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1. 2021年3月期第2四半期の連結業績（2020年4月1日～2020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 ％

2021年3月期第2四半期 3,211 5.3 184 5.7 184 1.2 120 2.3

2020年3月期第2四半期 3,048 10.7 174 124.1 182 117.6 118 135.1

（注）包括利益 2021年3月期第2四半期　　122百万円 （2.2％） 2020年3月期第2四半期　　119百万円 （134.7％）

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 34.81 ―

2020年3月期第2四半期 34.04 ―

(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

2021年3月期第2四半期 4,433 1,696 38.3 488.31

2020年3月期 4,410 1,598 36.2 460.08

（参考）自己資本 2021年3月期第2四半期 1,696百万円 2020年3月期 1,598百万円

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 ― 0.00 ― 7.00 7.00

2021年3月期 ― 0.00

2021年3月期（予想） ― 7.00 7.00

（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 3月期の連結業績予想（2020年 4月 1日～2021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 6,400 1.7 327 △17.0 320 △18.7 200 △24.9 57.56

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無



※ 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） 2021年3月期2Q 3,630,000 株 2020年3月期 3,630,000 株

② 期末自己株式数 2021年3月期2Q 155,310 株 2020年3月期 155,310 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年3月期2Q 3,474,690 株 2020年3月期2Q 3,474,760 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．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２四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拡大による世界的な経済活動

の停滞等に伴う企業収益の減少、雇用情勢の悪化に伴う消費マインドの低下等の影響が大きく、６月以降国内で

は徐々に経済活動を再開する動きは見られるものの、依然景気は厳しい状況が続いております。

当業界におきましては、テレワークの拡大等在宅機会の増加から内食需要の高まりはあるものの、感染症の再

拡大も懸念され収束が未だ見通せない状況から消費者の生活防衛意識は依然高く、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並びに品質の改良、新たな販路の

開拓に努めました。新製品としましては、岐阜県商工会議所との共同開発によるリトアニア産ドライフルーツを

使用した「リトアニアの森」「リトアニアの実り」を数量限定で発売したほか、PB製品３品を発売しました。

売上高につきましては、自動販売機オペレーターにおいて、テレワークの浸透等職域での勤務態様の変化や学

校の休校等により一部の設置先で販売が落ち込んだものの、内食関連需要が高まったこと等の影響から、生活協

同組合、量販店等において順調に推移し、前連結会計年度実績を上回る結果となりました。

利益面につきましては、生産量の増加に伴う労務費負担の増大、製造設備整備費用の増加等はあったものの、

売上高の増加に加え、コロナ禍において営業・販売促進活動が制限されたこと、その他経費削減に注力したこと

等により、前連結会計年度実績を上回る結果となりました。

以上の結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は32億１千１百万円（前年同期比5.3％増）、営業利益１億８

千４百万円（前年同期比5.7％増）、経常利益１億８千４百万円（前年同期比1.2％増）、親会社株主に帰属する

四半期純利益１億２千万円（前年同期比2.3％増）となりました。

（２）財政状態に関する説明

　　①資産、負債及び純資産の内容

当第２四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２千２百万円増加し、44億３千３百万円と

なりました。これは主に現金及び預金の減少（２千８百万円）、商品及び製品の増加（１千７百万円）、建物及

び構築物の減少（１千５百万円）、機械装置及び運搬具の増加（４千２百万円）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７千５百万円減少し、27億３千７百万円となりました。これは主に短期借入

金の減少（１千２百万円）、未払金の増加（２千２百万円）、長期借入金の減少（６千６百万円）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９千８百万円増加し、16億９千６百万円となり、自己資本比率は

38.3％となりました。

　　②キャッシュ・フローの状況

当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比

べ２千８百万円減少（前連結会計年度末比8.2％減）し、当第２四半期連結会計期間末には３億１千４百万円とな

りました。

当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因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）

営業活動の結果得られた資金は２億４千２百万円（前年同期比874.2％増）となりました。

これは主に税金等調整前四半期純利益（１億８千４百万円）、減価償却費（１億４千９百万円）、たな卸資

産の増加額（２千７百万円）、法人税等の支払額（６千３百万円）など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）

投資活動の結果使用した資金は１億３千万円（前年同期比9.9％増）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（１億１千３百万円）、無形固定資産の取得による支出（１千４

百万円）など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）

財務活動の結果使用した資金は１億４千万円（前年同期比26.8％減）となりました。

これは主に長期借入金の返済による支出（７千９百万円）、配当金の支払額（２千４百万円）、リース債務

の返済による支出（３千６百万円）によるものであります。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

当社グループの連結業績予想につきましては、2020年５月11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
(2020年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2020年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 342,992 314,724

受取手形及び売掛金 865,298 864,840

商品及び製品 47,460 65,201

仕掛品 9,578 9,722

原材料及び貯蔵品 81,679 90,951

その他 19,537 19,474

貸倒引当金 △71 △71

流動資産合計 1,366,475 1,364,843

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 482,658 466,772

機械装置及び運搬具（純額） 615,647 658,331

土地 1,356,957 1,356,957

リース資産（純額） 196,271 191,704

その他（純額） 40,824 42,011

有形固定資産合計 2,692,359 2,715,776

無形固定資産 53,467 49,873

投資その他の資産

投資有価証券 143,741 145,835

繰延税金資産 75,533 75,060

その他 79,252 82,471

貸倒引当金 － △54

投資その他の資産合計 298,527 303,314

固定資産合計 3,044,354 3,068,963

資産合計 4,410,829 4,433,807

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
(2020年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2020年９月30日)

負債の部

流動負債

買掛金 281,913 283,742

短期借入金 908,328 895,828

リース債務 68,669 70,149

未払金 272,974 295,122

未払法人税等 80,577 71,180

賞与引当金 62,051 62,805

その他 142,336 131,938

流動負債合計 1,816,851 1,810,768

固定負債

社債 100,000 100,000

長期借入金 613,344 546,680

リース債務 152,638 146,759

役員退職慰労引当金 91,815 97,815

退職給付に係る負債 34,914 32,390

その他 2,630 2,659

固定負債合計 995,342 926,304

負債合計 2,812,194 2,737,072

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 3,491,690 3,588,336

自己株式 △305,929 △305,929

株主資本合計 3,542,161 3,638,807

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △10,869 △9,415

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 △1,943,525 △1,942,072

純資産合計 1,598,635 1,696,734

負債純資産合計 4,410,829 4,433,807
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 （単位：千円）

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

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

売上高 3,048,979 3,211,037

売上原価 1,957,903 2,090,040

売上総利益 1,091,075 1,120,997

販売費及び一般管理費 916,809 936,715

営業利益 174,266 184,281

営業外収益

受取利息 2 1

受取配当金 2,126 2,305

受取家賃 9,001 1,359

助成金収入 2,000 1,127

その他 3,847 2,476

営業外収益合計 16,977 7,271

営業外費用

支払利息 7,854 6,780

その他 1,141 371

営業外費用合計 8,995 7,152

経常利益 182,248 184,400

特別損失

固定資産除却損 805 128

特別損失合計 805 128

税金等調整前四半期純利益 181,443 184,272

法人税、住民税及び事業税 56,618 63,472

法人税等調整額 6,531 △168

法人税等合計 63,149 63,303

四半期純利益 118,293 120,968

親会社株主に帰属する四半期純利益 118,293 120,968

（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）
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（単位：千円）

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

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

四半期純利益 118,293 120,968

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 1,478 1,453

その他の包括利益合計 1,478 1,453

四半期包括利益 119,771 122,422

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 119,771 122,422

（四半期連結包括利益計算書）

（第２四半期連結累計期間）
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（単位：千円）

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

当第２四半期連結累計期間
(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

税金等調整前四半期純利益 181,443 184,272

減価償却費 144,941 149,197

貸倒引当金の増減額（△は減少） △265 54

賞与引当金の増減額（△は減少） △583 754

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 5,625 6,000

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △11,638 △2,523

受取利息及び受取配当金 △2,128 △2,307

支払利息 7,854 6,780

有形固定資産除却損 805 128

売上債権の増減額（△は増加） 127,663 457

たな卸資産の増減額（△は増加） △23,828 △27,157

その他の流動資産の増減額（△は増加） 4,275 △17

仕入債務の増減額（△は減少） △239,271 1,828

未払消費税等の増減額（△は減少） △6,531 △3,855

その他の流動負債の増減額（△は減少） △113,537 △3,060

その他 1,354 △254

小計 76,178 310,297

利息及び配当金の受取額 2,128 2,307

利息の支払額 △7,804 △6,700

法人税等の支払額 △45,648 △63,769

営業活動によるキャッシュ・フロー 24,854 242,135

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 △98,806 △113,001

無形固定資産の取得による支出 △14,614 △14,200

その他 △4,997 △2,936

投資活動によるキャッシュ・フロー △118,418 △130,138

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） △50,000 －

長期借入金の返済による支出 △79,164 △79,164

配当金の支払額 △24,265 △24,312

リース債務の返済による支出 △38,064 △36,788

財務活動によるキャッシュ・フロー △191,494 △140,265

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △285,058 △28,268

現金及び現金同等物の期首残高 661,667 342,992

現金及び現金同等物の四半期末残高 376,609 314,724

（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書
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（４）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。

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

　前第２四半期連結累計期間（自2019年４月１日　至2019年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間（自2020

年４月１日　至2020年９月30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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