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

（１）連結経営成績 (％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

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％
2021年３月期 19,533 △5.8 1,081 2.4 971 △2.5 713 23.1

2020年３月期 20,742 0.9 1,056 △2.0 996 △2.2 579 △21.2

(注) 包括利益 2021年３月期 735百万円(△51.7％) 2020年３月期 1,522百万円( 129.9％)

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 62.64 － 7.2 4.5 5.5

2020年３月期 50.88 － 6.2 4.7 5.1

(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）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 21,827 11,027 46.3 888.07

2020年３月期 21,430 10,462 44.7 840.87

(参考) 自己資本 2021年３月期 10,109百万円 2020年３月期 9,572百万円
　

　

（３）連結キャッシュ・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 1,434 △1,804 △138 3,240

2020年３月期 1,669 △919 △134 3,742
　

　

　

２．配当の状況

年間配当金 配当金総額

(合計)

配当性向

(連結)

純資産配当

率(連結)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 － 15.00 15.00 170 29.5 1.8
2021年３月期 － 0.00 － 15.00 15.00 170 23.9 1.7
2022年３月期 (予想) － 0.00 － 15.00 15.00 23.7

　

　

３．2022年３月期の連結業績予想（2021年４月１日～2022年３月31日）

(％表示は、通期は対前期、四半期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
第２四半期 (累計) 9,100 1.0 500 7.8 500 29.2 310 100.1 27.23

通期 19,000 4.2 1,100 1.7 1,050 8.1 720 1.0 63.25
（注）2022年３月期の期首より「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号）等を適用するため、上記の連
結業績予想は当該会計基準等を適用した後の金額となっており、対前期及び対前年同四半期増減率については、2021
年３月期に当該会計基準等を適用したと仮定して算定した増減率を記載しております。

　　



※ 注記事項

（１）期中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）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
　

　

（３）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 11,400,000株 2020年３月期 11,400,000株

② 期末自己株式数 2021年３月期 16,092株 2020年３月期 16,092株

③ 期中平均株式数 2021年３月期 11,383,908株 2020年３月期 11,383,908株
　

　

(参考) 個別業績の概要
１．2021年３月期の個別業績（2020年４月１日～2021年３月31日）

（１）個別経営成績 (％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 17,303 △5.6 779 2.0 847 1.9 716 －

2020年３月期 18,332 △0.6 764 4.7 831 3.4 24 △95.7

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

円 銭 円 銭
2021年３月期 62.90 －

2020年３月期 2.15 －
　

　

（２）個別財政状態

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 16,660 9,181 55.1 806.53

2020年３月期 16,553 8,677 52.4 762.28

(参考) 自己資本 2021年３月期 9,181百万円 2020年３月期 8,677百万円
　

　
　

※ 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
（将来に関する記述等についてのご注意）

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Ｐ．３「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

当連結会計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影響により、緩やかな回復基調にあった

経済環境が急速に悪化し、先行きも極めて不透明の状況が続いております。

食品業界におきましては、外出自粛や事業活動の制限などにより、内食需要が増加する一方で、外食チェーン

やコンビニエンスストアへの来店客数の大幅な減少に伴う外食需要低迷など、需要構造の大きな変化への対応を

急速に迫られ、経営環境の厳しさが増しております。

このような状況下、当社グループは、顧客への納品対応を第一に、自社商材の拡販や海外市場取り込みに向け

た様々な取り組みを強化いたしました。その結果、当社グループの当連結会計年度の売上高は195億33百万円(前

年同期比5.8％減)となりました。

製品の種類別売上高では、カラメル製品は、天候不順の影響で飲料向けなどが減少し、36億83百万円(前年同期

比3.4％減)となりました。乾燥製品類は、巣ごもり需要で凍結乾燥製品や粉末調味料の販売は増加したものの、

在宅勤務拡大に伴うオフィス向け粉末茶需要減少が大きく、59億52百万円(前年同期比4.3％減)となりました。組

立製品類は、事業活動自粛要請に伴うヘルスケア関連製品の受注が減少し、51億21百万円(前年同期比4.5％減)と

なりました。冷凍製品は、外食向け冷凍山芋等が減少し、34億46百万円(前年同期比14.5％減)となりました。そ

の他は、子会社の受託加工がやや増加し、13億28百万円(前年同期比0.7％増)となりました。

利益面につきましては、製造経費圧縮や販管費の削減により減収要因をカバーして、営業利益は10億81百万円

(前年同期比2.4％増)、為替差損の計上により、経常利益は９億71百万円(前年同期比2.5％減)、親会社株主に帰

属する当期純利益は７億13百万円(前年同期比23.1％増)となりました。

（２）当期の財政状態の概況

○ 流動資産

当連結会計年度末における流動資産の残高は、110億97百万円(前連結会計年度末は117億62百万円)となり６億

64百万円減少しました。その主なものは、現金及び預金の減少(５億１百万円)、商品及び製品の減少(３億52百万

円)等であります。

○ 固定資産

当連結会計年度末における固定資産の残高は、107億29百万円(前連結会計年度末は96億67百万円)となり10億61

百万円増加しました。その主なものは、建設仮勘定の増加（５億31百万円）、建物及び構築物の増加(４億19百万

円)等であります。

○ 流動負債

当連結会計年度末における流動負債の残高は、80億円(前連結会計年度末は80億61百万円)となり60百万円減少

しました。その主なものは、支払手形及び買掛金の減少(２億37百万円)、未払法人税等の増加（１億４百万円）

等であります。

○ 固定負債

当連結会計年度末における固定負債の残高は、27億99百万円(前連結会計年度末は29億６百万円)となり１億７

百万円減少しました。その主なものは、繰延税金負債の減少(１億61百万円)、長期借入金の増加（73百万円）等

であります。

○ 純資産

当連結会計年度末における純資産の残高は、110億27百万円(前連結会計年度末は104億62百万円)となり５億65

百万円増加しました。その主なものは、利益剰余金の増加(５億42百万円)等であります。
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（３）当期のキャッシュ・フローの概況

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末と比較して５億１

百万円減少し、当連結会計年度末には32億40百万円(前年同期比13.4％減)となりました。

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

（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14億34百万円(前年同期は16億69百万円の獲得)となりました。

これは税金等調整前当期純利益８億76百万円、減価償却費８億21百万円等によるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果使用した資金は18億４百万円(前年同期は９億19百万円の使用)となりました。

これは有形固定資産の取得による支出15億15百万円、無形固定資産の取得による支出２億34百万円等によるもの

であります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果使用した資金は１億38百万円(前年同期は１億34百万円の使用)となりました。

これは長期借入金の返済による支出４億71百万円、配当金の支払額１億70百万円、長期借入れによる収入６億16

百万円等によるものであります。

(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(％) 48.0 43.0 43.6 44.7 46.3

時価ベースの自己資本比率(％) 34.5 59.2 39.7 32.9 33.4

キャッシュ・フロー
対有利子負債比率(％)

305.7 416.1 299.1 309.8 366.0

インタレスト・カバレッジ
・レシオ(倍)

42.3 51.6 27.9 47.7 24.1

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．いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。

２．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おります。

３．キャッシュ・フローは、営業活動によるキャッシュ・フローを利用しております。

４．有利子負債は、連結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

ております。

（４）今後の見通し

当社グループは、更なる企業価値の向上に向けて、国内は顧客ニーズに対応する高付加価値の自社商材上市や

受託商材への提案営業を強化する一方で、中・長期的な収益拡大に向けて、海外市場の取り込みに向けた取り組

みを強化しております。中国市場向けの工場建設に続き、東南アジア市場向けの新工場をベトナムに建設いたし

ました。グループを挙げて、早期に海外事業の収益貢献を図ってまいります。

次期の業績見通しにつきましては、連結売上高190億円(前年同期比4.2％増)、連結営業利益11億円(前年同期比

1.7％増)、連結経常利益10億50百万円(前年同期比8.1％増)、親会社株主に帰属する当期純利益７億20百万円(前

年同期比1.0％増)を予想しております。

なお、2022年３月期の期首より「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号）等を適用するため、上

記の連結業績予想は当該会計基準等を適用した後の金額と増減率になっております。

また、上記の業績予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業

績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。
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２．会計基準の選択に関する基本的な考え方

当社グループは、国内の同業他社との比較可能性を確保するため、会計基準につきましては日本基準を適用してお

ります。

なお、国際会計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．連結財務諸表及び主な注記

（１）連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(2020年３月31日)

当連結会計年度
(2021年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,757,161 3,255,298

受取手形及び売掛金 4,080,897 4,055,282

電子記録債権 － 26,561

商品及び製品 2,063,538 1,710,560

仕掛品 626,406 837,045

原材料及び貯蔵品 944,749 833,723

その他 290,142 381,141

貸倒引当金 △539 △1,993

流動資産合計 11,762,356 11,097,619

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 10,051,856 11,227,705

減価償却累計額 △6,186,026 △6,942,615

建物及び構築物（純額） 3,865,830 4,285,089

機械装置及び運搬具 11,603,625 12,070,012

減価償却累計額 △9,760,081 △10,228,422

機械装置及び運搬具（純額） 1,843,544 1,841,589

工具、器具及び備品 855,529 929,634

減価償却累計額 △782,627 △813,094

工具、器具及び備品（純額） 72,902 116,540

土地 492,962 513,546

リース資産 332,704 359,658

減価償却累計額 △178,744 △206,635

リース資産（純額） 153,959 153,022

建設仮勘定 183,333 715,212

有形固定資産合計 6,612,532 7,625,001

無形固定資産

リース資産 9,444 5,258

土地使用権 431,399 409,955

その他 134,028 357,980

無形固定資産合計 574,873 773,194

投資その他の資産

投資有価証券 1,809,174 1,725,460

長期貸付金 59,439 6,541

繰延税金資産 519,613 517,815

その他 92,245 81,540

貸倒引当金 △102 △102

投資その他の資産合計 2,480,370 2,331,255

固定資産合計 9,667,776 10,729,451

資産合計 21,430,132 21,827,071
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2020年３月31日)

当連結会計年度
(2021年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 2,429,627 2,192,265

短期借入金 3,855,133 3,859,200

リース債務 45,743 48,531

未払金 704,337 736,875

未払法人税等 105,343 209,944

賞与引当金 352,905 370,858

役員賞与引当金 21,000 23,000

その他 547,158 559,766

流動負債合計 8,061,249 8,000,440

固定負債

長期借入金 1,316,674 1,390,138

リース債務 130,733 123,156

長期未払金 572 572

退職給付に係る負債 1,244,926 1,233,370

繰延税金負債 161,940 －

資産除去債務 51,725 51,827

固定負債合計 2,906,571 2,799,064

負債合計 10,967,820 10,799,505

純資産の部

株主資本

資本金 1,500,500 1,500,500

資本剰余金 1,203,109 1,203,109

利益剰余金 6,058,343 6,600,721

自己株式 △5,108 △5,108

株主資本合計 8,756,844 9,299,222

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 901,634 860,664

為替換算調整勘定 △53,145 △15,172

退職給付に係る調整累計額 △32,911 △34,954

その他の包括利益累計額合計 815,577 810,537

非支配株主持分 889,890 917,806

純資産合計 10,462,312 11,027,565

負債純資産合計 21,430,132 21,827,071
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書

（連結損益計算書）

(単位：千円)
前連結会計年度

(自 2019年４月１日
　至 2020年３月31日)

当連結会計年度
(自 2020年４月１日
　至 2021年３月31日)

売上高 20,742,514 19,533,042

売上原価 16,145,399 15,120,065

売上総利益 4,597,115 4,412,976

販売費及び一般管理費

販売費 1,699,888 1,590,793

一般管理費 1,840,281 1,740,219

販売費及び一般管理費合計 3,540,169 3,331,012

営業利益 1,056,946 1,081,964

営業外収益

受取利息 3,452 5,632

受取配当金 30,085 31,124

受取手数料 3,908 1,011

補助金収入 4,678 4,232

その他 34,701 41,407

営業外収益合計 76,825 83,409

営業外費用

支払利息 34,666 59,329

為替差損 60,733 95,580

固定資産除却損 13,925 10,733

その他 28,187 28,562

営業外費用合計 137,512 194,206

経常利益 996,259 971,167

特別利益

固定資産売却益 1,761,121 －

受取保険金 － 56,796

特別利益合計 1,761,121 56,796

特別損失

減損損失 1,043,617 －

固定資産除却損 173,248 －

損害賠償金 74,000 131,624

投資有価証券評価損 7,455 19,537

特別損失合計 1,298,320 151,162

税金等調整前当期純利益 1,459,060 876,801

法人税、住民税及び事業税 234,215 282,453

法人税等調整額 △147,074 △139,325

法人税等合計 87,141 143,128

当期純利益 1,371,919 733,673

非支配株主に帰属する当期純利益 792,684 20,536

親会社株主に帰属する当期純利益 579,234 713,136
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（連結包括利益計算書）

(単位：千円)
前連結会計年度

(自 2019年４月１日
　至 2020年３月31日)

当連結会計年度
(自 2020年４月１日
　至 2021年３月31日)

当期純利益 1,371,919 733,673

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 183,610 △40,969

為替換算調整勘定 △18,953 45,061

退職給付に係る調整額 △13,790 △2,043

その他の包括利益合計 150,866 2,048

包括利益 1,522,785 735,721

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 736,179 684,613

非支配株主に係る包括利益 786,606 51,107
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（３）連結株主資本等変動計算書

前連結会計年度(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 自己株式 株主資本合計

当期首残高 1,500,500 1,203,109 5,649,867 △5,108 8,348,368

当期変動額

剰余金の配当 △170,758 △170,758

親会社株主に帰属

する当期純利益
579,234 579,234

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

当期変動額合計 － － 408,475 － 408,475

当期末残高 1,500,500 1,203,109 6,058,343 △5,108 8,756,844

その他の包括利益累計額

非支配株主持分 純資産合計その他有価証券

評価差額金
為替換算調整勘定

退職給付に係る

調整累計額

その他の包括利益

累計額合計

当期首残高 718,023 △38,103 △19,120 660,800 101,311 9,110,480

当期変動額

剰余金の配当 △170,758

親会社株主に帰属

する当期純利益
579,234

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

183,610 △15,042 △13,790 154,777 788,578 943,356

当期変動額合計 183,610 △15,042 △13,790 154,777 788,578 1,351,831

当期末残高 901,634 △53,145 △32,911 815,577 889,890 10,462,312
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当連結会計年度(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 自己株式 株主資本合計

当期首残高 1,500,500 1,203,109 6,058,343 △5,108 8,756,844

当期変動額

剰余金の配当 △170,758 △170,758

親会社株主に帰属す

る当期純利益
713,136 713,136

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

当期変動額合計 － － 542,377 － 542,377

当期末残高 1,500,500 1,203,109 6,600,721 △5,108 9,299,222

その他の包括利益累計額

非支配株主持分 純資産合計その他有価証券

評価差額金
為替換算調整勘定

退職給付に係る

調整累計額

その他の包括利益

累計額合計

当期首残高 901,634 △53,145 △32,911 815,577 889,890 10,462,312

当期変動額

剰余金の配当 △170,758

親会社株主に帰属す

る当期純利益
713,136

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

△40,969 37,973 △2,043 △5,040 27,915 22,875

当期変動額合計 △40,969 37,973 △2,043 △5,040 27,915 565,253

当期末残高 860,664 △15,172 △34,954 810,537 917,806 11,027,565
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)
前連結会計年度

(自 2019年４月１日
　至 2020年３月31日)

当連結会計年度
(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

税金等調整前当期純利益 1,459,060 876,801

減価償却費 1,021,982 821,056

減損損失 1,043,617 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △9,632 1,454

賞与引当金の増減額（△は減少） 8,899 17,952

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 3,800 2,000

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △16,082 △12,704

長期未払金の増減額（△は減少） △895 －

受取利息及び受取配当金 △33,537 △36,757

支払利息 34,666 59,329

為替差損益（△は益） 2,128 △834

固定資産除却損 187,173 10,733

損害賠償金 74,000 131,624

受取保険金 － △56,796

固定資産売却損益（△は益） △1,761,121 －

投資有価証券評価損益（△は益） 7,455 19,537

売上債権の増減額（△は増加） 706,193 △31,934

たな卸資産の増減額（△は増加） 52,791 260,137

その他の流動資産の増減額（△は増加） △18,736 59,871

仕入債務の増減額（△は減少） △433,655 △212,237

未払金の増減額（△は減少） △155,099 △185,329

その他の流動負債の増減額（△は減少） △149,432 △55,005

その他 △38,999 25,298

小計 1,984,576 1,694,198

利息及び配当金の受取額 34,141 36,776

利息の支払額 △35,024 △59,472

保険金の受取額 － 21,438

損害賠償金の支払額 － △74,000

法人税等の支払額 △314,307 △184,790

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,669,386 1,434,149
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(単位：千円)
前連結会計年度

(自 2019年４月１日
　至 2020年３月31日)

当連結会計年度
(自 2020年４月１日
　至 2021年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △20,000 △20,000

定期預金の払戻による収入 20,000 20,000

有形固定資産の取得による支出 △2,627,540 △1,515,212

無形固定資産の取得による支出 △512,525 △234,169

有形固定資産の売却による収入 1,112,264 －

有形固定資産の除却による支出 △4,529 △3,935

無形固定資産の売却による収入 1,143,414 －

投資有価証券の取得による支出 △13,253 △8,432

投資有価証券の償還による収入 5,000 14,988

貸付けによる支出 △37,723 △74,528

貸付金の回収による収入 17,969 18,277

その他の支出 △5,491 △3,229

その他の収入 2,921 1,994

投資活動によるキャッシュ・フロー △919,494 △1,804,247

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） △84,711 △65,864

長期借入れによる収入 561,094 616,097

長期借入金の返済による支出 △393,308 △471,098

リース債務の返済による支出 △46,900 △47,149

配当金の支払額 △170,909 △170,619

財務活動によるキャッシュ・フロー △134,735 △138,633

現金及び現金同等物に係る換算差額 △11,035 6,869

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 604,121 △501,862

現金及び現金同等物の期首残高 3,138,039 3,742,161

現金及び現金同等物の期末残高 3,742,161 3,240,298
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（５）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。

（セグメント情報等）

ａ．セグメント情報

当社グループは、食品製造販売事業のみの単一セグメントであるため、記載を省略しております。

ｂ．関連情報

前連結会計年度(自 2019年４月１日 至 2020年３月31日)

１．製品及びサービスごとの情報

(単位：千円)

カラメル製品 乾燥製品類 組立製品類 冷凍製品 その他 合計

外部顧客への売上高 3,811,725 6,216,258 5,365,499 4,029,808 1,319,224 20,742,514

２．地域ごとの情報

(1) 売上高

本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。

(2) 有形固定資産

(単位：千円)

日本 中国 東南アジア 合計

4,348,592 2,234,562 29,377 6,612,532

３．主要な顧客ごとの情報

(単位：千円)

顧客の名称 売上高 主要な製品

東洋水産株式会社 2,378,267 カラメル製品、乾燥製品類等

ＵＮＩＴＥＤ ＦＯＯＤＳ
ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ
株式会社

1,582,749 組立製品類等
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当連結会計年度(自 2020年４月１日 至 2021年３月31日)

１．製品及びサービスごとの情報

(単位：千円)

カラメル製品 乾燥製品類 組立製品類 冷凍製品 その他 合計

外部顧客への売上高 3,683,832 5,952,021 5,121,779 3,446,722 1,328,686 19,533,042

２．地域ごとの情報

(1) 売上高

本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。

(2) 有形固定資産

(単位：千円)

日本 中国 東南アジア 合計

4,530,147 2,296,158 798,695 7,625,001

３．主要な顧客ごとの情報

(単位：千円)

顧客の名称 売上高 主要な製品

東洋水産株式会社 2,534,732 カラメル製品、乾燥製品類等

ＵＮＩＴＥＤ ＦＯＯＤＳ
ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ
株式会社

1,520,632 組立製品類等

ｃ．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

前連結会計年度(自 2019年４月１日　至 2020年３月31日)

当社グループは、食品製造販売事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。

当連結会計年度(自 2020年４月１日　至 2021年３月31日)

当社グループは、食品製造販売事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。

ｄ．報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

該当事項はありません。

ｅ．報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

前連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)

当連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)

１株当たり純資産額 840.87円 888.07円

１株当たり当期純利益 50.88円 62.64円

(注) １．潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、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の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

前連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)

当連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)

親会社株主に帰属する当期純利益(千円) 579,234 713,136

普通株主に帰属しない金額(千円) － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純利益(千円) 579,234 713,136

普通株式の期中平均株式数(千株) 11,383 11,383

３．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

前連結会計年度末
(2020年３月31日)

当連結会計年度末
(2021年３月31日)

純資産の部の合計額(千円) 10,462,312 11,027,565

普通株式に係る期末の純資産額(千円) 9,572,421 10,109,759

１株当たり純資産額の算定に用いられた期末の
普通株式数(千株)

11,383 11,383

（重要な後発事象）

該当事項はありません。
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４．個別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 2,042,517 1,923,718

受取手形 246,635 198,546

売掛金 3,609,525 3,612,855

電子記録債権 － 26,561

商品及び製品 1,868,888 1,766,548

仕掛品 449,099 618,866

原材料及び貯蔵品 379,760 365,418

前渡金 － 23,125

前払費用 40,950 45,925

未収入金 111,501 92,161

関係会社短期貸付金 508,692 11,071

その他 22,063 56,352

貸倒引当金 △539 △526

流動資産合計 9,279,095 8,740,624

固定資産

有形固定資産

建物 1,526,264 1,564,895

構築物 133,639 144,151

機械及び装置 1,228,292 1,151,367

車両運搬具 20,664 15,243

工具、器具及び備品 41,230 73,152

土地 361,358 361,358

リース資産 15,115 8,644

建設仮勘定 46,308 221,101

有形固定資産合計 3,372,874 3,539,914

無形固定資産

借地権 17,722 17,722

リース資産 4,290 2,441

ソフトウエア 19,875 21,826

その他 94,365 308,364

無形固定資産合計 136,253 350,355

投資その他の資産

投資有価証券 623,596 664,791

関係会社株式 1,243,840 1,117,300

出資金 1,110 1,100

関係会社出資金 644,472 644,472

従業員に対する長期貸付金 4,882 3,087

長期貸付金 52,507 2,511

関係会社長期貸付金 870,000 1,270,000

長期前払費用 35,638 24,985

繰延税金資産 238,807 250,439

保険積立金 2,827 2,876

その他 48,184 48,184

貸倒引当金 △102 △102

投資その他の資産合計 3,765,764 4,029,646

固定資産合計 7,274,891 7,919,916

資産合計 16,553,987 16,660,540
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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)

負債の部

流動負債

支払手形 520,826 498,723

買掛金 1,523,761 1,483,226

短期借入金 2,434,734 1,984,118

リース債務 8,985 8,985

未払金 417,546 453,890

未払法人税等 97,491 162,762

未払消費税等 47,518 16,434

未払費用 213,425 148,296

預り金 14,382 14,044

賞与引当金 263,203 283,638

役員賞与引当金 21,000 23,000

設備関係支払手形 78,473 243,423

その他 166 411

流動負債合計 5,641,514 5,320,956

固定負債

長期借入金 963,174 1,029,056

リース債務 11,972 2,987

長期未払金 572 572

退職給付引当金 1,057,551 1,033,952

債務保証損失引当金 149,765 39,709

資産除去債務 51,725 51,827

固定負債合計 2,234,760 2,158,105

負債合計 7,876,275 7,479,061

純資産の部

株主資本

資本金 1,500,500 1,500,500

資本剰余金

資本準備金 1,194,199 1,194,199

その他資本剰余金 8,910 8,910

資本剰余金合計 1,203,109 1,203,109

利益剰余金

利益準備金 161,300 161,300

その他利益剰余金

圧縮記帳積立金 22,614 22,497

別途積立金 3,355,340 3,355,340

繰越利益剰余金 1,546,964 2,092,353

利益剰余金合計 5,086,218 5,631,490

自己株式 △5,108 △5,108

株主資本合計 7,784,719 8,329,991

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 892,992 851,487

評価・換算差額等合計 892,992 851,487

純資産合計 8,677,711 9,181,478

負債純資産合計 16,553,987 16,660,540
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（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 18,332,064 17,303,751

売上原価 14,557,657 13,714,327

売上総利益 3,774,406 3,589,424

販売費及び一般管理費 3,009,701 2,809,636

営業利益 764,704 779,787

営業外収益

受取利息及び受取配当金 42,203 39,832

受取賃貸料 28,645 28,682

受取手数料 12,976 10,101

その他 16,708 15,963

営業外収益合計 100,535 94,580

営業外費用

支払利息 14,625 14,541

固定資産除却損 10,938 6,785

為替差損 5,072 1,544

その他 3,017 4,174

営業外費用合計 33,653 27,045

経常利益 831,586 847,321

特別利益

債務保証損失引当金戻入額 － 110,055

受取保険金 － 21,438

特別利益合計 － 131,493

特別損失

減損損失 355,419 －

債務保証損失引当金繰入額 149,765 －

関係会社株式評価損 75,380 －

損害賠償金 74,000 －

投資有価証券評価損 7,455 19,537

特別損失合計 662,020 19,537

税引前当期純利益 169,566 959,277

法人税、住民税及び事業税 207,051 236,698

法人税等調整額 △61,984 6,548

法人税等合計 145,067 243,246

当期純利益 24,498 716,030
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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

圧縮記帳

積立金
別途積立金

当期首残高 1,500,500 1,194,199 8,910 1,203,109 161,300 22,740 3,355,340

当期変動額

圧縮記帳積立金

の取崩
△125

剰余金の配当

当期純利益

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

当期変動額合計 － － － － － △125 －

当期末残高 1,500,500 1,194,199 8,910 1,203,109 161,300 22,614 3,355,340

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計

利益剰余金

自己株式 株主資本合計
その他有価証券

評価差額金

評価・換算

差額等合計

その他

利益剰余金 利益剰余金

合計繰越利益

剰余金

当期首残高 1,693,098 5,232,478 △5,108 7,930,979 707,310 707,310 8,638,289

当期変動額

圧縮記帳積立金

の取崩
125 － － －

剰余金の配当 △170,758 △170,758 △170,758 △170,758

当期純利益 24,498 24,498 24,498 24,498

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

185,681 185,681 185,681

当期変動額合計 △146,134 △146,259 － △146,259 185,681 185,681 39,421

当期末残高 1,546,964 5,086,218 △5,108 7,784,719 892,992 892,992 8,677,711
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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

圧縮記帳

積立金
別途積立金

当期首残高 1,500,500 1,194,199 8,910 1,203,109 161,300 22,614 3,355,340

当期変動額

圧縮記帳積立金の取

崩
△116

剰余金の配当

当期純利益

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

当期変動額合計 － － － － － △116 －

当期末残高 1,500,500 1,194,199 8,910 1,203,109 161,300 22,497 3,355,340

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計

利益剰余金

自己株式 株主資本合計
その他有価証券

評価差額金

評価・換算

差額等合計

その他

利益剰余金 利益剰余金

合計繰越利益

剰余金

当期首残高 1,546,964 5,086,218 △5,108 7,784,719 892,992 892,992 8,677,711

当期変動額

圧縮記帳積立金の取

崩
116 － － －

剰余金の配当 △170,758 △170,758 △170,758 △170,758

当期純利益 716,030 716,030 716,030 716,030

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

△41,504 △41,504 △41,504

当期変動額合計 545,388 545,272 － 545,272 △41,504 △41,504 503,767

当期末残高 2,092,353 5,631,490 △5,108 8,329,991 851,487 851,487 9,181,478
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５．その他

(1)役員の異動

① 代表取締役の異動

新任予定代表取締役

　代表取締役専務 保坂 晴彦（現 常務取締役）

※代表取締役の異動については、本日公表の「代表取締役の異動（追加）に関するお知らせ」をご覧下さい。

② その他の役員の異動

　・新任取締役候補

該当事項はありません。

　・退任予定取締役

　 取締役 芝山 哲（現 財務本部長）

　・新任監査役候補

　 （常勤）監査役 芝山 哲（現 財務本部長）

　・退任予定監査役

（常勤）監査役 松本 英男

③ 就任及び退任予定日

　 2021年６月25日

　


