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(百万円未満切捨て)

１．2021年９月期第１四半期の連結業績（2020年９月21日～2020年12月20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９月期第１四半期 7,847 0.3 362 △17.2 361 △19.9 183 △15.5

2020年９月期第１四半期 7,826 9.7 437 126.5 451 140.0 217 119.2

(注)包括利益 2021年９月期第１四半期 182 百万円 ( △2.1％)2020年９月期第１四半期 186 百万円 ( 131.6％)

　

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９月期第１四半期 80.44 －

2020年９月期第１四半期 95.14 －
　
（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 ％

2021年９月期第１四半期 26,931 6,518 24.1

2020年９月期 25,855 6,496 25.0

(参考) 自己資本 2021年９月期第１四半期 6,497 百万円 2020年９月期 6,474 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９月期 － 0.00 － 70.00 70.00

2021年９月期 －

2021年９月期(予想) 0.00 － 30.00 30.00

(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９月期の連結業績予想（2020年９月21日～2021年９月20日）
(％表示は、通期は対前期、四半期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

第２四半期(累計) 14,771 2.1 267 △43.8 245 △49.3 111 △67.0 48.48

通 期 30,003 1.8 649 △29.0 609 △33.8 356 △50.3 155.07

(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 ： 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 ： 有

（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９月期１Ｑ 2,296,176株 2020年９月期 2,296,176株

② 期末自己株式数 2021年９月期１Ｑ 14,688株 2020年９月期 14,688株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年９月期１Ｑ 2,281,488株 2020年９月期１Ｑ 2,281,508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、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３ページ「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１四半期連結累計期間（2020年９月21日～2020年12月20日）におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感

染症の影響により、依然として厳しい状況にあります。先行きにつきましても、感染症拡大により内外経済を下振

れさせるリスクがあるなど不透明な状況です。

　みそ業界におきましては、新型コロナウイルス感染症拡大により「巣ごもり消費」など内食化傾向が見られまし

た。一方で業務用のみそでは厳しい状況が続いております。

　豆乳業界におきましても、同様の傾向が見られましたが、健康志向の高まりを背景に市場は底堅く推移しており

ます。

　このような環境の中で、当社グループは「健康で明るい生活へのお手伝い」を企業理念に定め、安全で安心でき

る製品の供給、企業活動を通じた社会貢献、コスト削減に努め、経営基盤の強化に取り組んでまいりました。

この結果、当第１四半期連結累計期間の業績は、売上高は、豆乳及びアーモンド飲料が堅調に推移したため78億

47百万円（前年同期比0.3％増）、営業利益は、原材料費の高騰により3億62百万円（前年同期比17.2％減）、経常

利益は、営業利益が減少したため3億61百万円（前年同期比19.9％減）、親会社株主に帰属する四半期純利益は、経

常利益が減少したため1億83百万円（前年同期比15.5％減）となりました。

セグメント別の経営成績は、次のとおりであります。

① みそ事業

主に生みそが減少したため、売上高は、13億円（前年同期比4.9％減）となりました。

a.生みそ

主力製品である「純正こうじみそ750ｇ」の売上が減少したため、売上高は、10億25百万円（前年同期比6.0

％減）となりました。

b.調理みそ

主力製品である「酢みそ」等の売上が増加したため、売上高は、90百万円（前年同期比5.3%増）となりまし

た。

c.即席みそ

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、多食タイプの売上は増加したもの、フリーズドライタイプ等

が減少したため、売上高は、1億26百万円（前年同期比1.4%減）となりました。

ｄ.液状みそ

新型コロナウイルス感染拡大に伴い、主に販売促進の機会が減少したため、売上高は、58百万円（前年同期

比5.9％減）となりました。

② 豆乳飲料事業

豆乳及びアーモンド飲料が堅調に推移したため、売上高は、58億18百万円（前年同期比3.0％増）となりまし

た。

a.豆乳

主に海外向け豆乳の売上が好調に推移し、売上高は、51億25百万円（前年同期比3.5%増）となりました。

b.飲料

アーモンド飲料が堅調に推移したものの、他社ブランド製品が減少したため、売上高は、6億92百万円（前年

同期比0.5％減）となりました。

③ その他食品事業

「豆乳グルト」が好調に推移したものの、鍋スープの売上が減少したため、売上高は、7億23百万円（前年同期

比10.0％減）となりました。

④ 技術指導料その他

技術指導料として、売上高5百万円（前年同期比29.1％増）を計上いたしました。
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（２）財政状態に関する説明

① 資産

流動資産は、121億71百万円となり、前連結会計年度末に比べ8億26百万円増加いたしました。増加の主な要因

といたしましては、現金及び預金の増加4億82百万円、商品及び製品の増加2億52百万円等によるものでありま

す。

固定資産は、147億59百万円となり、前連結会計年度末に比べ2億50百万円増加いたしました。増加の主な要因

といたしましては、その他に含まれる建設仮勘定の減少7億71百万円等に対し機械装置及び運搬具の増加5億97百

万円、建物及び構築物の増加4億37百万円等があったためであります。

この結果、資産合計は、269億31百万円となり、前連結会計年度末に比べ10億76百万円増加いたしました。

② 負債

流動負債は、128億12百万円となり、前連結会計年度末に比べ12億75百万円増加いたしました。増加の主な要因

といたしましては、短期借入金の増加11億76百万円等によるものであります。

固定負債は、75億99百万円となり、前連結会計年度末に比べ2億21百万円減少いたしました。減少の主な要因と

いたしましては、長期借入金の減少2億49百万円等によるものであります。

この結果、負債合計は、204億12百万円となり、前連結会計年度末に比べ10億53百万円増加いたしました。

③ 純資産

純資産合計は、65億18百万円となり、前連結会計年度末に比べ22百万円増加いたしました。増加の主な要因と

いたしましては、利益剰余金の増加23百万円等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

2021年９月期の連結業績予想につきましては、2020年10月30日に公表いたしました連結業績予想に記載された内

容から変更はございません。
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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
(2020年９月20日)

当第１四半期連結会計期間
(2020年12月20日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,059,566 3,542,468

受取手形及び売掛金 5,138,637 5,268,941

商品及び製品 826,129 1,078,757

仕掛品 467,297 474,616

原材料及び貯蔵品 585,795 703,838

その他 1,271,339 1,106,402

貸倒引当金 △3,580 △3,794

流動資産合計 11,345,185 12,171,231

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 4,679,441 5,117,025

機械装置及び運搬具（純額） 3,554,951 4,152,425

土地 3,004,916 3,004,916

その他（純額） 1,568,976 804,646

有形固定資産合計 12,808,285 13,079,014

無形固定資産 198,133 180,479

投資その他の資産

投資有価証券 165,290 162,588

その他 1,355,666 1,356,046

貸倒引当金 △17,549 △18,223

投資その他の資産合計 1,503,407 1,500,411

固定資産合計 14,509,826 14,759,905

資産合計 25,855,012 26,931,136
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2020年９月20日)

当第１四半期連結会計期間
(2020年12月20日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 3,690,948 4,051,684

短期借入金 835,000 2,011,000

1年内返済予定の長期借入金 1,180,325 1,171,785

未払法人税等 256,169 209,008

賞与引当金 383,945 192,783

未払金 4,067,119 4,013,004

その他 1,123,312 1,163,142

流動負債合計 11,536,819 12,812,407

固定負債

長期借入金 5,589,026 5,339,785

退職給付に係る負債 1,255,061 1,256,290

資産除去債務 283,085 323,607

その他 694,682 680,224

固定負債合計 7,821,855 7,599,906

負債合計 19,358,675 20,412,313

純資産の部

株主資本

資本金 865,444 865,444

資本剰余金 629,828 629,828

利益剰余金 4,975,388 4,999,200

自己株式 △41,281 △41,281

株主資本合計 6,429,379 6,453,191

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 17,889 15,391

為替換算調整勘定 △2,500 863

退職給付に係る調整累計額 29,464 27,697

その他の包括利益累計額合計 44,853 43,953

非支配株主持分 22,104 21,677

純資産合計 6,496,337 6,518,822

負債純資産合計 25,855,012 26,931,136
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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１四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第１四半期連結累計期間

(自 2019年９月21日
　至 2019年12月20日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2020年９月21日
　至 2020年12月20日)

売上高 7,826,141 7,847,786

売上原価 5,563,260 5,655,738

売上総利益 2,262,881 2,192,047

販売費及び一般管理費 1,825,709 1,829,873

営業利益 437,171 362,174

営業外収益

受取利息 1,321 1,801

不動産賃貸収入 3,934 3,934

持分法による投資利益 22 827

デリバティブ評価益 6,728 －

保険解約返戻金 12,102 －

その他 7,411 10,059

営業外収益合計 31,521 16,622

営業外費用

支払利息 6,506 7,143

シンジケートローン手数料 6,147 5,816

債権売却損 3,974 3,948

その他 1,053 628

営業外費用合計 17,682 17,537

経常利益 451,010 361,260

特別損失

固定資産売却損 3,926 －

固定資産除却損 950 5,300

製品自主回収関連費用 103,061 －

特別損失合計 107,938 5,300

税金等調整前四半期純利益 343,072 355,959

法人税等 125,554 172,870

四半期純利益 217,517 183,089

非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主
に帰属する四半期純損失（△）

463 △426

親会社株主に帰属する四半期純利益 217,053 183,515
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四半期連結包括利益計算書

第１四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第１四半期連結累計期間

(自 2019年９月21日
　至 2019年12月20日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2020年９月21日
　至 2020年12月20日)

四半期純利益 217,517 183,089

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 1,241 △2,497

為替換算調整勘定 △8,024 2,008

退職給付に係る調整額 △22,424 △1,766

持分法適用会社に対する持分相当額 △2,156 1,356

その他の包括利益合計 △31,363 △899

四半期包括利益 186,153 182,189

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 185,682 182,616

非支配株主に係る四半期包括利益 471 △426
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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）

前第１四半期連結累計期間(自 2019年９月21日 至 2019年12月20日)

１．配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2019年12月12日
定時株主総会

普通株式 136,890 60.00 2019年９月20日 2019年12月13日 利益剰余金

２．基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計期間の末日

後となるもの

該当事項はありません。

当第１四半期連結累計期間(自 2020年９月21日 至 2020年12月20日)

１．配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2020年12月11日
定時株主総会

普通株式 159,704 70.00 2020年９月20日 2020年12月14日 利益剰余金

２．基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計期間の末日

後となるもの

該当事項はありません。

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用）

（税金費用の計算）

　当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純

利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間(自 2019年９月21日 至 2019年12月20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

その他 合計

みそ事業 豆乳飲料事業
その他食品

事業
計

売上高

外部顧客への売上高 1,366,681 5,650,770 804,628 7,822,080 4,061 7,826,141

セグメント間の内部売上高
又は振替高

― ― ― ― ― ―

計 1,366,681 5,650,770 804,628 7,822,080 4,061 7,826,141

セグメント利益 143,707 1,291,571 86,461 1,521,741 4,061 1,525,802

（注）「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、技術指導料を含んでおります。

　

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連結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 1,521,741

「その他」の区分の利益 4,061

全社費用(注) △1,088,631

四半期連結損益計算書の営業利益 437,171

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない販売費及び一般管理費であります。
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Ⅱ 当第１四半期連結累計期間(自 2020年９月21日 至 2020年12月20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

その他 合計

みそ事業 豆乳飲料事業
その他食品

事業
計

売上高

外部顧客への売上高 1,300,314 5,818,470 723,759 7,842,545 5,241 7,847,786

セグメント間の内部売上高
又は振替高

― ― ― ― ― ―

計 1,300,314 5,818,470 723,759 7,842,545 5,241 7,847,786

セグメント利益 83,409 1,359,952 14,896 1,458,258 5,241 1,463,500

（注）「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、技術指導料を含んでおります。

　

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連結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 1,458,258

「その他」の区分の利益 5,241

全社費用(注) △1,101,325

四半期連結損益計算書の営業利益 362,174

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない販売費及び一般管理費であります。

　

　


