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1. 2022年3月期第2四半期の連結業績（2021年4月1日～2021年9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 ％

2022年3月期第2四半期 5,794 11.3 △630 ― △584 ― △426 ―

2021年3月期第2四半期 5,202 △56.7 △819 ― △767 ― △808 ―

（注）包括利益 2022年3月期第2四半期　　△430百万円 （―％） 2021年3月期第2四半期　　△804百万円 （―％）

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

2022年3月期第2四半期 △77.16 ―

2021年3月期第2四半期 △146.26 ―

(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 ％

2022年3月期第2四半期 18,341 15,693 85.5

2021年3月期 18,603 16,251 87.3

（参考）自己資本 2022年3月期第2四半期 15,693百万円 2021年3月期 16,251百万円

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

2021年3月期 ― 0.00 ― 23.00 23.00

2022年3月期 ― 0.00

2022年3月期（予想） ― 25.00 25.00

（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. 2022年3月期の連結業績予想（2021年4月1日～2022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 21,747 ― 209 ― 244 ― 139 ― 25.30

（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

(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 ： 有

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

（注）詳細は、添付資料９ページ「２．四半期連結財務諸表及び主な注記（４）四半期連結財務諸表に関する注記事項（会計方針の変更）」をご覧ください。

(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） 2022年3月期2Q 5,769,040 株 2021年3月期 5,769,040 株

② 期末自己株式数 2022年3月期2Q 240,234 株 2021年3月期 240,234 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2022年3月期2Q 5,528,806 株 2021年3月期2Q 5,528,806 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

（将来に関する記述等についてのご注意）

　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条件及
び業績予想のご利用に当たっての注意事項等については、添付資料Ｐ.３「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２四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拡大が続く中、大都市圏等を中

心に断続的に緊急事態宣言等が発出され、経済活動が制限された事により、景気は持ち直しのテンポが弱まってい

ます。新型コロナウイルスワクチンの接種が進み高い接種率となっているものの、あらたな変異株の出現により、

新型コロナウイルス感染症の収束時期が未だ見通せず、依然として景気の先行きは不透明な状況で推移いたしてお

ります。

　外食産業におきましては、一部に持ち直しの動きが見られたものの、緊急事態宣言やまん延防止等重点措置など

による、全国レベルでの営業時間の短縮や酒類提供の制限、臨時休業等により、極めて厳しい経営環境となりまし

た。

　このような危機的状況を突破すべく、当社グループにおいては、長引くコロナ禍における政府・自治体からの要

請に対応しながら、更なる企業価値向上を目指して、珍味・和食・お節に関わる業務用食材の開発及び販売という

コア事業の強化を推進すると同時に、中食や老健、通販業界などの新規事業分野の開拓や経営環境の変化に合わせ

た経営管理の高度化に注力してまいりました。

　この結果、当第２四半期連結累計期間の経営成績は、売上高57億94百万円（前年同四半期比11.3％増）、営業損

失6億30百万円（前年同四半期は営業損失8億19百万円）、経常損失5億84百万円（前年同四半期は経常損失7億67百

万円）、親会社株主に帰属する四半期純損失4億26百万円（前年同四半期は親会社株主に帰属する四半期純損失8億

8百万円）となりました。

　なお、当社グループは、業務用加工食材事業の単一セグメントであるため、セグメント情報の記載を省略してお

ります。

（２）財政状態に関する説明

①　資産、負債及び純資産の状況

（資産の状況）

　当第２四半期連結会計期間末における資産の残高は、183億41百万円（前連結会計年度末は186億3百万円）と

なり、2億61百万円減少いたしました。商品及び製品の増加（11億円から15億34百万円、4億34百万円増）、有価

証券の増加（12億50百万円から16億50百万円、4億円増）並びに繰延税金資産の増加（2億25百万円から3億92百

万円、1億66百万円増）があったものの、現金及び預金の減少（81億6百万円から73億65百万円、7億41百万円

減）並びに投資有価証券の減少（13億37百万円から6億33百万円、7億4百万円減）が主な要因であります。

（負債の状況）

　当第２四半期連結会計期間末における負債の残高は、26億47百万円（前連結会計年度末は23億51百万円）とな

り、2億96百万円増加いたしました。支払手形及び買掛金の増加（9億26百万円から11億44百万円、2億17百万円

増）が主な要因であります。

（純資産の状況）

　当第２四半期連結会計期間末における純資産の残高は、156億93百万円（前連結会計年度末は162億51百万円）

となり、5億57百万円減少いたしました。親会社株主に帰属する四半期純損失4億26百万円並びに剰余金の配当1

億27百万円が主な要因であります。
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②　キャッシュ・フローの状況

　当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前第２四半期連結累

計期間に比べ3億18百万円増加し、73億15百万円となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　当第２四半期連結累計期間における営業活動の結果使用した資金は、8億26百万円（前第２四半期連結累計期

間は9億55百万円の支出）となりました。これは主に仕入債務の増加2億17百万円があったものの、税金等調整前

四半期純損失5億85百万円並びに棚卸資産の増加4億18百万円により、資金が減少したことによるものでありま

す。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　当第２四半期連結累計期間における投資活動の結果得られた資金は、2億74百万円（前第２四半期連結累計期

間は26百万円の支出）となりました。これは主に有価証券の取得による支出18億円並びに投資有価証券の取得に

よる支出2億円があったものの、有価証券の償還による収入23億円により、資金が増加したことによるものであ

ります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　当第２四半期連結累計期間における財務活動の結果使用した資金は、1億89百万円（前第２四半期連結累計期

間は4億8百万円の収入）となりました。これは主に短期借入による収入7億3百万円があったものの、短期借入金

の返済による支出7億44百万円並びに配当金の支払額1億27百万円により、資金が減少したことによるものであり

ます。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

　2022年３月期通期の連結業績予想につきましては、2021年５月14日に公表いたしました業績予想から変更はあり

ません。
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（単位：千円）

前連結会計年度
(2021年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2021年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 8,106,541 7,365,187

受取手形及び売掛金 1,576,554 1,626,992

有価証券 1,250,000 1,650,000

商品及び製品 1,100,441 1,534,823

原材料及び貯蔵品 93,107 77,547

その他 72,055 269,977

貸倒引当金 △3,620 △3,970

流動資産合計 12,195,080 12,520,558

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 573,980 545,552

機械装置及び運搬具（純額） 70,569 62,478

土地 3,706,311 3,706,311

建設仮勘定 － 500

その他（純額） 82,818 68,025

有形固定資産合計 4,433,679 4,382,868

無形固定資産 63,425 59,804

投資その他の資産

投資有価証券 1,337,712 633,574

繰延税金資産 225,155 392,001

退職給付に係る資産 197,963 208,194

その他 167,708 161,488

貸倒引当金 △17,589 △16,958

投資その他の資産合計 1,910,949 1,378,300

固定資産合計 6,408,053 5,820,973

資産合計 18,603,134 18,341,531

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
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（単位：千円）

前連結会計年度
(2021年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2021年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 926,911 1,144,263

短期借入金 509,000 470,000

１年内返済予定の長期借入金 31,480 20,280

未払法人税等 38,725 15,527

賞与引当金 68,943 99,815

役員賞与引当金 5,318 1,800

その他 220,676 349,159

流動負債合計 1,801,054 2,100,846

固定負債

長期借入金 212,120 201,980

役員退職慰労引当金 91,883 93,196

退職給付に係る負債 169,402 173,374

その他 77,223 78,473

固定負債合計 550,629 547,024

負債合計 2,351,683 2,647,870

純資産の部

株主資本

資本金 2,344,021 2,344,021

資本剰余金 2,295,156 2,295,156

利益剰余金 11,961,946 11,408,146

自己株式 △351,467 △351,467

株主資本合計 16,249,656 15,695,857

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 4,033 55

為替換算調整勘定 △2,239 △2,252

その他の包括利益累計額合計 1,793 △2,196

純資産合計 16,251,450 15,693,660

負債純資産合計 18,603,134 18,341,531
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（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自　2020年４月１日
　至　2020年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　2021年４月１日

　至　2021年９月30日)

売上高 5,202,674 5,794,210

売上原価 4,408,164 4,827,405

売上総利益 794,509 966,805

販売費及び一般管理費 1,614,279 1,597,501

営業損失（△） △819,770 △630,696

営業外収益

受取利息 11,758 11,266

受取配当金 2,555 2,770

受取賃貸料 3,860 5,117

補助金収入 22,536 30,154

貸倒引当金戻入額 313 －

為替差益 2,276 －

その他 10,958 4,809

営業外収益合計 54,258 54,118

営業外費用

支払利息 1,704 2,157

賃貸収入原価 － 246

為替差損 － 6,012

営業外費用合計 1,704 8,416

経常損失（△） △767,216 △584,994

特別利益

固定資産売却益 － 8

特別利益合計 － 8

特別損失

固定資産除却損 176 17

特別損失合計 176 17

税金等調整前四半期純損失（△） △767,392 △585,002

法人税、住民税及び事業税 9,247 8,319

法人税等調整額 32,052 △166,685

法人税等合計 41,300 △158,366

四半期純損失（△） △808,692 △426,636

親会社株主に帰属する四半期純損失（△） △808,692 △426,636

（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）
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（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自　2020年４月１日
　至　2020年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　2021年４月１日

　至　2021年９月30日)

四半期純損失（△） △808,692 △426,636

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 4,092 △3,977

為替換算調整勘定 179 △12

その他の包括利益合計 4,272 △3,990

四半期包括利益 △804,420 △430,626

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △804,420 △430,626

非支配株主に係る四半期包括利益 － －

（四半期連結包括利益計算書）

（第２四半期連結累計期間）
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（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自　2020年４月１日
　至　2020年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　2021年４月１日

　至　2021年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純損失（△） △767,392 △585,002

減価償却費 67,950 66,099

為替差損益（△は益） △2,128 1,828

賞与引当金の増減額（△は減少） △29,594 30,872

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △3,650 △3,518

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 4,709 1,313

貸倒引当金の増減額（△は減少） △4,915 △281

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 2,762 3,971

受取利息及び受取配当金 △14,313 △14,037

補助金収入 △22,536 △30,154

支払利息 1,704 2,157

固定資産売却損益（△は益） － △8

固定資産除却損 176 17

売上債権の増減額（△は増加） 49,159 △64,779

棚卸資産の増減額（△は増加） △256,161 △418,821

仕入債務の増減額（△は減少） 127,647 217,421

その他の資産の増減額（△は増加） △4,896 △214,258

その他の負債の増減額（△は減少） △7,545 155,527

小計 △859,023 △851,653

利息及び配当金の受取額 14,560 15,165

補助金の受取額 22,536 30,154

利息の支払額 △1,752 △2,187

法人税等の支払額 △131,777 △17,792

営業活動によるキャッシュ・フロー △955,456 △826,314

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △50,000 △50,000

定期預金の払戻による収入 50,000 50,000

有価証券の取得による支出 △1,800,000 △1,800,000

有価証券の償還による収入 1,800,000 2,300,000

有形固定資産の取得による支出 △25,687 △23,823

有形固定資産の売却による収入 500 361

無形固定資産の取得による支出 △740 △2,856

投資有価証券の取得による支出 － △200,000

その他 △159 720

投資活動によるキャッシュ・フロー △26,086 274,401

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入 861,648 703,618

短期借入金の返済による支出 △393,813 △744,683

長期借入れによる収入 100,000 －

長期借入金の返済による支出 △21,240 △21,340

配当金の支払額 △138,254 △127,260

財務活動によるキャッシュ・フロー 408,339 △189,665

現金及び現金同等物に係る換算差額 4 224

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △573,198 △741,353

現金及び現金同等物の期首残高 7,570,149 8,056,541

現金及び現金同等物の四半期末残高 6,996,950 7,315,187

（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書
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（４）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。

（会計方針の変更）

（収益認識に関する会計基準等の適用）

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」という。）

等を第１四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財

又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。これにより、財又はサー

ビスを他の当事者によって提供されるように手配する取引について、従来は総額で収益を認識しておりましたが、

代理人として純額で収益を認識する方法に変更しております。また、有償支給に該当する取引について、従来は有

償支給した原材料等について消滅を認識しておりましたが、買い戻す義務を負っている場合、当該原材料等の消滅

を認識しない方法に変更しております。

収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従ってお

り、第１四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第１四半期連

結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。

この結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は379,884千円減少、売上原価は371,079千円減少、営業利益、経

常利益及び税金等調整前四半期純利益はそれぞれ8,805千円減少しております。また、利益剰余金期首残高に与え

る影響はありません。

（時価の算定に関する会計基準等の適用）

「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号  2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」とい

う。）等を第１四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基

準」（企業会計基準第10号  2019年７月４日）第44-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等

が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。これによる影響はありません。
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