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1. 2021年3月期第3四半期の連結業績（2020年4月1日～2020年12月31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3四半期 4,922 4.8 357 27.9 358 24.2 238 25.7

2020年3月期第3四半期 4,698 9.2 279 78.2 288 76.6 190 83.1

（注）包括利益 2021年3月期第3四半期　　238百万円 （23.1％） 2020年3月期第3四半期　　194百万円 （100.0％）

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3四半期 68.78 ―

2020年3月期第3四半期 54.70 ―

(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3四半期 4,844 1,813 37.4 521.83

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3四半期 1,813百万円 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） 10.00 10.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 有

配当予想の修正については、本日（2021年２月12日）公表いたしました「配当予想の修正（特別配当）に関するお知らせ」をご覧ください。

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 6,480 3.0 440 11.7 440 11.8 290 8.9 83.46

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有

連結業績予想の修正については、本日（2021年２月12日）公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。



※ 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3Q 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3Q 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3Q 3,474,690 株 2020年3月期3Q 3,474,739 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３四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り世界的に経済活動

が停滞し、国内の企業収益や雇用情勢は大幅に悪化しました。６月以降国内では徐々に経済活動を再開する動き

は見られたものの、11月以降再び感染症は拡大しており、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、コロナ禍における不要不急の外出自粛や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、感染症の再拡大により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４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、通信販売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原材料・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３四半期連結累計期間の売上高は49億２千２百万円（前年同期比4.8％増）、営業利益３億５

千７百万円（前年同期比27.9％増）、経常利益３億５千８百万円（前年同期比24.2％増）、親会社株主に帰属す

る四半期純利益２億３千８百万円（前年同期比25.7％増）となりました。

（２）財政状態に関する説明

当第３四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４億３千３百万円増加し、48億４千４百万

円となりました。これは、主に現金及び預金の増加（２億２千万円）、受取手形及び売掛金の増加（１億８千１

百万円）、原材料及び貯蔵品の増加（２千４百万円）、機械装置及び運搬具の増加（１千８百万円）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２億１千９百万円増加し、30億３千１百万円となりました。これは、主に買

掛金の増加（２億７千４百万円）、未払金の増加（５千１百万円）、長期借入金の減少（９千９百万円）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２億１千４百万円増加し、18億１千３百万円となり、自己資本比率

は37.4％となりました。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

最近の業績動向等を踏まえ、2020年５月11日に公表いたしました2021年３月期通期の業績予想を修正いたしま

した。詳細は、本日（2021年２月12日）公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧くださ

い。
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（単位：千円）

前連結会計年度
(2020年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2020年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 342,992 563,859

受取手形及び売掛金 865,298 1,047,167

商品及び製品 47,460 66,840

仕掛品 9,578 2,410

原材料及び貯蔵品 81,679 106,362

その他 19,537 21,811

貸倒引当金 △71 △86

流動資産合計 1,366,475 1,808,365

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 482,658 474,116

機械装置及び運搬具（純額） 615,647 633,973

土地 1,356,957 1,356,957

リース資産（純額） 196,271 184,977

建設仮勘定 － 10,530

その他（純額） 40,824 42,612

有形固定資産合計 2,692,359 2,703,167

無形固定資産 53,467 45,916

投資その他の資産

投資有価証券 143,741 143,598

繰延税金資産 75,533 60,442

その他 79,252 83,282

貸倒引当金 － △54

投資その他の資産合計 298,527 287,268

固定資産合計 3,044,354 3,036,352

資産合計 4,410,829 4,844,718

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３四半期連結会計期間
(2020年12月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 281,913 556,903

短期借入金 908,328 939,578

リース債務 68,669 69,318

未払金 272,974 324,239

未払法人税等 80,577 56,002

賞与引当金 62,051 15,753

その他 142,336 183,466

流動負債合計 1,816,851 2,145,262

固定負債

社債 100,000 100,000

長期借入金 613,344 513,348

リース債務 152,638 140,288

役員退職慰労引当金 91,815 100,815

退職給付に係る負債 34,914 29,139

その他 2,630 2,673

固定負債合計 995,342 886,265

負債合計 2,812,194 3,031,527

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 3,706,345

自己株式 △305,929 △305,929

株主資本合計 3,542,161 3,756,816

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 △10,968

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 △1,943,625

純資産合計 1,598,635 1,813,191

負債純資産合計 4,410,829 4,844,718
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（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自　2019年４月１日
　至　2019年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　2020年４月１日

　至　2020年12月31日)

売上高 4,698,774 4,922,514

売上原価 3,039,247 3,162,621

売上総利益 1,659,527 1,759,893

販売費及び一般管理費 1,380,405 1,402,800

営業利益 279,121 357,092

営業外収益

受取利息 2 2

受取配当金 2,753 2,932

受取家賃 12,063 2,006

助成金収入 2,000 2,930

その他 5,681 3,735

営業外収益合計 22,499 11,606

営業外費用

支払利息 11,625 9,929

その他 1,561 563

営業外費用合計 13,186 10,493

経常利益 288,435 358,206

特別利益

固定資産売却益 － 289

特別利益合計 － 289

特別損失

固定資産除却損 805 456

特別損失合計 805 456

税金等調整前四半期純利益 287,630 358,040

法人税、住民税及び事業税 75,521 103,926

法人税等調整額 22,054 15,134

法人税等合計 97,575 119,061

四半期純利益 190,054 238,978

親会社株主に帰属する四半期純利益 190,054 238,978

（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３四半期連結累計期間）
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（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自　2019年４月１日
　至　2019年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　2020年４月１日

　至　2020年12月31日)

四半期純利益 190,054 238,978

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 3,987 △99

その他の包括利益合計 3,987 △99

四半期包括利益 194,041 238,878

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 194,041 238,878

（四半期連結包括利益計算書）

（第３四半期連結累計期間）
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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）

　該当事項はありません。

（セグメント情報）

　前第３四半期連結累計期間（自2019年４月１日　至2019年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間（自2020

年４月１日　至2020年12月31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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