00 2019年９月20日 2019年12月13日 利益剰余金

　

２．基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計期間の末日

後となるもの

該当事項はありません。

当第３四半期連結累計期間(自 2020年９月21日 至 2021年６月20日)

１．配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2020年12月11日
定時株主総会

普通株式 159,704 70.00 2020年９月20日 2020年12月14日 利益剰余金

　

２．基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計期間の末日

後となるもの

該当事項はありません。

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用）

（税金費用の計算）

　当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に

当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ 前第３四半期連結累計期間(自 2019年９月21日 至 2020年６月20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

その他 合計

みそ事業 豆乳飲料事業
その他食品

事業
計

売上高

外部顧客への売上高 3,698,720 16,449,629 1,725,080 21,873,430 14,197 21,887,627

セグメント間の内部売上高
又は振替高

― ― ― ― ― ―

計 3,698,720 16,449,629 1,725,080 21,873,430 14,197 21,887,627

セグメント利益 170,519 3,578,127 136,359 3,885,006 14,197 3,899,203

（注）「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、技術指導料を含んでおります。

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連結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 3,885,006

「その他」の区分の利益 14,197

全社費用(注) △3,156,363

四半期連結損益計算書の営業利益 742,840

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない販売費及び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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Ⅱ 当第３四半期連結累計期間(自 2020年９月21日 至 2021年６月20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

その他 合計

みそ事業 豆乳飲料事業
その他食品

事業
計

売上高

外部顧客への売上高 3,670,415 17,068,887 1,741,065 22,480,368 14,043 22,494,412

セグメント間の内部売上高
又は振替高

― ― ― ― ― ―

計 3,670,415 17,068,887 1,741,065 22,480,368 14,043 22,494,412

セグメント利益又は損失(△) 91,742 3,641,862 △48,969 3,684,636 14,043 3,698,680

（注）「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、技術指導料を含んでおります。

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連結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 3,684,636

「その他」の区分の利益 14,043

全社費用(注) △3,328,870

四半期連結損益計算書の営業利益 369,809

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない販売費及び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。

（重要な後発事象）

　 該当事項はありません。

　


