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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再拡大やウクライナ情勢の長

期化等により、依然として先行き不透明な状況が続いております。

当業界におきましては、原材料費、エネルギー価格や物流コストの高止まり等に起因する物価の上昇により、

消費者の節約志向・生活防衛意識は依然として高く、引き続き厳しい経営環境となりました。

こうしたなか、当社グループは、パネトーネ種の特長を活かした新製品の開発、品質の改良、新たな販路の開

拓等に努めました。新製品としましては、「神戸珈琲職人」のコーヒー入りカフェオレ風味クリームを生地で包

み焼き上げた「カフェオレ小町」を発売したほか、PB製品５品、海外販売用製品４品を発売しました。

売上高につきましては、コンビニエンスストアにおける取扱い製品の減少等の影響はあったものの、量販店、

卸問屋、自動販売機オペレーター等において堅調に推移し、前年同期を上回る結果となりました。

利益面につきましては、売上高は増加したものの、小麦粉等原材料費やエネルギーコスト高騰等の影響が大き

く、前年同期を下回る結果となりました。

以上の結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は53億３千２百万円（前年同期比11.0％増）、営業利益８千

１百万円（前年同期比35.9％減）、経常利益８千４百万円（前年同期比36.0％減）、親会社株主に帰属する四半

期純利益４千８百万円（前年同期比41.2％減）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末の総資産は、前連結会計年度末に比べ５億７千２百万円増加し、52億８千９百万

円となりました。これは、主に現金及び預金の増加（４億１千４百万円）、受取手形及び売掛金の増加（１億９

千２百万円）、建物及び構築物の増加（２千７百万円）、機械装置及び運搬具の減少（６千４百万円）などによ

るものであります。

負債は、前連結会計年度末に比べ５億３千９百万円増加し、32億９千２百万円となりました。これは、主に買

掛金の増加（３億２千９百万円）、短期借入金の増加（１億５千万円）、未払金の増加（１億９千１百万円）、

長期借入金の減少（１億３千７百万円）などによるものであります。

なお、純資産は、前連結会計年度末に比べ３千３百万円増加し、19億９千７百万円となり、自己資本比率は

37.8％となりました。

（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きましては、2022年５月13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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（単位：千円）

前連結会計年度
(2022年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2022年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 228,522 643,173

受取手形及び売掛金 1,003,569 1,196,336

商品及び製品 72,812 46,141

仕掛品 10,440 1,683

原材料及び貯蔵品 86,018 108,959

その他 25,493 39,826

貸倒引当金 △21 △25

流動資産合計 1,426,835 2,036,096

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 510,419 538,156

機械装置及び運搬具（純額） 825,599 761,515

土地 1,356,957 1,356,957

リース資産（純額） 169,835 147,684

建設仮勘定 － 1,271

その他（純額） 32,998 35,293

有形固定資産合計 2,895,811 2,840,878

無形固定資産 65,224 73,432

投資その他の資産

投資有価証券 168,860 181,337

繰延税金資産 72,222 62,411

その他 87,371 95,023

投資その他の資産合計 328,454 338,772

固定資産合計 3,289,490 3,253,084

資産合計 4,716,325 5,289,181

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
(2022年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2022年12月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 342,394 672,307

１年内償還予定の社債 100,000 100,000

短期借入金 983,328 1,133,328

リース債務 61,175 54,170

未払金 223,983 415,613

未払法人税等 10,455 3,689

賞与引当金 63,660 15,139

その他 145,802 186,191

流動負債合計 1,930,799 2,580,439

固定負債

長期借入金 526,688 389,192

リース債務 131,987 114,295

役員退職慰労引当金 115,965 125,077

退職給付に係る負債 43,996 80,229

その他 2,746 2,791

固定負債合計 821,383 711,585

負債合計 2,752,182 3,292,024

純資産の部

株主資本

資本金 222,000 222,000

資本剰余金 134,400 134,400

利益剰余金 3,853,946 3,878,301

自己株式 △306,230 △306,230

株主資本合計 3,904,116 3,928,471

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △7,316 1,341

土地再評価差額金 △1,932,656 △1,932,656

その他の包括利益累計額合計 △1,939,973 △1,931,315

純資産合計 1,964,142 1,997,156

負債純資産合計 4,716,325 5,289,181
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（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自　2021年４月１日
　至　2021年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　2022年４月１日

　至　2022年12月31日)

売上高 4,805,384 5,332,803

売上原価 3,290,838 3,788,200

売上総利益 1,514,546 1,544,602

販売費及び一般管理費 1,386,915 1,462,774

営業利益 127,630 81,827

営業外収益

受取利息 1 1

受取配当金 3,879 4,827

受取家賃 1,942 1,965

その他 9,261 5,739

営業外収益合計 15,085 12,533

営業外費用

支払利息 9,301 8,503

その他 620 898

営業外費用合計 9,922 9,402

経常利益 132,794 84,958

特別利益

固定資産売却益 199 －

特別利益合計 199 －

特別損失

固定資産除却損 150 145

特別損失合計 150 145

税金等調整前四半期純利益 132,843 84,813

法人税、住民税及び事業税 28,705 30,143

法人税等調整額 21,364 5,992

法人税等合計 50,069 36,136

四半期純利益 82,773 48,677

親会社株主に帰属する四半期純利益 82,773 48,677

（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）
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（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自　2021年４月１日
　至　2021年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　2022年４月１日

　至　2022年12月31日)

四半期純利益 82,773 48,677

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △509 8,658

その他の包括利益合計 △509 8,658

四半期包括利益 82,264 57,335

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 82,264 57,335

（四半期連結包括利益計算書）

（第３四半期連結累計期間）
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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。

（セグメント情報）

　前第３四半期連結累計期間（自2021年４月１日　至2021年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間（自2022

年４月１日　至2022年12月31日）

　　当社グループは、ロングライフパンの製造及び販売事業の単一セグメントであるため、記載を省略しており

ます。
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