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

2022年3月期第3四半期 13,998 6.3 132 ― 215 ― 156 ―

2021年3月期第3四半期 13,164 △40.8 △300 ― △230 ― △211 ―

（注）包括利益 2022年3月期第3四半期　　147百万円 （―％） 2021年3月期第3四半期　　△214百万円 （―％）

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3四半期 28.21 ―

2021年3月期第3四半期 △38.18 ―

(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3四半期 23,018 16,271 70.6

2021年3月期 18,603 16,251 87.3

（参考）自己資本 2022年3月期第3四半期 16,271百万円 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 17,630 ― 32 ― 122 ― 67 ― 12.20

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有



※ 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７ページ「２．四半期連結財務諸表及び主な注記（３）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3Q 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3Q 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3Q 5,528,806 株 2021年3月期3Q 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

　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.２「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３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、緊急事態宣言、まん延防止等重点措置の9月末での解除によ

る活動制限の緩和により、経済活動にも緩やかな回復の兆しがみられた一方で、新たな変異株の発生など感染再拡

大のリスクは解消されず、景気の先行きは不透明な状況が続きました。

　外食産業におきましては、営業時間や酒類提供の制限等の緩和や解除により、若干の明るさが見えたものの、断

続的に続く各種制限の影響は依然として大きく、極めて厳しい経営環境が続きました。

　このような状況の中、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３四半期連結累計期間の経営成績は、売上高139億98百万円（前年同四半期比6.3％増）、営業利

益1億32百万円（前年同四半期は営業損失3億円）、経常利益2億15百万円（前年同四半期は経常損失2億30百万

円）、親会社株主に帰属する四半期純利益1億56百万円（前年同四半期は親会社株主に帰属する四半期純損失2億11

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

（資産の状況）

　当第３四半期連結会計期間末における資産の残高は、230億18百万円（前連結会計年度末は186億3百万円）と

なり、44億15百万円増加いたしました。現金及び預金の減少（81億6百万円から70億85百万円、10億20百万円

減）並びに投資有価証券の減少（13億37百万円から9億27百万円、4億10百万円減）があったものの、受取手形及

び売掛金の増加（15億76百万円から70億84百万円、55億7百万円増）並びに有価証券の増加（12億50百万円から

16億50百万円、4億円増）が主な要因であります。

（負債の状況）

　当第３四半期連結会計期間末における負債の残高は、67億47百万円（前連結会計年度末は23億51百万円）とな

り、43億95百万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48億4百万円、38億77百万円

増）並びに短期借入金の増加(5億9百万円から9億10百万円、4億1百万円増)が主な要因であります。

（純資産の状況）

　当第３四半期連結会計期間末における純資産の残高は、162億71百万円（前連結会計年度末は162億51百万円）

となり、20百万円増加いたしました。剰余金の配当1億27百万円があったものの、親会社株主に帰属する四半期

純利益1億56百万円が主な要因であります。なお、2021年11月26日開催の臨時株主総会決議に基づき2021年11月

29日付で資本金の額の減少を実施し、資本金が22億44百万円減少、資本剰余金が22億44百万円増加し、当第３四

半期連結会計期間末において、資本金が１億円、資本剰余金が45億39百万円となっております。

（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月期の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を修正いたし

ました。詳細につきましては、本日（2022年１月28日）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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（単位：千円）

前連結会計年度
(2021年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2021年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 8,106,541 7,085,891

受取手形及び売掛金 1,576,554 7,084,159

有価証券 1,250,000 1,650,000

商品及び製品 1,100,441 1,105,855

原材料及び貯蔵品 93,107 68,997

その他 72,055 68,094

貸倒引当金 △3,620 △5,630

流動資産合計 12,195,080 17,057,367

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 573,980 531,340

機械装置及び運搬具（純額） 70,569 70,033

土地 3,706,311 3,706,311

その他（純額） 82,818 57,675

有形固定資産合計 4,433,679 4,365,360

無形固定資産 63,425 63,561

投資その他の資産

投資有価証券 1,337,712 927,242

繰延税金資産 225,155 197,859

退職給付に係る資産 197,963 214,724

その他 167,708 202,639

貸倒引当金 △17,589 △10,040

投資その他の資産合計 1,910,949 1,532,425

固定資産合計 6,408,053 5,961,347

資産合計 18,603,134 23,018,715

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３四半期連結会計期間
(2021年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 926,911 4,804,121

短期借入金 509,000 910,000

１年内返済予定の長期借入金 31,480 17,190

未払法人税等 38,725 21,303

賞与引当金 68,943 34,453

役員賞与引当金 5,318 3,600

その他 220,676 408,231

流動負債合計 1,801,054 6,198,899

固定負債

長期借入金 212,120 200,000

役員退職慰労引当金 91,883 95,854

退職給付に係る負債 169,402 173,963

その他 77,223 78,473

固定負債合計 550,629 548,291

負債合計 2,351,683 6,747,191

純資産の部

株主資本

資本金 2,344,021 100,000

資本剰余金 2,295,156 4,539,178

利益剰余金 11,961,946 11,990,793

自己株式 △351,467 △351,467

株主資本合計 16,249,656 16,278,504

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 △5,326

為替換算調整勘定 △2,239 △1,652

その他の包括利益累計額合計 1,793 △6,979

純資産合計 16,251,450 16,271,524

負債純資産合計 18,603,134 23,018,715
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（単位：千円）

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

当第３四半期連結累計期間
(自　2021年４月１日

　至　2021年12月31日)

売上高 13,164,228 13,998,336

売上原価 10,836,539 11,336,035

売上総利益 2,327,689 2,662,301

販売費及び一般管理費 2,628,116 2,529,649

営業利益又は営業損失（△） △300,426 132,652

営業外収益

受取利息 17,610 16,908

受取配当金 4,306 4,938

受取賃貸料 5,915 7,877

補助金収入 26,800 52,093

為替差益 2,231 －

その他 15,920 10,935

営業外収益合計 72,783 92,753

営業外費用

支払利息 2,601 3,150

賃貸収入原価 － 588

為替差損 － 6,641

営業外費用合計 2,601 10,379

経常利益又は経常損失（△） △230,244 215,026

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利益又は税金等調整前四半期

純損失（△）
△230,421 215,017

法人税、住民税及び事業税 33,226 30,601

法人税等調整額 △52,546 28,405

法人税等合計 △19,320 59,007

四半期純利益又は四半期純損失（△） △211,100 156,010

親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主

に帰属する四半期純損失（△）
△211,100 156,010

（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　2020年４月１日
　至　2020年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　2021年４月１日

　至　2021年12月31日)

四半期純利益又は四半期純損失（△） △211,100 156,010

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △3,707 △9,359

為替換算調整勘定 318 586

その他の包括利益合計 △3,388 △8,773

四半期包括利益 △214,489 147,236

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △214,489 147,236

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）

　当社は、2021年11月26日開催の臨時株主総会決議に基づき2021年11月29日付で資本金の額の減少を実施し、資本金

が2,244,021千円減少、資本剰余金が2,244,021千円増加し、当第３四半期連結会計期間末において、資本金が

100,000千円、資本剰余金が4,539,178千円となっております。

（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３四半期連結累計期間の売上高は880,664千円減少、売上原価は880,658千円減少、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5千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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