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(百万円未満切捨て)

１．2021年２月期第２四半期の業績（2020年３月１日～2020年８月31日）
（１）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 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2021年２月期第２四半期 2,368 △6.5 109 62.8 135 64.8 117 62.2

2020年２月期第２四半期 2,532 △1.1 67 △30.3 82 △22.9 72 △17.5
　

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

2021年２月期第２四半期 286.96 ―

2020年２月期第２四半期 176.85 ―

　

　
（２）財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

2021年２月期第２四半期 2,736 1,113 40.6

2020年２月期 2,407 1,011 42.0

(参考) 自己資本 2021年２月期第２四半期 1,113 百万円 2020年２月期 1,011 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

　2020年２月期 ― ― ― 30.00 30.00

　2021年２月期 ― ―

　2021年２月期(予想) ― 40.00 40.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

　

３．2021年２月期の業績予想（2020年３月１日～2021年２月28日）

(％表示は、対前期増減率)

売上高 営業利益 経常利益 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 3,500 △6.2 40 ― 50 ― 45 ― 110.02

(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）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無

（２）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

（３）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) 2021年２月期２Ｑ 432,081株 2020年２月期 432,081株

② 期末自己株式数 2021年２月期２Ｑ 23,105株 2020年２月期 23,068株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年２月期２Ｑ 409,000株 2020年２月期２Ｑ 409,107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

業績予想につきましては、本資料の発表日現在において当社が入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際

の業績は今後の事業環境、経済状況の変化等さまざまな要因により予想数値と異なる可能性があります。業績予想に

関しましては、３ページ「１.当四半期決算に関する定性的情報（３）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拡大の影響で、経済活動は停滞や縮小

により景気は急速に悪化し、先行きの見通しは不透明な状況で推移しました。

国内食品業界におきましては、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う活動制限や外出自粛による経済停滞のマイ

ナス影響に加え、「令和２年７月豪雨」を含めた長雨や梅雨明けの遅れによる低温の影響もあり、事業環境は依然

として厳しい状況が続いております。

　このような状況のもとで、当社は中期経営計画「Challenge For Next Century 2nd Stage」の最終年度である当

事業年度においても、掲げた具体的施策に積極的に取り組み、かつ厳しい経営環境の変化に対応し、絶えず変革を

進め「さらなる企業価値の向上」を基本方針とした、将来の持続的成長の実現に向けた取り組みに注力いたしまし

た。

　主力のアイスクリーム部門において新規取引先の開拓や既存取引先への拡販等を行ってまいりましたが、５月の

緊急事態宣言の解除後においても、経済活動の本格的な再開には程遠く、当第２四半期累計期間の売上高は、2,368

百万円（前年同期比6.5％減）となりました。

　損益面については、売上減少に伴いより一層の原価低減を図った結果、営業利益は109百万円（前年同期は営業利

益67百万円）となりました。経常利益は135百万円（前年同期は経常利益82百万円）、四半期純利益は117百万円

（前年同期は四半期純利益72百万円）となりました。

　なお、営業外収益として三条工場の休業に伴う雇用調整助成金18百万円を計上しております。

また、当社は夏季に集中して需要が発生するため、特に第２四半期会計期間の売上高は、他の四半期会計期間の

売上高と比べ著しく高くなる傾向にあります。

（２）財政状態に関する説明

①財政状態及び経営成績の状況

(資産)

当第２四半期会計期間末における総資産は前事業年度末に比べ329百万円増加し、2,736百万円となりました。こ

れは主に現金及び預金の増加額287百万円、受取手形及び売掛金の増加額448百万円、商品及び製品の減少額384百万

円等によるものであります。

(負債)

当第２四半期会計期間末における負債は前事業年度末に比べ228百万円増加し、1,623百万円となりました。これ

は主に買掛金の増加額83百万円、短期借入金の増加額100百万円、未払消費税等の増加額39百万円等によるものであ

ります。

(純資産)

当第２四半期会計期間末における純資産は前事業年度末に比べ101百万円増加し、1,113百万円となりました。こ

れは主に利益剰余金の増加額105百万円、その他有価証券評価差額金の減少額３百万円等によるものであります。
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② キャッシュ・フローの状況

当第２四半期累計期間における現金及び現金同等物は、前事業年度末に比べ287百万円増加し、420百万円となり

ました。

当第２四半期累計期間における各キャッシュ・フローは、次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動によるキャッシュ・フローは266百万円の収入（前年同期は72百万円の支出）となりました。これは

主に税引前四半期純利益140百万円、減価償却費70百万円、売上債権の増加額448百万円、たな卸資産の減少額

369百万円、仕入債務の増加額83百万円等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）

投資活動によるキャッシュ・フローは49百万円の支出（前年同期は51百万円の支出）となりました。これは

主に有形固定資産の取得による支出68百万円、投資有価証券の売却による収入18百万円等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）

財務活動によるキャッシュ・フローは70百万円の収入（前年同期は223百万円の収入）となりました。これは

主に短期借入金の純増額100百万円、リース債務の返済による支出16百万円、配当金の支払額12百万円等による

ものであります。

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明

当第２四半期累計期間における業績動向等を踏まえ、2020年４月10日付「2020年２月期 決算短信〔日本基準〕

（非連結）」にて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（2020年10月９日）

公表の「第２四半期業績予想と実績との差異、通期業績予想の修正及び営業外収益に関するお知らせ」をご参照く

ださい。

なお、本資料に記載されている業績予想につきましては、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき

作成したものであり、実際の業績は今後、様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。
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２．四半期財務諸表及び主な注記

（１）四半期貸借対照表

(単位：千円)

前事業年度
(2020年２月29日)

当第２四半期会計期間
(2020年８月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 133,049 420,852

受取手形及び売掛金 272,251 720,412

商品及び製品 680,149 296,005

仕掛品 ― 557

原材料 80,005 94,175

その他 50,450 40,409

貸倒引当金 △3,029 △8,240

流動資産合計 1,212,877 1,564,171

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 411,943 406,309

機械及び装置（純額） 201,613 197,235

土地 224,792 224,792

リース資産（純額） 140,011 141,647

建設仮勘定 46,200 572

その他（純額） 19,160 82,847

有形固定資産合計 1,043,721 1,053,405

無形固定資産

リース資産 25,831 17,446

その他 14,359 11,714

無形固定資産合計 40,191 29,161

投資その他の資産

投資有価証券 61,983 43,226

その他 59,413 57,291

貸倒引当金 △10,606 △10,434

投資その他の資産合計 110,790 90,083

固定資産合計 1,194,703 1,172,651

資産合計 2,407,580 2,736,822
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(単位：千円)

前事業年度
(2020年２月29日)

当第２四半期会計期間
(2020年８月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 178,549 262,300

短期借入金 740,000 840,000

リース債務 32,721 28,999

未払金 75,691 70,245

未払費用 41,825 39,518

未払法人税等 3,721 28,478

未払消費税等 ― 39,675

賞与引当金 26,349 22,282

その他 14,543 9,637

流動負債合計 1,113,402 1,341,137

固定負債

リース債務 136,475 133,777

繰延税金負債 7,466 5,798

退職給付引当金 106,308 111,864

役員退職慰労引当金 405 405

資産除去債務 15,351 15,354

その他 16,226 15,371

固定負債合計 282,233 282,571

負債合計 1,395,636 1,623,708

純資産の部

株主資本

資本金 216,040 216,040

資本剰余金 22,698 22,698

利益剰余金 809,716 914,812

自己株式 △52,917 △53,038

株主資本合計 995,537 1,100,513

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 16,406 12,600

評価・換算差額等合計 16,406 12,600

純資産合計 1,011,943 1,113,113

負債純資産合計 2,407,580 2,736,822
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（２）四半期損益計算書

第２四半期累計期間

(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2019年３月１日
　至 2019年８月31日)

当第２四半期累計期間
(自 2020年３月１日
　至 2020年８月31日)

売上高 2,532,964 2,368,068

売上原価 2,133,819 1,916,646

売上総利益 399,145 451,422

販売費及び一般管理費 332,073 342,176

営業利益 67,071 109,245

営業外収益

受取利息 99 88

受取配当金 1,536 1,405

不動産賃貸料 7,639 8,090

受取手数料 796 602

設備負担金収入 4,145 ―

補助金収入 ― 1,500

雇用調整助成金 ― 18,186

貸倒引当金戻入額 ― 200

雑収入 3,091 1,420

営業外収益合計 17,308 31,494

営業外費用

支払利息 1,354 4,403

不動産賃貸費用 976 976

雑損失 6 101

営業外費用合計 2,337 5,481

経常利益 82,042 135,259

特別利益

投資有価証券売却益 ― 5,637

特別利益合計 ― 5,637

特別損失

固定資産売却損 ― 156

固定資産除却損 0 203

特別損失合計 0 360

税引前四半期純利益 82,042 140,536

法人税、住民税及び事業税 10,564 23,169

法人税等調整額 △872 ―

法人税等合計 9,691 23,169

四半期純利益 72,350 117,367
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2019年３月１日
　至 2019年８月31日)

当第２四半期累計期間
(自 2020年３月１日
　至 2020年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期純利益 82,042 140,536

減価償却費 60,123 70,859

退職給付引当金の増減額（△は減少） △13,256 5,556

賞与引当金の増減額（△は減少） △355 △4,067

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △1,900 ―

貸倒引当金の増減額（△は減少） 2,625 5,038

受取利息及び受取配当金 △1,636 △1,493

補助金収入 ― △1,500

支払利息 1,354 4,403

固定資産除却損 0 203

固定資産売却損 ― 156

投資有価証券売却損益（△は益） ― △5,637

売上債権の増減額（△は増加） △541,708 △448,160

たな卸資産の増減額（△は増加） 181,922 369,416

未収消費税等の増減額（△は増加） ― 25,779

その他の流動資産の増減額（△は増加） △16,912 △24,280

仕入債務の増減額（△は減少） 120,635 83,750

未払金の増減額（△は減少） 35,481 5,650

未払消費税等の増減額（△は減少） 8,141 39,675

未払費用の増減額（△は減少） 17,752 △2,306

その他の流動負債の増減額（△は減少） 3,906 △4,627

差入保証金の増減額（△は増加） △78 △71

その他 1,492 2,897

小計 △60,369 261,778

利息及び配当金の受取額 1,636 1,493

利息の支払額 △1,363 △4,349

補助金の受取額 ― 1,500

法人税等の支払額 △12,898 △570

法人税等の還付額 ― 6,910

営業活動によるキャッシュ・フロー △72,994 266,763

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △45,252 △68,886

無形固定資産の取得による支出 △1,685 100

投資有価証券の取得による支出 △531 ―

投資有価証券の売却による収入 ― 18,921

その他 △3,777 483

投資活動によるキャッシュ・フロー △51,246 △49,382

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） 250,000 100,000

リース債務の返済による支出 △10,337 △16,908

自己株式の取得による支出 △492 △120

配当金の支払額 △16,067 △12,549

財務活動によるキャッシュ・フロー 223,102 70,420

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 98,861 287,802

現金及び現金同等物の期首残高 184,778 133,049

現金及び現金同等物の期末残高 283,639 420,852
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（４）四半期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。

（追加情報）

新型コロナウイルス感染症の影響については、2021年２月期第３四半期以降、本感染症に社会全体が順応し、第

４四半期にかけて、経済活動は感染拡大前の水準まで緩やかに回復するとの仮定に基づき、当社では、固定資産の

減損会計及び繰延税金資産の回収可能性等の会計上の見積もりを行っております。

なお、この仮定は不確実性が高く、感染症の影響が長期化、または想定以上に深刻化した場合は、将来において

損失が発生する可能性があります。


