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(百万円未満四捨五入)

１．2021年３月期第２四半期の業績（2020年４月１日～2020年９月30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３月期第２四半期 10,334 △21.7 △3,060 － △2,894 － △1,917 －

2020年３月期第２四半期 13,204 － △2,251 － △2,176 － △1,560 －

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３月期第２四半期 △321.53 －

2020年３月期第２四半期 △261.62 －
　

（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３月期第２四半期 42,884 23,891 55.7

2020年３月期 43,556 26,222 60.2

(参考) 自己資本 2021年３月期第２四半期 23,891百万円 2020年３月期 26,222百万円
　

　

　

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３月期 － － － 85.00 85.00

2021年３月期 － －

2021年３月期(予想) － － －

(注)１．直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ：無
　　

２．2021年３月期の配当予想につきましては、現時点では未定といたします。今後、予想が可能となった時点に
　 おいて、速やかに開示いたします。

３．2021年３月期の業績予想（2020年４月１日～2021年３月31日）
　2021年３月期の業績予想につきましては、新型コロナウイルスの感染拡大による影響が現時点では先が見えず、適
正かつ合理的な算出が困難な状況のため、未定とさせていただいております。今後、予想が可能となった時点におい
て、速やかに開示いたします。



※ 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３月期２Ｑ 5,976,205株 2020年３月期 5,976,205株

② 期末自己株式数 2021年３月期２Ｑ 15,093株 2020年３月期 14,862株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年３月期２Ｑ 5,961,271株 2020年３月期２Ｑ 5,961,608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仮定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２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菓子・食品業界は、新型コロナウイルスの感染拡大による消費行動の変化の影響を

大きく受けました。

当社においても、主要販路である大型商業施設や外食チェーンなどでは休業や時短営業を余儀なくされ、また、

駅・空港などの交通拠点やコンビニエンスストアでは外出自粛により客数が落ち込むなど、販売機会の喪失が業績に

深刻な影響を及ぼしました。一方で、巣ごもり消費など新たな需要の拡大に対し、市販レトルト商品の生産体制や新

宿中村屋オンラインショップ「るく～るるくる」などネット通販の受注体制の強化といった対策を講じることで、売

上高の確保に努めました。

しかしながら、新型コロナウイルス感染拡大によるマイナスの影響が大きく、当第２四半期売上高は、10,334,096

千円 前年同期に対し2,870,226千円、21.7％の減収となりました。

利益面におきましては、コスト削減による効率化を進めたものの、売上減収による利益への影響が大きく、営業損

失は3,060,294千円 前年同期に対し809,324千円の減益、経常損失は2,893,639千円 前年同期に対し717,670千円の減

益、四半期純損失は1,916,754千円 前年同期に対し357,060千円の減益となりました。

なお、当社の業績については、主力商品の特性として冬季に売上の割合が高く、当第２四半期累計期間の業績に季

節的変動が生じております。

（２）財政状態に関する説明

当第２四半期会計期間末における総資産は、原材料及び貯蔵品の増加751,459千円等がありましたが、現金及び預

金の減少798,938千円、売掛金の減少481,560千円等により、前事業年度末に比べ671,356千円減少し、42,884,199千

円となりました。

負債は、繰延税金負債の減少910,108千円、リース債務の減少374,607千円等がありましたが、短期借入金の増加

2,900,000千円等により、前事業年度末に比べ1,659,253千円増加し、18,993,126千円となりました。

純資産は、四半期純損失1,916,754千円、剰余金の配当506,714千円による利益剰余金の減少等により、前事業年

度末に比べ2,330,609千円減少し、23,891,073千円となりました。

（キャッシュ・フローの状況）

当第２四半期会計期間末の現金及び現金同等物は、前事業年度末に比べ、798,918千円減少し、1,012,388千円と

なりました。

区分ごとのキャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー)

当第２四半期累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、2,576,405千円の支出（前年同期は

2,398,092千円の支出）となりました。これは主に、減価償却費1,038,055千円、売上債権の減少481,560千円等があ

ったものの、税引前四半期純損失2,852,360千円、たな卸資産の増加1,361,134千円等があったことによるもので

す。

（投資活動によるキャッシュ・フロー)

当第２四半期累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、185,470千円の支出（前年同期は188,323

千円の支出）となりました。これは主に、投資有価証券の売却による収入69,954千円等があったものの、有形固定

資産の取得による支出153,865千円、投資有価証券の取得による支出104,453千円等があったことによるものです。

（財務活動によるキャッシュ・フロー)

当第２四半期累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、1,962,963千円の収入（前年同期は

2,496,614千円の収入）となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出2,200,000千円、配当金の支払額

506,390千円等があったものの、長期借入れによる収入3,000,000千円、短期借入金の純増減額2,100,000千円等があ

ったことによるものです。

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明

2021年３月期の業績予想につきましては、新型コロナウイルスの感染拡大による影響が現時点では先が見えず、適

正かつ合理的な算出が困難な状況のため、未定とさせていただいております。今後、予想が可能となった時点におい

て、本日公表いたしました「東京事業所(本社機能を有する)移転に関するお知らせ」による影響についても織込み、

速やかに開示いたします。
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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３月31日)

当第２四半期会計期間
(2020年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,816,431 1,017,494

売掛金 3,648,907 3,167,346

商品及び製品 1,310,115 1,911,239

仕掛品 46,140 54,692

原材料及び貯蔵品 1,258,762 2,010,220

その他 662,081 360,287

貸倒引当金 △458 △399

流動資産合計 8,741,978 8,520,878

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 9,297,934 9,166,457

構築物（純額） 671,275 646,238

機械及び装置（純額） 3,863,685 3,448,470

車両運搬具（純額） 795 414

工具、器具及び備品（純額） 379,849 359,351

土地 13,201,674 13,201,674

リース資産（純額） 2,446,029 2,292,277

建設仮勘定 4,013 104,114

有形固定資産合計 29,865,254 29,218,994

無形固定資産

その他 246,004 228,297

無形固定資産合計 246,004 228,297

投資その他の資産

投資有価証券 4,147,017 4,363,530

関係会社株式 131,021 131,021

その他 425,912 423,109

貸倒引当金 △1,631 △1,631

投資その他の資産合計 4,702,319 4,916,029

固定資産合計 34,813,577 34,363,320

資産合計 43,555,555 42,884,199
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(単位：千円)

前事業年度
(2020年３月31日)

当第２四半期会計期間
(2020年９月30日)

負債の部

流動負債

買掛金 1,246,606 1,194,139

短期借入金 5,800,000 8,700,000

リース債務 478,261 109,659

未払金 1,055,218 1,016,562

未払費用 443,328 464,598

未払法人税等 72,290 54,889

賞与引当金 536,422 524,878

その他 94,457 154,020

流動負債合計 9,726,584 12,218,745

固定負債

リース債務 667,595 661,591

繰延税金負債 2,511,207 1,601,099

退職給付引当金 3,884,804 3,823,668

資産除去債務 32,924 177,435

受入保証金 500,207 500,037

役員退職慰労未払金 10,551 10,551

固定負債合計 7,607,288 6,774,380

負債合計 17,333,872 18,993,126

純資産の部

株主資本

資本金 7,469,402 7,469,402

資本剰余金

資本準備金 6,481,558 6,481,558

その他資本剰余金 1,688,664 1,688,664

資本剰余金合計 8,170,223 8,170,223

利益剰余金

その他利益剰余金

固定資産圧縮積立金 3,489,479 3,452,411

別途積立金 5,204,932 5,204,932

繰越利益剰余金 1,155,562 △1,230,838

利益剰余金合計 9,849,973 7,426,505

自己株式 △63,839 △64,763

株主資本合計 25,425,758 23,001,367

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 795,924 889,707

評価・換算差額等合計 795,924 889,707

純資産合計 26,221,682 23,891,073

負債純資産合計 43,555,555 42,884,199
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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４月１日
　至 2019年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

売上高 13,204,322 10,334,096

売上原価 9,091,630 7,897,140

売上総利益 4,112,692 2,436,956

販売費及び一般管理費

販売費 5,337,199 4,455,183

一般管理費 1,026,463 1,042,067

販売費及び一般管理費合計 6,363,662 5,497,250

営業損失（△） △2,250,970 △3,060,294

営業外収益

受取配当金 69,518 59,302

助成金収入 － 107,224

その他 21,227 19,735

営業外収益合計 90,745 186,262

営業外費用

支払利息 12,820 15,107

その他 2,924 4,500

営業外費用合計 15,744 19,607

経常損失（△） △2,175,968 △2,893,639

特別利益

投資有価証券売却益 － 46,895

特別利益合計 － 46,895

特別損失

固定資産除却損 1,263 5,616

減損損失 2,366 －

特別損失合計 3,629 5,616

税引前四半期純損失（△） △2,179,598 △2,852,360

法人税、住民税及び事業税 25,541 15,860

法人税等調整額 △645,444 △951,466

法人税等合計 △619,904 △935,606

四半期純損失（△） △1,559,694 △1,916,754
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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４月１日
　至 2019年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期純損失（△） △2,179,598 △2,852,360

減価償却費 811,249 1,038,055

減損損失 2,366 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △68 △58

賞与引当金の増減額（△は減少） △17,098 △11,544

退職給付引当金の増減額（△は減少） 15,902 △61,136

受取利息及び受取配当金 △69,702 △59,305

支払利息 12,820 15,107

為替差損益（△は益） 181 206

投資有価証券売却損益（△は益） － △46,895

有形固定資産除却損 1,263 5,616

売上債権の増減額（△は増加） 952,901 481,560

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,209,074 △1,361,134

仕入債務の増減額（△は減少） 158,792 △52,467

未払消費税等の増減額（△は減少） △337,002 △31,909

その他 △226,780 305,368

小計 △2,083,847 △2,630,895

利息及び配当金の受取額 73,845 72,759

利息の支払額 △12,280 △18,144

法人税等の支払額 △375,810 △19,362

法人税等の還付額 － 19,237

営業活動によるキャッシュ・フロー △2,398,092 △2,576,405

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 － 20

有形固定資産の取得による支出 △160,951 △153,865

有形固定資産の売却による収入 － 120

無形固定資産の取得による支出 △10,221 △5,304

投資有価証券の取得による支出 △5,538 △104,453

投資有価証券の売却による収入 － 69,954

投融資による支出 △14,687 △1,758

投融資の回収による収入 3,073 9,817

投資活動によるキャッシュ・フロー △188,323 △185,470

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） 400,000 2,100,000

長期借入れによる収入 3,200,000 3,000,000

長期借入金の返済による支出 － △2,200,000

リース債務の返済による支出 △596,454 △429,723

自己株式の増減額（△は増加） △508 △924

配当金の支払額 △506,424 △506,390

財務活動によるキャッシュ・フロー 2,496,614 1,962,963

現金及び現金同等物に係る換算差額 △6 △6

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △89,807 △798,918

現金及び現金同等物の期首残高 1,296,467 1,811,306

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,206,660 1,012,388
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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。

（セグメント情報等）

　【セグメント情報】

Ⅰ 前第２四半期累計期間（自 2019年４月１日　至 2019年９月30日）

　１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:千円)

報告セグメント
合計

菓子事業 食品事業
不動産
賃貸事業

売上高

外部顧客への売上高 8,414,399 4,519,664 270,260 13,204,322

セグメント間の内部
売上高又は振替高

－ － － －

計 8,414,399 4,519,664 270,260 13,204,322

セグメント利益
又は損失(△)

△1,656,990 332,777 99,707 △1,224,507

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異

調整に関する事項)

(単位：千円)

利 益 金 額

報告セグメント計 △1,224,507

全社費用(注) △1,026,463

四半期損益計算書の営業損失(△) △2,250,970

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

　３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

（固定資産に係る重要な減損損失）

　「食品事業」セグメントにおいて、当初想定していた収益が見込めないため、一部の店舗において減損損失を計

上しております。なお、当該減損損失の計上額は、当第２四半期累計期間においては2,366千円であります。
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Ⅱ 当第２四半期累計期間（自 2020年４月１日　至 2020年９月30日）

　１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:千円)

報告セグメント
合計

菓子事業 食品事業
不動産
賃貸事業

売上高

外部顧客への売上高 6,115,921 3,984,632 233,544 10,334,096

セグメント間の内部
売上高又は振替高

－ － － －

計 6,115,921 3,984,632 233,544 10,334,096

セグメント利益
又は損失(△)

△2,229,174 151,203 59,743 △2,018,227

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異

調整に関する事項)

(単位：千円)

利 益 金 額

報告セグメント計 △2,018,227

全社費用(注) △1,042,067

四半期損益計算書の営業損失(△) △3,060,294

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

　３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　 該当事項はありません。


