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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 10,044 △16.5 △113 ― △41 ― △92 ―

2020年3月期第3四半期 12,030 △5.7 232 △6.9 279 △6.1 115 △24.4

（注）包括利益 2021年3月期第3四半期　　79百万円 （△67.7％） 2020年3月期第3四半期　　245百万円 （―％）

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 △4.99 ―

2020年3月期第3四半期 6.21 ―

(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3月期第3四半期 16,167 8,914 55.1

2020年3月期 16,870 8,928 52.9

（参考）自己資本 2021年3月期第3四半期 8,914百万円 2020年3月期 8,928百万円

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 ― 5.00 5.00

2021年3月期 ― 0.00 ―

2021年3月期（予想） 5.00 5.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 有

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 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 14,210 △13.3 21 △93.0 90 △74.9 18 △88.0 0.97

（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) 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 23,818,257 株 2020年3月期 23,818,257 株

② 期末自己株式数 2021年3月期3Q 5,228,045 株 2020年3月期 5,227,945 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年3月期3Q 18,590,262 株 2020年3月期3Q 18,590,708 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の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。業績予想の前提になる条件及び業績予想のご利用に当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）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に対する各種政策の効果もあり経

済活動の回復に向けた動きが見られたものの、11月以降に新型コロナウイルス感染症の拡大が加速したことにより、

依然として予断を許さない状況にあります。

当社グループの主要取引先である飲食店および旅館・ホテル業界においては特にその影響を大きく受けており、

新型コロナウイルス感染症の再拡大の中、引き続き厳しい状況が続いております。

このような状況のなかで、当社グループの当連結会計年度の売上高は１００億４４百万円（前年同期比16.5％

減）となりました。

　利益面では、営業損失１億１３百万円（前年同期は２億３２百万円の営業利益）、経常損失４１百万円（前年同

期は２億７９百万円の経常利益）、親会社株主に帰属する四半期純損失９２百万円（前年同期は親会社株主に帰属

する四半期純利益１億１５百万円）となりました。

セグメントの業績を示すと次のとおりであります。

（業務用厨房関連事業）

　業務用厨房関連事業につきましては、売上高は９７億９４百万円（前年同四半期比16.8％減）、営業利益は２億

３０百万円（前年同四半期比62.1％減）となりました。

（不動産賃貸事業)

　不動産賃貸事業につきましては、売上高は２億６１百万円（前年同四半期比0.7％減）、営業利益は１億５８百万

円（前年同四半期比4.7％増）となりました。

（２）財政状態に関する説明

　資産、負債及び純資産の状況

（資 産）

流動資産は、前連結会計年度末に比べて10.9％減少し、７６億４８百万円となりました、これは主に受取手形及

び売掛金９億８７百万円及び現金及び預金１億２１百万円の減少と商品１億８４百万円の増加が相殺されたもので

す。

固定資産は、前連結会計年度末に比べて2.8％増加し、８５億１８百万円となりました。これは主に投資有価証券

２億５３百万円及び土地１億５百万円の増加と繰延税金資産８５百万円の減少が相殺されたものです。

（負 債）

流動負債は、前連結会計年度末に比べて10.5％減少し、５９億２９百万円となりました。これは主に、支払手形

及び買掛金５億６２百万円、未払法人税等１億１９百万円及び賞与引当金１億０百万円の減少によるものです。

固定負債は前連結会計年度末と比べて0.5％増加し、１３億２２百万円となりました。これは主に退職給付に係る

負債１１百万円の増加と長期未払金５百万円の減少が相殺されたものです。

（純資産）

純資産は、前連結会計年度末に比べて0.2％減少し、８９億１４百万円となりました。これは主に、利益剰余金１

億８５百万円の減少とその他有価証券評価差額金１億７０百万円の増加が相殺されたものです。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

2021年３月期の通期業績予想につきましては、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、合理的に算定が困

難であったことから未定としておりましたが、現時点で入手可能な情報に基づいて算出した業績予想を公表いたし

ます。

詳細につきましては、本日（2021年２月12日）公表いたしました「業績予想および配当予想に関するお知らせ」

をご参照ください。
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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 3,914,042 3,792,875

受取手形及び売掛金 2,927,058 1,939,896

商品 1,502,481 1,687,400

製品 1,412 3,594

仕掛品 13,083 23,234

原材料及び貯蔵品 56,176 55,972

その他 175,332 149,914

貸倒引当金 △6,500 △4,300

流動資産合計 8,583,088 7,648,588

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 2,584,431 2,603,104

機械装置及び運搬具（純額） 129,659 118,092

土地 2,776,815 2,881,973

その他（純額） 211,237 186,972

有形固定資産合計 5,702,144 5,790,143

無形固定資産

ソフトウエア 77,458 66,705

その他 154,641 144,483

無形固定資産合計 232,099 211,188

投資その他の資産

投資有価証券 1,867,451 2,121,392

破産更生債権等 136,867 132,783

長期貸付金 6,780 6,770

繰延税金資産 209,287 124,077

その他 254,983 251,195

貸倒引当金 △122,485 △119,025

投資その他の資産合計 2,352,884 2,517,193

固定資産合計 8,287,128 8,518,525

資産合計 16,870,217 16,167,114
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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

支払手形及び買掛金 3,952,358 3,389,807

短期借入金 2,119,000 2,119,000

未払法人税等 125,531 5,865

賞与引当金 108,015 7,118

その他 320,846 408,138

流動負債合計 6,625,751 5,929,928

固定負債

退職給付に係る負債 946,839 958,605

役員退職慰労引当金 262,994 262,994

長期未払金 87,600 82,200

その他 19,019 19,149

固定負債合計 1,316,452 1,322,948

負債合計 7,942,204 7,252,877

純資産の部

株主資本

資本金 3,235,546 3,235,546

資本剰余金 2,965,130 2,965,130

利益剰余金 3,042,328 2,856,689

自己株式 △942,403 △942,431

株主資本合計 8,300,602 8,114,936

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 628,892 799,671

退職給付に係る調整累計額 △1,481 △370

その他の包括利益累計額合計 627,410 799,300

純資産合計 8,928,012 8,914,236

負債純資産合計 16,870,217 16,167,114
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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３四半期連結累計期間

(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 12,030,413 10,044,176

売上原価 8,953,659 7,476,115

売上総利益 3,076,753 2,568,060

販売費及び一般管理費 2,843,913 2,681,298

営業利益又は営業損失（△） 232,840 △113,237

営業外収益

受取利息 284 294

受取配当金 35,040 33,057

受取家賃 8,508 6,918

為替差益 3,242 1,323

助成金収入 - 24,100

その他 8,515 14,892

営業外収益合計 55,591 80,587

営業外費用

支払利息 8,445 8,564

営業外費用合計 8,445 8,564

経常利益又は経常損失（△） 279,986 △41,214

特別利益

固定資産売却益 233 -

特別利益合計 233 -

特別損失

固定資産除却損 11,420 1,339

会員権評価損 4,570 -

損害賠償金 12,804 -

特別損失合計 28,794 1,339

税金等調整前四半期純利益又は
税金等調整前四半期純損失（△）

251,425 △42,553

法人税、住民税及び事業税 81,589 39,363

法人税等調整額 54,369 10,769

法人税等合計 135,959 50,133

四半期純利益又は四半期純損失（△） 115,466 △92,687

非支配株主に帰属する四半期純利益 - -

親会社株主に帰属する四半期純利益又は
親会社株主に帰属する四半期純損失（△）

115,466 △92,687
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四半期連結包括利益計算書

第３四半期連結累計期間

(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)

四半期純利益又は四半期純損失（△） 115,466 △92,687

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 149,281 170,778

退職給付に係る調整額 △19,639 1,111

その他の包括利益合計 129,642 171,890

四半期包括利益 245,108 79,203

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 245,108 79,203

非支配株主に係る四半期包括利益 - -
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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。

　 （追加情報）

（新型コロナウイルス感染症に伴う会計上の見積りについて）

前連結会計年度の有価証券報告書の（追加情報）に記載した新型コロナウイルス感染症の収束時期等を含む仮

定について重要な変更はありません。

　




