


 
※  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12月期１Ｑ 68,468,569 株 2020年12月期 68,468,569 株 

②  期末自己株式数 2021年12月期１Ｑ 3,634,280 株 2020年12月期 3,645,167 株 

③  期中平均株式数（四半期累計） 2021年12月期１Ｑ 64,829,687 株 2020年12月期１Ｑ 64,917,086 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３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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＜冷菓部門＞ 

売上面では、“ジャイアントコーン”、卸売販売子会社の売上高等は前年同期を上回りましたが、“アイスの

実”“セブンティーンアイス”等が前年同期を下回りました。その結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は

15,954百万円となり、前年同期(16,424百万円)に比べ2.9％の減収となりました。 

利益面では、減収及び売上原価率の上昇等により、営業利益は△13百万円となり、前年同期(674百万円)に比

べ688百万円の減益となりました。 
 

＜乳業部門＞

売上面では、“アイクレオ”“朝食りんごヨーグルト”等が前年同期を下回りました。その結果、当第１四半

期連結累計期間の売上高は18,440百万円となり、前年同期(19,900百万円)に比べ7.3％の減収となりました。 

利益面では、減収及び売上原価率の上昇等により、営業利益は79百万円となり、前年同期(415百万円)に比べ

335百万円の減益となりました。 

 

＜食品原料部門＞

売上面では、「澱粉」等は前年同期を下回りましたが、「ファインケミカル」“Ａ―グル”等が前年同期を上

回りました。その結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は2,283百万円となり、前年同期(2,215百万円)に比

べ3.1％の増収となりました。 

利益面では、売上原価率の低下等により、営業利益は215百万円となり、前年同期(131百万円)に比べ83百万円

の増益となりました。 

 

＜海外部門＞

売上面では、地域別において、ASEAN等では前年同期を下回りましたが、中国、米国等では前年同期を上回り

ました。その結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は13,460百万円となり、前年同期(11,703百万円)に比べ

15.0％の増収となりました。 

利益面では、増収による売上総利益の増加に加え、販売促進費率の低下や広告宣伝費の減少等により、営業利

益は1,398百万円となり、前年同期(271百万円)に比べ1,126百万円の増益となりました。 

 

＜その他部門＞

売上面では、「オフィスグリコ」等が前年同期を下回りましたが、“アーモンド効果”“SUNAO”等が前年同

期を上回りました。その結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は4,290百万円となり、前年同期(4,126百万

円)に比べ4.0％の増収となりました。 

利益面では、売上原価率の低下に加え、販売促進費率の低下や広告宣伝費の減少等により、営業利益は168百

万円となり、前年同期(△168百万円)に比べ337百万円の増益となりました。 

 

（２）財政状態に関する説明 

資産 

当第１四半期連結会計期間末の総資産は337,431百万円となり、前連結会計年度末に比べ2,650百万円減少しま

した。流動資産は168,344百万円となり、9,469百万円減少しました。主な要因は、現金及び預金、受取手形及び

売掛金の減少等によるものです。固定資産は169,086百万円となり、6,819百万円増加しました。主な要因は、投

資有価証券の増加等によるものです。 
 

負債 

当第１四半期連結会計期間末の負債合計は106,968百万円となり、前連結会計年度末に比べ10,561百万円減少

しました。主な要因は、支払手形及び買掛金、未払費用、未払法人税等の減少等によるものです。 

 

純資産 

当第１四半期連結会計期間末の純資産合計は230,463百万円となり、前連結会計年度末に比べ7,911百万円増加

しました。主な要因は、その他有価証券評価差額金、為替換算調整勘定の増加等によるものです。 

なお、自己資本比率は68.2％（前連結会計年度末比3.0ポイント上昇）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 

連結業績予想につきましては、2021年２月12日の「2020年12月期 決算短信」で公表いたしました通期の連結業

績予想数値に変更はありません。 
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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：百万円） 

 
前連結会計年度 

(2020年12月31日) 
当第１四半期連結会計期間 

(2021年３月31日) 

資産の部    

流動資産    

現金及び預金 97,904 94,998 

受取手形及び売掛金 43,520 35,717 

有価証券 731 201 

商品及び製品 13,593 16,140 

仕掛品 1,004 933 

原材料及び貯蔵品 14,265 14,912 

その他 6,875 5,542 

貸倒引当金 △81 △102 

流動資産合計 177,813 168,344 

固定資産    

有形固定資産    

建物及び構築物（純額） 40,428 40,619 

機械装置及び運搬具（純額） 32,613 34,037 

工具、器具及び備品（純額） 3,414 3,697 

土地 15,659 15,664 

リース資産（純額） 790 736 

建設仮勘定 4,678 3,040 

有形固定資産合計 97,584 97,794 

無形固定資産    

ソフトウエア 5,425 5,048 

ソフトウエア仮勘定 4,627 6,483 

のれん 411 430 

その他 250 240 

無形固定資産合計 10,715 12,203 

投資その他の資産    

投資有価証券 35,392 40,230 

退職給付に係る資産 3,175 3,259 

投資不動産（純額） 12,184 12,254 

その他 3,253 3,382 

貸倒引当金 △37 △38 

投資その他の資産合計 53,967 59,088 

固定資産合計 162,267 169,086 

資産合計 340,081 337,431 
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    （単位：百万円） 

 
前連結会計年度 

(2020年12月31日) 
当第１四半期連結会計期間 

(2021年３月31日) 

負債の部    

流動負債    

支払手形及び買掛金 32,552 28,371 

短期借入金 232 232 

未払費用 24,767 23,077 

未払法人税等 5,185 1,584 

販売促進引当金 3,730 3,296 

役員賞与引当金 82 82 

株式給付引当金 29 － 

その他 9,009 6,213 

流動負債合計 75,590 62,858 

固定負債    

転換社債型新株予約権付社債 30,066 30,060 

長期借入金 345 290 

退職給付に係る負債 1,228 1,283 

繰延税金負債 5,128 7,398 

その他 5,171 5,076 

固定負債合計 41,939 44,109 

負債合計 117,530 106,968 

純資産の部    

株主資本    

資本金 7,773 7,773 

資本剰余金 9,479 9,945 

利益剰余金 205,821 206,828 

自己株式 △9,392 △9,336 

株主資本合計 213,682 215,210 

その他の包括利益累計額    

その他有価証券評価差額金 8,236 11,479 

繰延ヘッジ損益 △179 311 

為替換算調整勘定 △669 2,421 

退職給付に係る調整累計額 686 683 

その他の包括利益累計額合計 8,073 14,896 

非支配株主持分 795 355 

純資産合計 222,551 230,463 

負債純資産合計 340,081 337,431 
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（２）四半期連結損益及び包括利益計算書

（第１四半期連結累計期間）

    （単位：百万円） 

 
前第１四半期連結累計期間 

(自 2020年１月１日 
 至 2020年３月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 2021年１月１日 

 至 2021年３月31日) 

売上高 77,999 74,293 

売上原価 39,868 38,720 

売上総利益 38,131 35,573 

販売費及び一般管理費    

運送費及び保管費 7,061 7,051 

販売促進費 9,504 7,907 

販売促進引当金繰入額 3,247 3,296 

広告宣伝費 3,035 1,795 

退職給付費用 221 163 

その他 11,595 11,270 

販売費及び一般管理費合計 34,665 31,485 

営業利益 3,465 4,088 

営業外収益    

受取利息 92 83 

受取配当金 57 45 

補助金収入 465 309 

その他 542 513 

営業外収益合計 1,157 951 

営業外費用    

支払利息 4 6 

為替差損 410 88 

固定資産廃棄損 10 30 

その他 310 268 

営業外費用合計 736 393 

経常利益 3,886 4,646 

特別利益    

固定資産売却益 - 737 

特別利益合計 - 737 

特別損失    

投資有価証券売却損 - 40 

特別損失合計 - 40 

税金等調整前四半期純利益 3,886 5,342 

法人税、住民税及び事業税 1,509 1,551 

法人税等調整額 △214 495 

法人税等合計 1,294 2,047 

四半期純利益 2,591 3,295 

（内訳）    

親会社株主に帰属する四半期純利益 2,576 3,279 

非支配株主に帰属する四半期純利益 15 15 

その他の包括利益    

その他有価証券評価差額金 △2,409 3,243 

繰延ヘッジ損益 △8 490 

為替換算調整勘定 △2,062 2,954 

退職給付に係る調整額 17 △2 

持分法適用会社に対する持分相当額 △542 159 

その他の包括利益合計 △5,005 6,845 

四半期包括利益 △2,414 10,141 

（内訳）    

親会社株主に係る四半期包括利益 △1,815 10,103 

非支配株主に係る四半期包括利益 △598 37 
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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。
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