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１．令和３年12月期第２四半期の連結業績（令和３年１月１日～令和３年６月30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 ％

３年12月期第２四半期 54,442 0.7 370 222.5 428 151.4 361 108.0

２年12月期第２四半期 54,045 △5.3 114 △51.1 170 △37.1 173 4.2
(注) 包括利益 ３年12月期第２四半期 844百万円( －％) ２年12月期第２四半期 72百万円( 66.7％)

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

３年12月期第２四半期 222.91 －

２年12月期第２四半期 107.16 －

（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 ％

３年12月期第２四半期 29,598 10,456 34.6

２年12月期 29,790 9,512 31.5
(参考) 自己資本 ３年12月期第２四半期 10,238百万円 ２年12月期 9,385百万円

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

２年12月期 － 25.00 － 25.00 50.00

３年12月期 － 25.00

３年12月期(予想) － 25.00 50.00

(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．令和３年12月期の連結業績予想（令和３年１月１日～令和３年12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 105,000 △2.4 550 － 600 632.2 480 667.1 296.21
(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

　 (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

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) ３年12月期２Ｑ 1,706,000株 ２年12月期 1,706,000株

② 期末自己株式数 ３年12月期２Ｑ 85,539株 ２年12月期 85,539株

③ 期中平均株式数（四半期累計） ３年12月期２Ｑ 1,620,461株 ２年12月期２Ｑ 1,620,464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。なお、業
績予想に関する事項は、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）連結業績予想などの将来
予測情報に関する説明」をご参照ください。
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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２四半期連結累計期間（令和３年１月１日～令和３年６月30日）におけるわが国の経済は、新型コロナウイ

ルス感染症の拡大による緊急事態宣言の再発令により経済活動が大きく制限を受け、個人消費や企業活動の停滞が

継続しております。国内では、景気持ち直しの兆しはあるものの、感染の再拡大等が懸念されるほか、国外情勢に

おいても、各国における経済活動の回復状況には地域差があり、先行きは不透明な状況となっております。

当社グループが属する食品流通業界におきましては、巣ごもり需要による家庭内消費の増加傾向が続くなか、飲

食店の営業時間短縮や外出自粛等の活動制限が消費行動へマイナス影響を及ぼしており、依然として厳しい状況が

続いております。

当社グループの主力である米穀事業においては、新型コロナウイルス感染症の影響による業務用を中心とした需

要の減退が継続し、令和２年産米の豊作を要因とする供給過剰によって米穀の販売単価が下落しているなか、販売

数量の確保に努めました。卸業者間の玄米販売と業務用向けの精米販売数量は減少しましたが、前年同期と比較し

てミニマム・アクセス米の販売数量が大幅に増加したことで、売上高は54,442百万円（前年同期比0.7％増）となり

ました。

また、損益面では、精米工場の効率化を進め製造コストを圧縮したこと、国産米の取引に係る採算の改善に注力

したこと等から、営業利益は370百万円（前年同期比222.5％増）、経常利益は428百万円（前年同期比151.4％増）、

親会社株主に帰属する四半期純利益は361百万円（前年同期比108.0％増）となりました。

（２）財政状態に関する説明

当第２四半期連結会計期間末における総資産は29,598百万円となり、前連結会計年度末と比べ192百万円の減少と

なりました。これは主に現金及び預金の増加額714百万円、たな卸資産の増加額213百万円、投資有価証券の増加額

705百万円等に対し、受取手形及び売掛金の減少額657百万円、前渡金の減少額1,054百万円、有形固定資産の減少額

126百万円等があったためであります。

負債につきましては負債合計が19,142百万円となり、前連結会計年度末と比べ1,135百万円の減少となりました。

これは主に支払手形及び買掛金の増加額186百万円、繰延税金負債の増加額199百万円、その他流動負債の増加額

1,203百万円等に対し、短期借入金の減少額521百万円、長期借入金（１年内返済予定の長期借入金を含む）の減少

額1,908百万円、未払金の減少額325百万円等があったためであります。

純資産につきましては純資産合計が10,456百万円となり、前連結会計年度末と比べ943百万円の増加となりまし

た。これは主に利益剰余金の増加額381百万円、その他有価証券評価差額金の増加額361百万円、繰延ヘッジ損益の

増加額80百万円、非支配株主持分の増加額91百万円等があったためであります。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

最近の業績動向や市場環境を踏まえ、令和３年５月13日に公表いたしました令和３年12月期連結業績予想を修正

しております。詳細につきましては、令和３年８月５日に公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」

をご参照ください。
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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
(令和２年12月31日)

当第２四半期連結会計期間
(令和３年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,847,505 2,561,924

受取手形及び売掛金 8,674,750 8,017,222

商品及び製品 3,021,800 3,234,681

仕掛品 322,652 316,937

原材料及び貯蔵品 5,258,419 5,264,640

前渡金 2,454,966 1,400,132

未収入金 31,955 182,601

未収還付法人税等 41,425 －

その他 274,994 199,592

貸倒引当金 △12,559 △11,330

流動資産合計 21,915,911 21,166,402

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,657,828 1,621,350

機械装置及び運搬具（純額） 849,204 779,763

土地 2,077,668 2,077,668

リース資産（純額） 90,058 79,348

その他（純額） 39,241 29,678

有形固定資産合計 4,714,002 4,587,810

無形固定資産

ソフトウエア 39,110 60,543

リース資産 69,640 61,283

その他 40,890 22,716

無形固定資産合計 149,641 144,543

投資その他の資産

投資有価証券 2,608,680 3,314,052

長期貸付金 515 335

長期前払費用 23,906 23,614

差入保証金 341,334 341,621

その他 58,983 42,328

貸倒引当金 △22,295 △22,082

投資その他の資産合計 3,011,124 3,699,870

固定資産合計 7,874,768 8,432,224

資産合計 29,790,680 29,598,627
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(単位：千円)

前連結会計年度
(令和２年12月31日)

当第２四半期連結会計期間
(令和３年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 5,543,359 5,729,485

短期借入金 5,911,883 5,390,402

1年内返済予定の長期借入金 3,809,462 3,007,337

リース債務 38,133 38,133

未払金 1,103,879 778,813

未払法人税等 21,171 62,858

賞与引当金 185,639 184,886

その他 340,895 1,544,079

流動負債合計 16,954,425 16,735,996

固定負債

長期借入金 2,871,853 1,765,143

リース債務 121,565 102,498

繰延税金負債 91,430 290,432

役員退職慰労引当金 127,481 138,231

資産除去債務 77,938 78,087

その他 33,205 31,897

固定負債合計 3,323,474 2,406,290

負債合計 20,277,900 19,142,287

純資産の部

株主資本

資本金 529,500 529,500

資本剰余金 380,174 380,174

利益剰余金 8,662,974 9,044,836

自己株式 △287,831 △287,831

株主資本合計 9,284,817 9,666,679

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 213,127 574,640

繰延ヘッジ損益 △30,886 49,826

為替換算調整勘定 △81,093 △53,096

その他の包括利益累計額合計 101,148 571,370

非支配株主持分 126,814 218,289

純資産合計 9,512,780 10,456,340

負債純資産合計 29,790,680 29,598,627
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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２四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 令和２年１月１日
　至 令和２年６月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 令和３年１月１日
　至 令和３年６月30日)

売上高 54,045,389 54,442,785

売上原価 51,296,489 51,422,162

売上総利益 2,748,899 3,020,622

販売費及び一般管理費 2,634,126 2,650,470

営業利益 114,773 370,151

営業外収益

受取利息 1,242 1,302

受取配当金 67,528 91,022

受取保険金 4,174 1,726

不動産賃貸料 13,445 13,883

貸倒引当金戻入額 962 1,426

その他 19,835 15,873

営業外収益合計 107,188 125,235

営業外費用

支払利息 33,838 31,275

不動産賃貸費用 3,889 3,860

為替差損 3,162 21,218

その他 10,710 10,800

営業外費用合計 51,600 67,154

経常利益 170,360 428,232

特別利益

固定資産売却益 75,405 －

補助金収入 1,739 －

資産除去債務戻入益 6,659 －

特別利益合計 83,805 －

特別損失

固定資産除却損 219 0

投資有価証券評価損 － 626

特別損失合計 219 626

税金等調整前四半期純利益 253,947 427,606

法人税、住民税及び事業税 8,578 59,699

法人税等調整額 63,738 6,045

法人税等合計 72,317 65,744

四半期純利益 181,629 361,861

非支配株主に帰属する四半期純利益 7,975 639

親会社株主に帰属する四半期純利益 173,653 361,222
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四半期連結包括利益計算書

第２四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 令和２年１月１日
　至 令和２年６月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 令和３年１月１日
　至 令和３年６月30日)

四半期純利益 181,629 361,861

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △107,526 361,512

繰延ヘッジ損益 4,334 80,713

為替換算調整勘定 △6,394 40,813

その他の包括利益合計 △109,586 483,038

四半期包括利益 72,043 844,900

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 66,962 828,801

非支配株主に係る四半期包括利益 5,080 16,098
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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。

　


