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(百万円未満切捨て)
１．2021年３月期の業績（2020年４月１日～2021年３月31日）

（１）経営成績 (％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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2021年３月期 16,630 △6.7 499 △45.6 613 △34.2 251 △50.9

2020年３月期 17,819 1.5 918 17.8 933 17.5 512 2.5
　

１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり
当期純利益

自己資本
当期純利益率

総資産
経常利益率

売上高
営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

2021年３月期 27.61 － 4.7 5.6 3.0

2020年３月期 56.28 － 10.1 8.4 5.2

(参考) 持分法投資損益 　2021年３月期 －百万円 2020年３月期 －百万円
　

（２）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 10,659 5,420 50.9 595.35

2020年３月期 11,299 5,274 46.7 579.32

(参考) 自己資本 2021年３月期 5,420百万円 　2020年３月期 5,274百万円
　

（３）キャッシュ・フローの状況

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

2021年３月期 284 △382 △317 974

2020年３月期 1,477 △730 △387 1,390

　

２．配当の状況

年間配当金 配当金総額
(合計)

配当性向
純資産
配当率第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 百万円 ％ ％

2020年３月期 － 0.00 － 12.00 12.00 109 21.3 2.2

2021年３月期 － 0.00 － 10.00 10.00 91 36.2 1.7

2022年３月期(予想) － 0.00 － 12.00 12.00 36.4

　



３．2022年３月期の業績予想（2021年４月１日～2022年３月31日）

(％表示は、通期は対前期増減率)

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 16,000 － 550 － 550 － 300 － 32.95

（注１）第２四半期累計期間の業績予想は行っておりません。

（注２）2022年３月期の期首より、「収益認識に関する会計基準」等を適用する予定であり、当該基準等に基づいた予

想となっております。このため、当該基準等適用前の前期の実績値に対する増減率は記載しておりません。なお、「収

益認識に関する会計基準」等を適用しない場合の売上高は、17,500百万円（同5.2％増）であります。詳細は、添付資料

４ページ「１．経営成績等の概況（４）今後の見通し」をご参照ください。

※ 注記事項

（１）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

（２）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 9,105,290 株 2020年３月期 9,105,290 株

② 期末自己株式数 2021年３月期 192 株 2020年３月期 192 株

③ 期中平均株式数 2021年３月期 9,105,098 株 2020年３月期 9,105,099 株

　

※ 決算短信は公認会計士又は監査法人の監査の対象外です

　

　

※ 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当たっての

注意事項等については、添付資料４ページ「１．経営成績等の概況（４）今後の見通し」をご覧ください。
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１．経営成績等の概況

（１）当期の経営成績の概況

　 当期の経営成績

当事業年度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、経済・消費活動が大幅に落ち込ん

でおり、低迷の長期化が避けられない非常に厳しい状況のまま推移いたしました。

食品・外食業界におきましては、節約志向が根強い市場環境の下で、販売競争が激化し、人手不足や働き方改革

を背景とした人件費や物流コスト上昇などにより収益の圧迫が続く中、これらに加えて新型コロナウイルス感染症

の甚大な影響を受けております。経営環境は大変厳しく、断続的に感染が再拡大し感染症収束時期も未だ見通せな

いという、先行きについても極めて不透明な状況が続いております。

このような経営環境の中で、当社は経営理念としている「食と食の文化を通じてお客様に満足と幸せを提供す

る」ことを一貫して追い求め、「食の安全・安心」を第一に掲げて、「“おいしい”で世界をつなぐ」をミッショ

ンに、業績の向上と財務体質の改善を図り、経営基盤の強化に取り組んでまいりました。

この結果、当事業年度の売上高は16,630百万円（前期比6.7％減）、営業利益は499百万円（前期比45.6％減）、

経常利益は613百万円（前期比34.2％減）となりました。また、外食事業の休業期間における店舗運営固定費、減損

損失、店舗閉鎖損失引当金繰入、および商号変更に伴う包装材料廃棄損等を特別損失に計上したことにより、当期

純利益は251百万円（前期比50.9％減）となりました。

セグメントごとの経営成績は、次のとおりであります。なお、当事業年度より、従来食料品事業としていた報告

セグメントの名称を食品事業に変更しております。当該変更は名称変更のみであり、セグメント情報に与える影響

はありません。また、前事業年度のセグメント情報についても変更後の名称で記載しております。

① 食品事業

食品事業における主要取引先である外食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る外出自粛

や会合等の減少により、大変厳しくかつ先行きも不透明な状況が続きました。一方、食品スーパー・生協・通販

等の一般家庭用は、コロナ禍における内食需要の拡大、更には家庭内での調理機会の増加によって、販売が堅調

に推移いたしました。

このような状況の中、当社は家庭用需要の更なる取り込み策として、スーパー惣菜、ベーカリー市場の強化、

家庭用冷凍ピザの新商品発売等、積極的に家庭用市場の開拓を進めてまいりました。昨年４月に稼働した千葉工

場の新ナンラインが、コロナ禍における家庭消費の増加を上手く捉え、主力の「手のばしナン」の販売機会を逸

することなく、お客様にお届けすることが出来ました。更に、ＳＮＳ上でのナンの普及活動「ナンと和食」や店

頭キャンペーンの結果、「日経ＰＯＳデータ/ チルドパン・クッキー生地カテゴリー売れ筋ランキング」で当社

の「手のばしナン」が12年連続で第一位を獲得することが出来ました。また、北欧リトアニアの海外パートナー

企業との連携を深め、ヨーロッパの本格的な冷凍パンの輸入販売にも引き続き取り組んでまいりました。

販売管理面では、売上規模に見合った在庫水準の適正化や、経費削減等の取り組みを進めてまいりました。

この結果、当事業年度の売上高は14,159百万円（前期比5.6％増）、セグメント利益は1,656百万円（同16.9％

増）となりました。

② 外食事業

外食事業におきましては、政府及び各自治体からの外出自粛要請や営業時間短縮等の要請に伴う来客数の減少

に加え、大手企業をはじめとしたリモートワークの拡大等により、都心部におけるオフィス立地型店舗における

会食や宴会の減少も加わり、新型コロナウイルス感染症の動向が売上収益を左右する大変厳しい経営環境となっ

ております。

このような状況の中、昨年４月の緊急事態宣言を受け、一時休業となる商業施設や百貨店内にある店舗やオフ

ィスビル内居酒屋業態等において、多くの店舗が一時休業を余儀なくされました。緊急事態宣言解除後は段階的

に営業を再開し、政府主導による「Go To キャンペーン」等に積極的に取り組み集客施策を実施したことにより

売上収益は回復傾向を示しました。しかしながら、昨年末以降は、新型コロナウイルス感染症の第３波の影響に

より、本年１月には二度目の緊急事態宣言が発令されたことを受け、再び多くの店舗が営業時間の短縮及び休業

を余儀なくされることとなりました。
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こうした環境に対応すべく、ニーズの高まりに応じた、デリバリーブランド及びテイクアウトブランドの強化

に努めてまいりました。商品政策としては、「お弁当・お惣菜大賞2021年丼部門」におきまして最優秀賞を受賞

しました「塩麹鶏そぼろ重」を中心にテイクアウトメニューの充実を図り、拡販に注力してまいりました。

各店舗での新型コロナウイルス感染症の感染防止策を徹底したうえで、家賃の減免交渉、人員配置の見直し、

新規投資の抑制等、あらゆる手段を通じて利益を確保することに注力してまいりました。

また、当事業年度におきましては早期業績回復を目的とした不採算店舗の閉店を積極的に実施しました。居酒

屋・レストラン業態では「一番どり」６店舗、「郷どり燦鶏」２店舗、「をどり」１店舗、「ポポラマーマ」１

店舗の計10店舗を閉店しました。テイクアウトブランドでは、鯛焼きブランド「おめで鯛焼き本舗」２店舗を出

店する一方、「おめで鯛焼き本舗」「黄金鯛焼き」計６店舗を閉店しました。デリバリーブランドでは「上海エ

クスプレス」１店舗、「菱膳」１店舗の計２店舗を閉店しました。

この結果、当事業年度の売上高は2,478百万円（前期比43.9％減）、セグメント損失は536百万円（前期はセグ

メント利益94百万円）となりました。

（２）当期の財政状態の概況

（資産の部）

　当事業年度末における総資産は、前事業年度末と比べ640百万円減少し、10,659百万円となりました。これは主

に、現金及び預金が415百万円、機械及び装置が125百万円、敷金及び保証金が126百万円減少した一方、売掛金が

229百万円増加したこと等によるものです。

（負債の部）

　当事業年度末における負債は、前事業年度末と比べ786百万円減少し、5,239百万円となりました。これは主に、

借入金が205百万円、未払法人税等が179百万円、未払金が131百万円、資産除去債務が132百万円減少したことによ

るものです。

（純資産の部）

　当事業年度末における純資産は、前事業年度末と比べ145百万円増加し、5,420百万円となりました。これは主に、

利益剰余金の配当金の支払による減少があった一方で、当期純利益の計上による増加があったことによるもので

す。

（３）当期のキャッシュ・フローの概況

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)は、974百万円となりました。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動の結果得られた資金は、前事業年度と比べ1,192百万円減少し、284百万円となりました。

　これは主に、税引前当期純利益が408百万円減少したこと、売上債権の増加額が229百万円と前事業年度より594

百万円純増したこと等によるものです。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動の結果支出した資金は、前事業年度と比べ347百万円減少し、382百万円となりました。

　これは主に、有形固定資産の取得による支出が293百万円減少したこと等によるものです。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動の結果支出した資金は、前事業年度と比べ69百万円減少し、317百万円となりました。

　これは主に、長期借入金の返済による支出が226百万円増加したものの、長期借入れによる収入が200百万円あ

ったこと等によるものです。
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(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移

2017年３月期 2018年３月期 2019年３月期 2020年３月期 2021年３月期

自己資本比率（％） 45.0 42.0 44.9 46.7 50.9

時価ベースの自己資本比率
（％）

38.1 35.4 29.7 38.7 41.0

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率（倍）

1.3 14.7 1.6 0.9 4.0

インタレスト・カバレッジ・
レシオ（倍）

142.7 15.5 104.8 212.5 31.5

自己資本比率：自己資本／総資産

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い

（注１）株式時価総額は、自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しています。

（注２）キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しています。

（注３）有利子負債は、貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としていま

す。

（４）今後の見通し

新型コロナウイルス感染症の感染拡大が継続する中、三度に亘る緊急事態宣言の発令もあり行動規制の流れは強ま

っております。早期の個人消費の回復は見込めず、感染拡大による下振れリスクの高まりにも十分注意する必要があ

ります。また行動様式が変容する一方で、消費者の根強い低価格志向など生活防衛意識はより強くなると想定され、

食品・外食業界を取り巻く極めて厳しい状況は続くと見込まれます。

こうした中で、当社は「食の安全・安心」を第一に、工場・店舗での徹底した衛生管理のもと、食を担う企業とし

ての社会的責任を果たしてまいります。

食品事業におきましては、当社の強みである豊富な商品ラインナップを活かし、市場や販売先構成の変化に迅速対

応するとともに、生産キャパシティの増強と生産性の向上にも努めていきます。また、海外パートナー企業との連携

をさらに深め、取扱商品や販売先の拡大、多様化を進めます。これらの取り組みにより高付加価値商品の販売強化と

更なる市場の拡大を目指してまいります。

外食事業におきましては、厳しい状況が続くことを前提に、既存店の活性化と成長への基盤固めを基本方針として、

新規投資抑制、経費削減に引き続き努めつつ、当社が持つデリバリー・テイクアウト機能を活用した取り組みを進め

ていきます。また、食品事業とのさらなる相乗効果を図るべく、両事業協働での施策展開を推進してまいります。

2022年3月期の業績見通しに関しましては、新型コロナウイルス感染症の収束時期が未だ見通せないという、先行き

について極めて不透明な状況が続いておりますが、上記の取り組みを行うことで、売上高は16,000百万円、営業利益

は550百万円、経常利益は550百万円、当期純利益は300百万円を見込んでおります。

なお、2022年３月期の期首より、「収益認識に関する会計基準」等を適用する予定であり、当該基準等に基づいた

予想となっております。このため、当該基準等適用前の前期の実績値に対する増減率は記載しておりません。

主な影響の内容は、食品事業における特定の委託生産取引に関連する売上高の計上を総額から純額に変更すること

によるものであり、「収益認識に関する会計基準」等を適用しない場合の売上高は、17,500百万円(前期比5.2％増)で

あります。

なお、当予想は今後の感染症や消費動向等により変動する可能性があります。業績予想について今後修正が必要と

判断される場合には、速やかに開示いたします。

２．会計基準の選択に関する基本的な考え方

　当社は日本基準による非連結決算を実施しております。国際財務報告基準の適用につきましては、国内外の諸情勢を

考慮の上、適切に対応していく方針であります。
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３．財務諸表及び主な注記

（１）貸借対照表

(単位：千円)

前事業年度
(2020年３月31日)

当事業年度
(2021年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,390,051 974,387

売掛金 2,595,992 2,825,091

商品及び製品 652,814 643,160

原材料及び貯蔵品 400,573 314,705

前払費用 89,863 78,089

その他 92,414 165,790

貸倒引当金 △282 △311

流動資産合計 5,221,427 5,000,912

固定資産

有形固定資産

建物 4,771,499 4,618,971

減価償却累計額 △3,193,328 △3,094,815

建物（純額） 1,578,171 1,524,156

構築物 218,197 219,039

減価償却累計額 △190,510 △193,152

構築物（純額） 27,686 25,886

機械及び装置 3,438,460 3,491,853

減価償却累計額 △1,661,249 △1,839,802

機械及び装置（純額） 1,777,210 1,652,051

車両運搬具 25,786 20,241

減価償却累計額 △21,484 △13,781

車両運搬具（純額） 4,302 6,459

工具、器具及び備品 374,468 334,504

減価償却累計額 △293,899 △256,907

工具、器具及び備品（純額） 80,569 77,597

土地 870,543 871,183

リース資産 7,049 －

減価償却累計額 △6,344 －

リース資産（純額） 704 －

有形固定資産合計 4,339,189 4,157,334

無形固定資産

商標権 232 124

ソフトウエア 147,891 95,468

無形固定資産合計 148,123 95,593
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(単位：千円)

前事業年度
(2020年３月31日)

当事業年度
(2021年３月31日)

投資その他の資産

投資有価証券 159,026 163,418

従業員に対する長期貸付金 249 －

破産更生債権等 1,250 1,250

長期前払費用 1,095 344

繰延税金資産 537,799 475,594

敷金及び保証金 712,066 585,623

その他 180,786 180,917

貸倒引当金 △1,250 △1,250

投資その他の資産合計 1,591,022 1,405,897

固定資産合計 6,078,335 5,658,825

資産合計 11,299,763 10,659,738

負債の部

流動負債

電子記録債務 62,259 42,625

買掛金 1,634,385 1,525,407

短期借入金 300,000 400,000

1年内返済予定の長期借入金 505,000 180,000

リース債務 791 －

未払金 495,176 363,856

未払費用 209,894 169,434

未払法人税等 203,768 24,061

預り金 37,791 21,514

前受収益 3,182 2,603

賞与引当金 150,368 143,776

資産除去債務 117,908 －

製品自主回収関連損失引当金 57,000 －

その他 122,306 180,128

流動負債合計 3,899,832 3,053,408

固定負債

長期借入金 530,000 550,000

退職給付引当金 522,062 549,675

役員退職慰労引当金 517,423 548,191

資産除去債務 507,218 492,751

その他 48,477 44,977

固定負債合計 2,125,182 2,185,596

負債合計 6,025,014 5,239,004
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(単位：千円)

前事業年度
(2020年３月31日)

当事業年度
(2021年３月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 922,939 922,939

資本剰余金

資本準備金 1,125,651 1,125,651

その他資本剰余金 133,554 133,554

資本剰余金合計 1,259,205 1,259,205

利益剰余金

利益準備金 72,215 72,215

その他利益剰余金

別途積立金 610,000 610,000

繰越利益剰余金 2,397,308 2,539,408

利益剰余金合計 3,079,523 3,221,623

自己株式 △36 △36

株主資本合計 5,261,631 5,403,731

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 13,117 16,797

繰延ヘッジ損益 － 204

評価・換算差額等合計 13,117 17,002

純資産合計 5,274,748 5,420,733

負債純資産合計 11,299,763 10,659,738

　



株式会社デルソーレ(2876) 2021年３月期 決算短信

8

（２）損益計算書

(単位：千円)
前事業年度

(自 2019年４月１日
　至 2020年３月31日)

当事業年度
(自 2020年４月１日
　至 2021年３月31日)

売上高

製品売上高 12,335,529 13,085,544

商品売上高 1,064,496 1,066,098

外食売上高 4,419,578 2,478,978

売上高合計 17,819,604 16,630,621

売上原価

製品売上原価

製品期首たな卸高 624,916 529,812

当期製品製造原価 8,276,642 8,744,723

合計 8,901,558 9,274,536

製品他勘定振替高 32,560 24,494

製品期末たな卸高 529,812 444,947

製品売上原価 8,339,185 8,805,094

商品売上原価

商品期首たな卸高 77,650 122,838

当期商品仕入高 835,503 859,761

合計 913,154 982,600

商品他勘定振替高 6,521 5,243

商品期末たな卸高 122,838 196,842

商品売上原価 783,794 780,513

外食売上原価

店舗食材期首たな卸高 34,732 34,165

当期店舗食材仕入高 1,451,718 875,335

当期店舗食材製造原価 59,773 41,147

店舗食材他勘定受入高 9,334 7,393

合計 1,555,559 958,042

店舗食材期末たな卸高 34,165 26,303

外食売上原価 1,521,394 931,738

売上原価合計 10,644,373 10,517,347

売上総利益 7,175,230 6,113,274

販売費及び一般管理費 6,256,457 5,613,721

営業利益 918,773 499,552
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(単位：千円)
前事業年度

(自 2019年４月１日
　至 2020年３月31日)

当事業年度
(自 2020年４月１日
　至 2021年３月31日)

営業外収益

受取利息 25 28

受取配当金 2,537 36,265

受取手数料 1,193 1,155

受取賃貸料 4,041 2,901

受取保険金 5,955 629

受取補償金 10,222 7,349

助成金収入 － 76,680

その他 4,186 12,465

営業外収益合計 28,162 137,476

営業外費用

支払利息 7,113 8,945

支払保証料 3,645 9,499

支払補償費 － 1,839

コミットメントフィー 1,504 －

その他 1,213 2,922

営業外費用合計 13,476 23,206

経常利益 933,459 613,822

特別利益

製品自主回収関連損失引当金戻入額 － 9,329

投資有価証券売却益 4,397 1,356

特別利益合計 4,397 10,686

特別損失

店舗臨時休業による損失 － 57,841

社名変更費用 － 35,044

店舗閉鎖損失引当金繰入額 － 36,812

減損損失 22,662 73,633

固定資産除却損 15,211 7,941

固定資産売却損 6,271 －

製品自主回収関連損失 57,000 －

災害による損失 15,368 －

特別損失合計 116,514 211,273

税引前当期純利益 821,342 413,235

法人税、住民税及び事業税 309,075 100,469

法人税等調整額 △128 61,404

法人税等合計 308,946 161,874

当期純利益 512,395 251,361
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製造原価明細書

【製造原価明細書】

前事業年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)

当事業年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)

区分
注記
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

Ⅰ 材料費 5,460,574 66.0 5,746,656 65.7

Ⅱ 労務費 1,552,193 18.8 1,582,132 18.1

Ⅲ 経費 ※ 1,263,875 15.2 1,415,934 16.2

当期総製造費用 8,276,642 100.0 8,744,723 100.0

当期製品製造原価 8,276,642 8,744,723

※ 主な内訳は、次のとおりであります。

項目 前事業年度(千円) 当事業年度(千円)

減価償却費 305,319 358,432

修繕費 168,735 183,997

電力料 148,020 137,226

賃借料 131,195 134,472

消耗品費 95,589 167,408

　

(原価計算の方法)

　製品の原価計算は、標準原価に基づく総合原価計算を採用しており、原価差額については、期末でたな卸資

産及び売上原価等へ調整配賦して実際原価へ修正しております。なお、日々完結の生産体制をとっているた

め、仕掛品は発生いたしません。

【店舗食材製造原価明細書】

前事業年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)

当事業年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)

区分
注記
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

Ⅰ 材料費 34,136 57.1 20,384 49.5

Ⅱ 労務費 14,674 24.6 11,098 27.0

Ⅲ 経費 ※ 10,962 18.3 9,664 23.5

当期総製造費用 59,773 100.0 41,147 100.0

当期製品製造原価 59,773 41,147

　

※ 主な内訳は、次のとおりであります。

項目 前事業年度(千円) 当事業年度(千円)

賃借料 5,279 5,272

電力料 2,938 2,342

　

(原価計算の方法)

店舗食材の原価計算は、実際原価計算を採用しております。
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（３）株主資本等変動計算書

　前事業年度(自 2019年４月１日 至 2020年３月31日)

(単位：千円)

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金
その他

資本剰余金

資本剰余金

合計
利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金

合計別途積立金
繰越利益

剰余金

当期首残高 922,939 1,125,651 133,554 1,259,205 72,215 610,000 1,994,174 2,676,389

当期変動額

剰余金の配当 △109,261 △109,261

当期純利益 512,395 512,395

自己株式の取得

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

当期変動額合計 － － － － － － 403,134 403,134

当期末残高 922,939 1,125,651 133,554 1,259,205 72,215 610,000 2,397,308 3,079,523

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
自己株式 株主資本合計

その他有価証

券評価差額金

繰延ヘッジ損

益

評価・換算

差額等合計

当期首残高 △17 4,858,516 19,702 － 19,702 4,878,218

当期変動額

剰余金の配当 △109,261 △109,261

当期純利益 512,395 512,395

自己株式の取得 △19 △19 △19

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

△6,584 － △6,584 △6,584

当期変動額合計 △19 403,114 △6,584 － △6,584 396,530

当期末残高 △36 5,261,631 13,117 － 13,117 5,274,748
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当事業年度(自 2020年４月１日 至 2021年３月31日)

(単位：千円)

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金
その他

資本剰余金

資本剰余金

合計
利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金

合計別途積立金
繰越利益

剰余金

当期首残高 922,939 1,125,651 133,554 1,259,205 72,215 610,000 2,397,308 3,079,523

当期変動額

剰余金の配当 △109,261 △109,261

当期純利益 251,361 251,361

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

当期変動額合計 － － － － － － 142,100 142,100

当期末残高 922,939 1,125,651 133,554 1,259,205 72,215 610,000 2,539,408 3,221,623

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
自己株式 株主資本合計

その他有価証

券評価差額金

繰延ヘッジ損

益

評価・換算

差額等合計

当期首残高 △36 5,261,631 13,117 － 13,117 5,274,748

当期変動額

剰余金の配当 △109,261 △109,261

当期純利益 251,361 251,361

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

3,680 204 3,884 3,884

当期変動額合計 － 142,100 3,680 204 3,884 145,984

当期末残高 △36 5,403,731 16,797 204 17,002 5,420,733
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（４）キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)
前事業年度

(自 2019年４月１日
　至 2020年３月31日)

当事業年度
(自 2020年４月１日
　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益 821,342 413,235

減価償却費 397,921 433,195

減損損失 22,662 73,633

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3,691 29

退職給付引当金の増減額（△は減少） △18,258 27,612

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 44,175 30,768

賞与引当金の増減額（△は減少） 6,936 △6,591

受取利息及び受取配当金 △2,562 △36,294

支払利息 7,113 8,945

支払補償費 － 1,839

投資有価証券売却損益（△は益） △4,397 △1,356

固定資産売却損益（△は益） 6,271 －

固定資産除却損 15,211 7,941

売上債権の増減額（△は増加） 364,926 △229,099

たな卸資産の増減額（△は増加） △39,074 95,521

仕入債務の増減額（△は減少） 336,782 △128,611

助成金収入 － △76,680

その他 △147,182 △59,858

小計 1,808,177 554,229

利息及び配当金の受取額 2,562 36,294

利息の支払額 △6,952 △9,049

補償金の受取額 10,222 7,349

保険金の受取額 5,955 629

助成金の受取額 － 17,820

補償金の支払額 △7,426 △1,839

災害損失の支払額 △3,558 －

法人税等の支払額 △331,741 △320,532

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,477,237 284,902

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △665,182 △371,236

無形固定資産の取得による支出 △5,107 △4,801

投資有価証券の取得による支出 △3,922 △1,522

投資有価証券の売却による収入 12,242 2,876

敷金及び保証金の差入による支出 △62,034 △1,742

敷金及び保証金の回収による収入 3,081 73,072

その他 △9,084 △79,391

投資活動によるキャッシュ・フロー △730,008 △382,744

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） － 100,000

長期借入れによる収入 － 200,000

長期借入金の返済による支出 △279,000 △505,000

自己株式の取得による支出 △19 －

配当金の支払額 △106,496 △112,030

その他 △1,521 △791

財務活動によるキャッシュ・フロー △387,037 △317,822

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 360,190 △415,664

現金及び現金同等物の期首残高 1,029,860 1,390,051

現金及び現金同等物の期末残高 1,390,051 974,387
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（５）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。

(追加情報)

当社では、現時点で入手可能な情報を踏まえ、新型コロナウイルス感染症の影響は、徐々に縮小すると想定され

るものの、2022年３月期中は依然として続くとの仮定のもと、固定資産の減損及び繰延税金資産の回収可能性の会

計上の見積りを行っております。

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

１ 報告セグメントの概要

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源

の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。

当社は、「食品事業」及び「外食事業」を営んでおり、取り扱う製品やサービスによって、当社の事業本部別に、

各々が独立した経営単位として事業活動を展開しております。従って、当社は、取り扱う製品やサービス別のセグ

メントから構成されており、「食品事業」及び「外食事業」の２つを報告セグメントとしております。

「食品事業」はピザ・エスニックブレッド製品等の製造販売をしております。「外食事業」はレストラン店舗、

食物販及び宅配の経営をしております。

２ 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額の算定方法

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、財務諸表を作成するために採用される会計方針に準拠した

方法であります。

　報告セグメントの利益は、税引前当期純利益ベースの数値であります。

セグメント間の内部売上高は一般の取引価格に基づいております。

３ 報告セグメントの変更等に関する事項

当事業年度より、従来食料品事業としていた報告セグメントの名称を食品事業に変更しております。当該変更は

名称変更のみであり、セグメント情報に与える影響はありません。なお、前事業年度のセグメント情報についても

変更後の名称で記載しております。
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４ 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額に関する情報

前事業年度（自 2019年４月１日 至 2020年３月31日）

（単位：千円）

報告セグメント
合計

食品事業 外食事業

売上高

外部顧客への売上高 13,400,025 4,419,578 17,819,604

セグメント間の内部
売上高又は振替高

10,861 － 10,861

計 13,410,887 4,419,578 17,830,465

セグメント利益 1,416,322 94,435 1,510,757

セグメント資産 8,938,116 1,320,668 10,258,784

その他の項目

減価償却費 359,579 25,904 385,483

　受取利息 0 － 0

　支払利息 29,584 1,964 31,549

　特別利益 4,397 － 4,397

　特別損失 87,355 22,887 110,242

（減損損失） － 22,662 22,662

（固定資産除却損） 14,986 224 15,211

　（製品自主回収関連損失） 57,000 － 57,000

　（災害による損失） 15,368 － 15,368

有形固定資産及び
無形固定資産の増加額

726,717 58,473 785,190

(注) １．セグメント利益は、損益計算書の税引前当期純利益と調整を行っております。

　 ２．減価償却費には、長期前払費用の償却額を含めております。

　 ３．有形固定資産及び無形固定資産の増加額には、長期前払費用の増加額を含めております。
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当事業年度（自 2020年４月１日 至 2021年３月31日）

（単位：千円）

報告セグメント
合計

食品事業 外食事業

売上高

外部顧客への売上高 14,151,643 2,478,978 16,630,621

セグメント間の内部
売上高又は振替高

8,251 － 8,251

計 14,159,894 2,478,978 16,638,873

セグメント利益又は損失（△） 1,656,275 △536,830 1,119,445

セグメント資産 8,542,148 1,055,023 9,597,171

その他の項目

減価償却費 398,485 16,773 415,258

　受取利息 － － －

　支払利息 32,686 1,664 34,351

　特別利益 10,686 － 10,686

　特別損失 42,416 168,287 210,703

（減損損失） － 73,633 73,633

（固定資産除却損） 7,371 － 7,371

　（店舗臨時休業による損失） － 57,841 57,841

　（社名変更費用） 35,044 － 35,044

　（店舗閉鎖損失引当金繰入額） － 36,812 36,812

有形固定資産及び
無形固定資産の増加額

146,919 35,609 182,529

(注) １．セグメント利益又は損失（△）は、損益計算書の税引前当期純利益と調整を行っております。

　 ２．減価償却費には、長期前払費用の償却額を含めております。

　 ３．有形固定資産及び無形固定資産の増加額には、長期前払費用の増加額を含めております。
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５ 報告セグメント合計額と財務諸表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 前事業年度 当事業年度

報告セグメント計 1,510,757 1,119,445

全社費用（注） △689,441 △706,255

棚卸資産の調整額 25 45

財務諸表の税引前当期純利益 821,342 413,235

（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

（単位：千円）

資産 前事業年度 当事業年度

報告セグメント計 10,258,784 9,597,171

全社資産（注） 1,040,952 1,062,521

棚卸資産の調整額 25 45

財務諸表の資産合計 11,299,763 10,659,738

（注）全社資産は、主に管理部門に係る資産等であります。

（単位：千円）

その他の項目
報告セグメント計 調整額 財務諸表計上額

前事業年度 当事業年度 前事業年度 当事業年度 前事業年度 当事業年度

減価償却費 385,483 415,258 12,437 17,936 397,921 433,195

受取利息 0 － 25 28 25 28

支払利息 31,549 34,351 △24,435 △25,406 7,113 8,945

特別利益 4,397 10,686 － － 4,397 10,686

特別損失 110,242 210,703 6,271 569 116,514 211,273

（減損損失） 22,662 73,633 － － 22,662 73,633

（固定資産除却損） 15,211 7,371 － 569 15,211 7,941

（製品自主回収関連損失） 57,000 － － － 57,000 －

（災害による損失） 15,368 － － － 15,368 －

（店舗臨時休業による損失） － 57,841 － － － 57,841

（社名変更費用） － 35,044 － － － 35,044

（店舗閉鎖損失引当金繰入額） － 36,812 － － － 36,812

有形固定資産及び
無形固定資産の増加額

785,190 182,529 19,592 137,296 804,782 319,825

（注） １．減価償却費の調整額は、全社資産の減価償却費であります。

　 ２．受取利息及び支払利息の調整額は、主に管理会計上の社内金利の消去であります。

　 ３．有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、全社資産の設備投資額（本社移転に伴う造作等）で

あります。
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(１株当たり情報)

前事業年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)

当事業年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)

１株当たり純資産額 579.32 円 595.35 円

１株当たり当期純利益金額 56.28 円 27.61 円

(注) １．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　 ２．１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

前事業年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)

当事業年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)

１株当たり当期純利益金額

　当期純利益(千円) 512,395 251,361

普通株主に帰属しない金額(千円) － －

普通株式に係る当期純利益(千円) 512,395 251,361

普通株式の期中平均株式数(株) 9,105,099 9,105,098

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

　


