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１．令和３年12月期第１四半期の連結業績（令和３年１月１日～令和３年３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 ％

３年12月期第１四半期 27,171 △5.4 237 114.9 219 113.4 218 272.5

２年12月期第１四半期 28,717 △1.3 110 △41.6 102 △44.9 58 △48.8
(注) 包括利益 ３年12月期第１四半期 685百万円( －％) ２年12月期第１四半期 △49百万円( －％)

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

３年12月期第１四半期 134.91 －

２年12月期第１四半期 36.22 －

（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 ％

３年12月期第１四半期 27,718 10,298 36.4

２年12月期 29,790 9,512 31.5
(参考) 自己資本 ３年12月期第１四半期 10,080百万円 ２年12月期 9,385百万円

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

２年12月期 － 25.00 － 25.00 50.00

３年12月期 －

３年12月期(予想) 25.00 － 25.00 50.00
(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．令和３年12月期の連結業績予想（令和３年１月１日～令和３年12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 105,000 △2.4 420 － 460 461.3 370 491.3 228.33
(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

(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

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) ３年12月期１Ｑ 1,706,000株 ２年12月期 1,706,000株

② 期末自己株式数 ３年12月期１Ｑ 85,539株 ２年12月期 85,539株

③ 期中平均株式数（四半期累計） ３年12月期１Ｑ 1,620,461株 ２年12月期１Ｑ 1,620,443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。なお、業
績予想に関する事項は、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」をご参照ください。
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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（令和３年１月１日～令和３年３月31日）におけるわが国の経済は、年初は緩やかな

経済の回復が見られたものの、新型コロナウイルス感染症の拡大による緊急事態宣言の再発令により、景況感が急

速に悪化しました。個人消費の落ち込みや雇用・所得環境の悪化が長期化の様相を呈しているなか、変異株の流行

や感染の再拡大等、今後影響の範囲や規模がさらに拡大することが懸念されます。国外情勢においても、各国にお

けるワクチン接種の進捗や経済活動の回復状況には地域差があり、先行きは不透明な状況となっております。

当社グループが属する食品流通業界におきましては、巣ごもり需要による家庭内消費の増加傾向が続くなか、飲

食店の営業時間短縮や外出自粛等の活動制限が消費行動へマイナス影響を及ぼしており、依然として厳しい状況が

続いております。

当社グループの主力である米穀事業において、前年同期と比較してミニマム・アクセス米の販売数量は増加した

ものの、新型コロナウイルス感染症の拡大による業務用を中心とした需要の減退による販売数量の減少と、令和２

年産米の豊作を要因とした供給過剰によって米穀の販売単価が下落したこと、卸業者間の玄米販売が減少したこと

等により、売上高は27,171百万円（前年同期比5.4％減）となりました。

また、損益面では、精米工場の効率化を進め製造コストを圧縮したこと、販売費及び一般管理費の削減に努めた

こと、国産米の取引価格が下がるなか利益確保に注力したこと等から営業利益は237百万円（前年同期比114.9％

増）、経常利益は219百万円（前年同期比113.4％増）、親会社株主に帰属する四半期純利益は218百万円（前年同期

比272.5％増）となりました。

（２）財政状態に関する説明

当第１四半期連結会計期間末における総資産は27,718百万円となり、前連結会計年度末と比べ2,072百万円の減少

となりました。これは主に現金及び預金の増加額1,052百万円、その他流動資産の増加額169百万円、投資有価証券

の増加額405百万円等に対し、受取手形及び売掛金の減少額874百万円、たな卸資産の減少額1,733百万円、前渡金の

減少額1,112百万円等があったためであります。

負債につきましては負債合計が17,419百万円となり、前連結会計年度末と比べ2,858百万円の減少となりました。

これは主にその他流動負債の増加額1,359百万円等に対し、支払手形及び買掛金の減少額1,991百万円、短期借入金

の減少額1,260百万円、長期借入金（１年内返済予定の長期借入金を含む）の減少額953百万円等があったためであ

ります。

純資産につきましては純資産合計が10,298百万円となり、前連結会計年度末と比べ786百万円の増加となりまし

た。これは主に利益剰余金の増加額239百万円、その他有価証券評価差額金の増加額165百万円、繰延ヘッジ損益の

増加額263百万円等があったためであります。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

令和３年12月期の業績予想につきましては、令和３年２月17日に発表した予想の変更はありません。
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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：千円)

前連結会計年度
(令和２年12月31日)

当第１四半期連結会計期間
(令和３年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,847,505 2,899,870

受取手形及び売掛金 8,674,750 7,800,390

商品及び製品 3,021,800 2,463,716

仕掛品 322,652 298,524

原材料及び貯蔵品 5,258,419 4,107,010

前渡金 2,454,966 1,342,390

未収入金 31,955 112,067

未収還付法人税等 41,425 41,425

その他 274,994 444,753

貸倒引当金 △12,559 △10,852

流動資産合計 21,915,911 19,499,295

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,657,828 1,630,516

機械装置及び運搬具（純額） 849,204 830,726

土地 2,077,668 2,077,668

リース資産（純額） 90,058 84,703

その他（純額） 39,241 44,272

有形固定資産合計 4,714,002 4,667,887

無形固定資産

ソフトウエア 39,110 38,847

リース資産 69,640 65,462

その他 40,890 47,126

無形固定資産合計 149,641 151,436

投資その他の資産

投資有価証券 2,608,680 3,014,191

長期貸付金 515 455

長期前払費用 23,906 22,756

差入保証金 341,334 342,425

その他 58,983 42,423

貸倒引当金 △22,295 △22,202

投資その他の資産合計 3,011,124 3,400,050

固定資産合計 7,874,768 8,219,374

資産合計 29,790,680 27,718,670

　



木徳神糧株式会社(2700) 令和３年12月期 第１四半期決算短信

－4－

(単位：千円)

前連結会計年度
(令和２年12月31日)

当第１四半期連結会計期間
(令和３年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 5,543,359 3,551,588

短期借入金 5,911,883 4,651,127

1年内返済予定の長期借入金 3,809,462 3,409,006

リース債務 38,133 38,133

未払金 1,103,879 826,158

未払法人税等 21,171 62,990

賞与引当金 185,639 280,267

その他 340,895 1,700,813

流動負債合計 16,954,425 14,520,086

固定負債

長期借入金 2,871,853 2,319,100

リース債務 121,565 112,032

繰延税金負債 91,430 225,594

役員退職慰労引当金 127,481 132,656

資産除去債務 77,938 78,013

その他 33,205 32,250

固定負債合計 3,323,474 2,899,647

負債合計 20,277,900 17,419,733

純資産の部

株主資本

資本金 529,500 529,500

資本剰余金 380,174 380,174

利益剰余金 8,662,974 8,902,235

自己株式 △287,831 △287,831

株主資本合計 9,284,817 9,524,078

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 213,127 378,523

繰延ヘッジ損益 △30,886 232,449

為替換算調整勘定 △81,093 △54,875

その他の包括利益累計額合計 101,148 556,097

非支配株主持分 126,814 218,760

純資産合計 9,512,780 10,298,936

負債純資産合計 29,790,680 27,718,670
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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 令和２年１月１日
　至 令和２年３月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 令和３年１月１日
　至 令和３年３月31日)

売上高 28,717,464 27,171,537

売上原価 27,246,055 25,649,364

売上総利益 1,471,409 1,522,173

販売費及び一般管理費 1,361,001 1,284,954

営業利益 110,407 237,218

営業外収益

受取利息 1,215 1,249

受取配当金 3,299 2,771

受取保険金 3,838 －

不動産賃貸料 6,545 6,943

貸倒引当金戻入額 798 1,575

その他 8,597 10,727

営業外収益合計 24,294 23,266

営業外費用

支払利息 16,590 15,488

不動産賃貸費用 1,937 1,931

為替差損 9,407 19,551

その他 4,041 4,314

営業外費用合計 31,977 41,285

経常利益 102,724 219,200

特別利益

補助金収入 1,739 －

特別利益合計 1,739 －

特別損失

固定資産除却損 0 0

特別損失合計 0 0

税金等調整前四半期純利益 104,464 219,200

法人税、住民税及び事業税 69,674 52,311

法人税等調整額 △25,347 △52,489

法人税等合計 44,326 △178

四半期純利益 60,137 219,378

非支配株主に帰属する四半期純利益 1,439 757

親会社株主に帰属する四半期純利益 58,697 218,621
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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 令和２年１月１日
　至 令和２年３月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 令和３年１月１日
　至 令和３年３月31日)

四半期純利益 60,137 219,378

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △117,806 165,395

繰延ヘッジ損益 15,673 263,336

為替換算調整勘定 △7,657 37,482

その他の包括利益合計 △109,791 466,214

四半期包括利益 △49,654 685,592

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △47,742 670,927

非支配株主に係る四半期包括利益 △1,911 14,665
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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。

　


