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1. 2020年3月期第2四半期の連結業績（2019年4月1日～2019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 ％

2020年3月期第2四半期 7,576 1.0 △353 ― △341 ― △538 ―

2019年3月期第2四半期 7,501 △1.8 5 △32.1 13 ― △543 ―

（注）包括利益 2020年3月期第2四半期　　△664百万円 （―％） 2019年3月期第2四半期　　△574百万円 （―％）

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

2020年3月期第2四半期 △6.20 ―

2019年3月期第2四半期 △6.24 ―

(2) 連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

2020年3月期第2四半期 5,751 3,348 58.2 38.48

2019年3月期 6,967 4,099 58.8 47.12

（参考）自己資本 2020年3月期第2四半期 3,348百万円 2019年3月期 4,099百万円

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

2019年3月期 ― 1.00 ― 1.00 2.00

2020年3月期 ― 0.00

2020年3月期（予想） ― 1.00 1.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 有

3. 2020年 3月期の連結業績予想（2019年 4月 1日～2020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 15,347 2.2 △142 ― △129 ― △339 ― △3.90

（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

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） 2020年3月期2Q 87,000,000 株 2019年3月期 87,000,000 株

② 期末自己株式数 2020年3月期2Q 8,016 株 2019年3月期 8,016 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2020年3月期2Q 86,991,984 株 2019年3月期2Q 86,992,033 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あ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の経済は、製造業においては米中貿易戦争をきっかけに自動車販売や

半導体関連が低迷する一方、内需主導の小売、サービス業ほか非製造業においても、日韓関係の悪化等によるイン

バウンド効果の剥落、原材料や人件費の上昇によるコストアップから弱含みの傾向が顕著になるなど経営環境は総

じて悪化の様相を呈する一方、消費税率増税を目前に控えた駆け込み需要が家電その他の一部高額耐久消費財を中

心に生ずる現象もありました。

このような状況の中、当社におきましては、成長性と安定性を重視した事業ポートフォリオの構築を念頭に、注

力する得意分野においてマーケティング力を強化して優位性ある商品開発と新サービスの提供等を行えるよう継続

的に取り組んで参りました結果、当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高7,576百万円（前年同期比1.0％増）、

営業損失353百万円（前年同期 営業利益５百万円）、経常損失341百万円（前年同期 経常利益13百万円）となり

ました。

また、教育関連事業において、減損損失184百万円を特別損失に計上したことなどから、親会社株主に帰属する四

半期純損失は538百万円（前年同期 親会社株主に帰属する四半期純損失543百万円）となりました。

　 当社グループ企業のセグメントごとの経営成績は以下のとおりであります。

(食品流通事業)

当事業におきましては、前期において行った主要６店舗の改修工事によって生じた減価償却費が増加したものの、

新たに実施した酒類における価格訴求キャンペーンによる新規来店顧客の獲得に成功し、また、クレジットカード

決済の導入による売上増加の効果も重なり、売上、利益共に好調に推移いたしました。

その結果、売上高5,089百万円（前年同期比7.0％増）、セグメント利益（営業利益）245百万円（前年同期比5.9

％増）となりました。

(酒類製造事業)

当事業におきましては、国内市場はRTDを除いて清酒、焼酎、ビール全酒目共軒並み前年割れと言われる厳しい業

界環境の下、当社におきましてもその例外にはなりえなかったものの、昨年度行いました清酒類等不採算製品の整

理、終売による減収の影響もここへきてようやく落ち着き、アジア向け輸出の増加と、また一過性ではあるものの

消費税増税による後半の駆け込み需要の発生もあり、売上こそ前年をやや下回ったものの、利益は堅調に推移いた

しました。

　その結果、売上高1,008百万円（前年同期比9.4％減）、セグメント利益（営業利益）44百万円（前年同期 セグ

メント損失（営業損失）３百万円）となりました。

(教育関連事業)

　当事業におきましては、少子化によるライバル会社との競争激化、更には増加しつつある中高一貫校におけるテ

スト関連ニーズが、高校大学受験の双方を扱う大手テスト業者に向うと言った市場の変化もあり、総じて厳しい環

境が続いており、中学校向けの教材部門におきまして、当年度は次回教科書改訂までの狭間にあることから大きく

形勢を変え得る有効な戦略は打ち出し難い状態にあります。

　また、高騰した商品原価の計上や新たな商品の製作コストが見込みよりもはるかに上回ったことなど及び投資額

と投資期間全体を通じた回収可能額について比較検討した結果、原価性のある制作費の償却を行ったことなどが影

響し、売上、利益共に前年を下回りました。

その結果、売上高839百万円（前年同期比18.1％減）、セグメント損失（営業損失）485百万円（前年同期 セグ

メント損失（営業損失）19百万円）となりました。

(リフォーム関連事業)

当事業におきましては，リフォーム市場の回復と消費税増税を意識した活発な駆け込み需要が重なり，選別を行

うに十分な時間的余裕もないまま対応能力一杯の受注状況となるに至りました。

その結果、売上高336百万円（前年同期比3.4％増）、セグメント利益（営業利益）７百万円（前年同期比14.5％

減）となりました。

(その他)

当事業におきましては、その他教育関連事業等を行っており、売上高302百万円（前年同期比7.5％増）となり、

セグメント利益21百万円（前年同期比375.0％増）となりました。
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（２）財政状態に関する説明

当社グループの財政状態につきましては、当第２四半期連結会計期間末における総資産は5,751百万円となり、前

連結会計年度末に比べ1,216百万円減少いたしました。

これは主として、現金及び預金について397百万円、商品及び製品について180百万円、仕掛品について306百万

円、投資有価証券について181百万円それぞれ減少したことなどによります。

当第２四半期連結会計期間末における負債は2,403百万円となり、前連結会計年度末に比べ464百万円減少いたし

ました。

これは主として、支払手形及び買掛金について278百万円、社債について20百万円、長期借入金について102百万

円、未払費用について47百万円、繰延税金負債について55百万円それぞれ減少したことなどによります。

当第２四半期連結会計期間末における純資産は3,348百万円となり、前連結会計年度末に比べ751百万円減少いた

しました。

これは主として、資本剰余金を原資とする配当実施で86百万円、その他有価証券評価差額金が125百万円、親会社

株主に帰属する四半期純損失で538百万円それぞれ減少したことなどによります。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

2020年３月期（2019年４月１日～2020年３月31日）の通期業績につきましては、2019年５月15日に発表した業績予

想値に対し、教育関連事業における収益の低下を見込んでいることなどを理由に業績予想の修正をいたしました。

詳細につきましては、本日公表いたしました「特別損失の計上ならびに2020年３月期第２四半期累計期間の業績

予想と実績との差異及び通期業績予想の修正に関するお知らせ」「剰余金の配当（中間配当無配）及び期末配当予

想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。

なお、業績予想は現時点で入手された情報に基づき判断した予想であり、潜在的リスクや不確実性が含まれてお

ります。従いまして、実際の業績は様々な要因により上記の業績予想とは異なることがあります
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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
(2019年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2019年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,009,724 1,611,981

預け金 822 822

受取手形及び売掛金 921,800 988,431

有価証券 1,054 1,150

商品及び製品 1,149,106 968,457

仕掛品 422,959 116,416

原材料及び貯蔵品 130,735 124,933

未収入金 51,331 25,970

その他 116,943 63,222

貸倒引当金 △162 △162

流動資産合計 4,804,315 3,901,224

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 334,784 315,681

その他（純額） 383,607 326,179

有形固定資産合計 718,391 641,861

無形固定資産 32,555 11,071

投資その他の資産

投資有価証券 970,860 789,058

敷金 210,060 212,208

出資金及び保証金 178,179 174,169

長期貸付金 2,563 2,563

破産更生債権等 19,846 19,786

繰延税金資産 24,754 24,784

その他 82,065 50,528

貸倒引当金 △76,213 △76,153

投資その他の資産合計 1,412,118 1,196,945

固定資産合計 2,163,065 1,849,878

資産合計 6,967,380 5,751,102
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2019年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2019年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,223,289 945,266

1年内償還予定の社債 40,000 40,000

短期借入金 241,000 241,000

1年内返済予定の長期借入金 197,166 150,736

未払金 224,290 191,548

リース債務 1,809 1,562

未払法人税等 10,178 4,681

未払消費税等 26,903 50,957

未払費用 182,011 134,617

賞与引当金 23,373 3,557

返品調整引当金 6,782 2,769

その他 37,126 41,013

流動負債合計 2,213,931 1,807,711

固定負債

社債 100,000 80,000

長期借入金 348,036 291,820

リース債務 5,382 5,380

繰延税金負債 111,580 56,236

退職給付に係る負債 32,140 31,769

資産除去債務 45,110 45,318

負ののれん 5,157 78,171

その他 6,647 6,647

固定負債合計 654,055 595,344

負債合計 2,867,986 2,403,055

純資産の部

株主資本

資本金 2,000,000 2,000,000

資本剰余金 1,940,972 1,361,041

利益剰余金 △352,477 △398,464

自己株式 △858 △858

株主資本合計 3,587,636 2,961,718

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 511,757 386,328

その他の包括利益累計額合計 511,757 386,328

純資産合計 4,099,394 3,348,047

負債純資産合計 6,967,380 5,751,102
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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 2018年４月１日
　至 2018年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

売上高 7,501,762 7,576,931

売上原価 5,776,376 6,373,782

売上総利益 1,725,385 1,203,149

販売費及び一般管理費 1,719,950 1,556,255

営業利益又は営業損失(△) 5,434 △353,106

営業外収益

受取利息 122 91

受取配当金 286 299

有価証券運用益 - 95

受取賃貸料 13,410 13,848

貸倒引当金戻入額 60 60

その他 19,304 18,824

営業外収益合計 33,183 33,218

営業外費用

支払利息 4,374 3,562

不動産賃貸費用 12,000 12,000

その他 8,709 5,740

営業外費用合計 25,083 21,302

経常利益又は経常損失(△) 13,534 △341,189

特別損失

固定資産除却損 69 -

減損損失 546,473 184,606

その他 794 8,194

特別損失合計 547,337 192,800

税金等調整前四半期純損失（△） △533,802 △533,990

法人税等 9,345 4,934

四半期純損失（△） △543,148 △538,925

親会社株主に帰属する四半期純損失（△） △543,148 △538,925
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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 2018年４月１日
　至 2018年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

四半期純損失（△） △543,148 △538,925

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △31,550 △125,429

その他の包括利益合計 △31,550 △125,429

四半期包括利益 △574,699 △664,354

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △574,699 △664,354
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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）

　 該当事項はりません。
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