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1. 2022年5月期の連結業績（2021年6月1日～2022年5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 ％

2022年5月期 55,692 2.9 137 △42.4 232 △41.1 17 ―

2021年5月期 54,133 △10.8 239 △40.3 395 △16.5 △441 ―

（注）包括利益 2022年5月期　　18百万円 （―％） 2021年5月期　　△298百万円 （―％）

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 ％ ％ ％

2022年5月期 1.30 ― 0.4 1.4 0.2

2021年5月期 △33.33 ― △9.7 2.4 0.4

（参考） 持分法投資損益 2022年5月期 ―百万円 2021年5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

2022年5月期 17,918 4,247 23.7 320.56

2021年5月期 16,185 4,348 26.9 328.19

（参考） 自己資本 2022年5月期 4,247百万円 2021年5月期 4,348百万円

(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

2022年5月期 312 △473 155 282

2021年5月期 891 △694 △328 288

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 ％ ％

2021年5月期 ― 4.50 ― 4.50 9.00 119 ― 2.6

2022年5月期 ― 4.50 ― 4.50 9.00 119 689.8 2.8

2023年5月期(予想) ― 4.50 ― 4.50 9.00 49.7

3. 2023年 5月期の連結業績予想（2022年 6月 1日～2023年 5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) 30,570 16.7 △18 ― 6 ― △13 ― △0.98

通期 63,000 13.1 360 160.9 400 71.7 240 ― 18.11

ryuunosuke_rokugawa
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※ 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 　：　有

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

（注）詳細は、添付資料11ページ「３．連結財務諸表及び主な注記（５）連結財務諸表に関する注記事項（会計方針の変更）」をご覧ください。

(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） 2022年5月期 13,450,800 株 2021年5月期 13,450,800 株

② 期末自己株式数 2022年5月期 200,012 株 2021年5月期 200,012 株

③ 期中平均株式数 2022年5月期 13,250,788 株 2021年5月期 13,250,788 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。
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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から厳しい状況で推移しました。2021

年10月には、感染者数の減少に伴い緊急事態宣言等が解除され経済社会活動は正常化に向かいつつありましたが、

2022年１月以降、感染力の強い変異株の影響から感染拡大が再燃しました。足元では、感染者数の減少に伴い景気

の持ち直しが期待されておりますが、ロシア・ウクライナ情勢に起因する資源価格・原油価格の高騰に加え、急速

な円安・ドル高が進行するなど、先行きは不透明な状況が継続しております。

　当社グループの主要販売先である外食産業におきましては、政府及び地方自治体からの営業時間の短縮及び酒類

提供禁止要請により休業する飲食店等が増加するなど、厳しい経営環境が継続しました。

　このような環境のなか、当社グループはお客様や従業員の安全を第一に感染症対策を徹底するとともに、食を支

える企業として安心・安全な商品提供に努めております。業務用食品等の卸売事業である「外商事業」において

は、既存得意先との深耕を図るとともに、多様な外食産業に対する新規開拓に注力してまいりました。また、業務

用食品等の小売事業である「アミカ事業」においては、新規店舗を開業するとともに、品揃えの充実化や営業活動

の強化など、来店客数の増加に向けた取り組みを進めてまいりました。

　両事業におきましては、収益性の向上を図るため、当社プライベートブランド商品である「Ｏ！Ｍａｒｃｈｅ

（オーマルシェ）」、「プロの選択」や業務用食品販売事業者の共同オリジナルブランド商品である「ＪＦＤＡ

（ジェフダ）」の販売強化と全社的な業務の効率化を継続して行ってまいりました。

　さらに、水産品の卸売事業である「水産品事業」では、連結子会社である株式会社マリンデリカにおいて、既存

得意先との深耕を図るとともに、輸出販売の推進や新規開拓の強化に取り組んでまいりました。

　しかしながら、新型コロナウイルス感染症の拡大は、当社グループの主要販売先である外食産業の経営環境の悪

化を招き、当社グループにおきましても厳しい事業運営を強いられました。

　この結果、当連結会計年度の売上高は556億92百万円（前期比2.9％増）、営業利益は１億37百万円（前期比

42.4％減）、経常利益は２億32百万円（前期比41.1％減）、親会社株主に帰属する当期純利益は17百万円（前期は

親会社株主に帰属する当期純損失４億41百万円）となりました。

 (2）当期の財政状態の概況

　当連結会計年度末の資産残高につきましては、前連結会計年度末と比較して受取手形及び売掛金が12億10百万

円、商品が７億82百万円増加したこと等により、流動資産は全体で16億66百万円増加しました。一方固定資産は、

全体で66百万円増加しました。その結果、資産総額は前連結会計年度末と比較して17億32百万円増加し、179億18

百万円となりました。

　負債残高につきましては、前連結会計年度末と比較して支払手形及び買掛金が12億67百万円、短期借入金が２億

46百万円増加したこと等により、流動負債が全体で18億28百万円増加しました。一方固定負債は、全体で４百万円

増加しました。その結果、負債総額は前連結会計年度末と比較して18億33百万円増加し、136億70百万円となりま

した。

　純資産残高につきましては、前連結会計年度末と比較して１億１百万円減少し、42億47百万円となりました。

 (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営業活動によるキャッシュ・フローは３億12百万円の収入（前連結会計年度は８億91百

万円の収入）となりました。これは、売上債権の増加12億10百万円、棚卸資産の増加７億96百万円があったもの

の、仕入債務の増加12億67百万円、減価償却費４億71百万円の計上等によるものであります。

投資活動によるキャッシュ・フローは４億73百万円の支出（前連結会計年度は６億94百万円の支出）となりまし

た。これは、有形固定資産の取得による支出３億59百万円等によるものであります。

財務活動によるキャッシュ・フローは１億55百万円の収入（前連結会計年度は３億28百万円の支出）となりまし

た。これは、長期借入金の返済による支出９億15百万円があったものの、長期借入れによる収入10億円等によるも

のであります。

これらに換算差額を合わせた結果、現金及び現金同等物は前連結会計年度末に比べ５百万円減少し、２億82百万

円となりました。
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 (4）今後の見通し

外食産業を取り巻く環境につきましては、新型コロナウイルス感染者数の減少に伴い経済社会活動の正常化が進

む中で、徐々に回復していくことが期待されております。

当社グループの次期の見通しにつきましては、これまでのように外食産業に対する営業自粛等の厳しい要請が出

されず、一定の落ち着きを取り戻すことを前提として算出しております。

2023年５月期の通期の連結業績予想につきましては、売上高630億円、営業利益３億60百万円、経常利益４億

円、親会社株主に帰属する当期純利益２億40百万円を予想しております。また、第２四半期累計期間につきまして

は、売上高305億70百万円、営業損失18百万円、経常利益６百万円、親会社株主に帰属する四半期純損失13百万円

を予想しております。

なお、上記に記載した将来に関する記述につきましては、当社グループ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判断したものでありますが、実際の業績等は様々な要因により異なる可能性が

あります。

 (5）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

当社は、株主の皆様への利益還元を経営の最重要課題のひとつとして認識しており、中長期的な企業価値の増大

が利益還元の最大の源泉になるものと考えております。配当政策につきましては、将来の企業価値の増大に向けた

事業展開のための内部留保を図るとともに、当社の財務状況、収益動向及び配当性向等を総合的に判断しつつ、継

続的かつ安定的な配当を年２回行うことを基本的な方針としております。

当期の配当につきましては、継続的かつ安定的な配当という基本方針の下、今後の経営環境等を総合的に勘案し

た結果、１株当たりの期末配当金は４円50銭を予定しております。これにより、当期の年間配当金は前期と同様の

１株当たり９円となる予定です。

次期の配当につきましては、上記基本方針の下、１株当たりの中間配当金を４円50銭、期末配当金を４円50銭と

し年間９円を予定しております。

内部留保資金の使途につきましては、新店舗への投資、人材確保・育成投資、及び物流・販売拠点整備投資並び

に経営管理機構の強化等中長期的な企業価値の増大を図るための先行投資に投入していくこととしております。

２．会計基準の選択に関する基本的な考え方

　当社グループの利害関係者の多くは、国内の株主、債権者、取引先等であり、海外からの資金調達の必要性が乏し

いため、会計基準につきましては日本基準を適用しております。

- 3 -

㈱大光（3160）　2022年５月期　決算短信



（単位：千円）

前連結会計年度
(2021年５月31日)

当連結会計年度
(2022年５月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 288,042 282,763

受取手形及び売掛金 3,801,809 －

受取手形 － 3,611

売掛金 － 5,008,765

有価証券 180,798 50,175

商品 3,484,514 4,266,682

貯蔵品 50,856 65,218

その他 1,321,493 1,114,006

貸倒引当金 △4,322 △1,980

流動資産合計 9,123,191 10,789,241

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 3,286,858 3,249,171

機械及び装置（純額） 332,096 311,526

土地 308,558 308,558

リース資産（純額） 311,052 262,394

その他（純額） 244,140 245,524

有形固定資産合計 4,482,705 4,377,175

無形固定資産 31,754 23,188

投資その他の資産

投資有価証券 895,465 878,140

繰延税金資産 234,551 259,393

その他 1,884,603 1,603,653

貸倒引当金 △467,041 △12,733

投資その他の資産合計 2,547,578 2,728,453

固定資産合計 7,062,038 7,128,817

資産合計 16,185,229 17,918,058

３．連結財務諸表及び主な注記

（１）連結貸借対照表
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（単位：千円）

前連結会計年度
(2021年５月31日)

当連結会計年度
(2022年５月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 4,622,699 5,890,374

短期借入金 1,593,500 1,839,500

１年内返済予定の長期借入金 848,834 900,240

リース債務 56,371 52,001

未払法人税等 26,680 119,193

賞与引当金 223,449 225,970

ポイント引当金 21,892 25,354

その他 868,877 1,038,624

流動負債合計 8,262,304 10,091,259

固定負債

長期借入金 1,916,914 1,950,006

リース債務 309,899 257,897

役員退職慰労引当金 285,751 298,591

退職給付に係る負債 420,780 428,385

資産除去債務 481,506 484,957

その他 159,350 159,350

固定負債合計 3,574,203 3,579,189

負債合計 11,836,508 13,670,448

純資産の部

株主資本

資本金 1,076,372 1,076,372

資本剰余金 980,171 980,171

利益剰余金 2,269,290 2,167,322

自己株式 △33,904 △33,904

株主資本合計 4,291,930 4,189,962

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 53,653 69,721

繰延ヘッジ損益 △823 △20,372

退職給付に係る調整累計額 3,961 8,299

その他の包括利益累計額合計 56,791 57,647

純資産合計 4,348,721 4,247,610

負債純資産合計 16,185,229 17,918,058
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（単位：千円）

前連結会計年度
(自　2020年６月１日
　至　2021年５月31日)

当連結会計年度
(自　2021年６月１日

　至　2022年５月31日)

売上高 54,133,480 55,692,613

売上原価 43,178,375 44,807,133

売上総利益 10,955,104 10,885,480

販売費及び一般管理費 10,715,736 10,747,508

営業利益 239,367 137,972

営業外収益

受取利息 12,448 11,826

受取配当金 7,031 8,251

受取賃貸料 88,300 90,438

受取手数料 20,676 20,621

助成金収入 117,612 51,343

その他 16,538 13,526

営業外収益合計 262,608 196,008

営業外費用

支払利息 21,403 20,660

賃貸費用 69,159 69,111

固定資産除売却損 7,126 2,173

その他 8,604 9,085

営業外費用合計 106,294 101,030

経常利益 395,681 232,950

特別利益

投資有価証券売却益 5,277 －

特別利益合計 5,277 －

特別損失

減損損失 170,528 67,974

投資有価証券売却損 3,696 3,233

投資有価証券評価損 431,442 71,016

会員権評価損 6,940 －

特別損失合計 612,607 142,224

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損

失（△）
△211,647 90,725

法人税、住民税及び事業税 40,866 107,412

法人税等調整額 189,122 △33,975

法人税等合計 229,988 73,436

当期純利益又は当期純損失（△） △441,636 17,289

親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に

帰属する当期純損失（△）
△441,636 17,289

（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）
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（単位：千円）

前連結会計年度
(自　2020年６月１日
　至　2021年５月31日)

当連結会計年度
(自　2021年６月１日

　至　2022年５月31日)

当期純利益又は当期純損失（△） △441,636 17,289

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 145,012 16,067

繰延ヘッジ損益 △1,247 △19,548

退職給付に係る調整額 △1,076 4,337

その他の包括利益合計 142,688 856

包括利益 △298,948 18,145

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 △298,948 18,145

非支配株主に係る包括利益 － －

（連結包括利益計算書）
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（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 1,076,372 980,171 2,830,184 △33,904 4,852,824

当期変動額

剰余金の配当 △119,257 △119,257

親会社株主に帰属する当期
純損失（△）

△441,636 △441,636

株主資本以外の項目の当期
変動額（純額）

当期変動額合計 － － △560,893 － △560,893

当期末残高 1,076,372 980,171 2,269,290 △33,904 4,291,930

その他の包括利益累計額

純資産合計
その他有価証券評価
差額金

繰延ヘッジ損益
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 △91,358 423 5,038 △85,897 4,766,927

当期変動額

剰余金の配当 △119,257

親会社株主に帰属する当期
純損失（△）

△441,636

株主資本以外の項目の当期
変動額（純額）

145,012 △1,247 △1,076 142,688 142,688

当期変動額合計 145,012 △1,247 △1,076 142,688 △418,205

当期末残高 53,653 △823 3,961 56,791 4,348,721

（３）連結株主資本等変動計算書

前連結会計年度（自　2020年６月１日　至　2021年５月31日）
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（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 1,076,372 980,171 2,269,290 △33,904 4,291,930

当期変動額

剰余金の配当 △119,257 △119,257

親会社株主に帰属する当期
純利益

17,289 17,289

株主資本以外の項目の当期
変動額（純額）

当期変動額合計 － － △101,967 － △101,967

当期末残高 1,076,372 980,171 2,167,322 △33,904 4,189,962

その他の包括利益累計額

純資産合計
その他有価証券評価
差額金

繰延ヘッジ損益
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 53,653 △823 3,961 56,791 4,348,721

当期変動額

剰余金の配当 △119,257

親会社株主に帰属する当期
純利益

17,289

株主資本以外の項目の当期
変動額（純額）

16,067 △19,548 4,337 856 856

当期変動額合計 16,067 △19,548 4,337 856 △101,111

当期末残高 69,721 △20,372 8,299 57,647 4,247,610

当連結会計年度（自　2021年６月１日　至　2022年５月31日）
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（単位：千円）

前連結会計年度
(自　2020年６月１日
　至　2021年５月31日)

当連結会計年度
(自　2021年６月１日

　至　2022年５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又は税金等調整前当期純

損失（△）
△211,647 90,725

減価償却費 480,020 471,353

減損損失 170,528 67,974

投資有価証券評価損益（△は益） 431,442 71,016

会員権評価損 6,940 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2,258 △456,649

賞与引当金の増減額（△は減少） 5,994 2,521

ポイント引当金の増減額（△は減少） 379 3,462

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 24,233 12,840

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 26,349 13,793

受取利息及び受取配当金 △19,479 △20,077

助成金収入 △117,612 △51,343

支払利息 21,403 20,660

固定資産除売却損益（△は益） 7,126 2,173

投資有価証券売却損益（△は益） △1,581 3,233

売上債権の増減額（△は増加） △548,157 △1,210,567

破産更生債権等の増減額（△は増加） － 454,857

棚卸資産の増減額（△は増加） 532,777 △796,530

仕入債務の増減額（△は減少） 338,031 1,267,675

未払消費税等の増減額（△は減少） △56,270 △56,991

その他 △178,579 314,529

小計 909,638 204,656

利息及び配当金の受取額 15,438 14,013

利息の支払額 △14,321 △13,858

助成金の受取額 97,827 70,302

法人税等の支払額 △117,080 △21,836

法人税等の還付額 － 59,199

営業活動によるキャッシュ・フロー 891,503 312,477

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 △622,344 △359,117

無形固定資産の取得による支出 △3,977 △6,275

投資有価証券の取得による支出 △309,795 △184,446

投資有価証券の売却による収入 302,694 100,000

投資有価証券の償還による収入 － 180,000

建設協力金の支払による支出 － △130,000

敷金及び保証金の差入による支出 △72,000 △95,001

その他 10,600 21,806

投資活動によるキャッシュ・フロー △694,822 △473,032

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） △265,500 246,000

長期借入れによる収入 1,100,000 1,000,000

長期借入金の返済による支出 △983,179 △915,502

配当金の支払額 △119,416 △119,035

リース債務の返済による支出 △59,926 △56,371

財務活動によるキャッシュ・フロー △328,022 155,091

現金及び現金同等物に係る換算差額 243 184

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △131,098 △5,279

現金及び現金同等物の期首残高 419,140 288,042

現金及び現金同等物の期末残高 288,042 282,763

（４）連結キャッシュ・フロー計算書
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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。

（会計方針の変更）

（収益認識に関する会計基準等の適用）

　「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」という。）等

を当連結会計年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービス

と交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。

　これにより、顧客への商品の提供における当社グループの役割が代理人に該当する取引について、従来は顧客から

受け取る対価の総額を収益として認識しておりましたが、顧客から受け取る額から商品の仕入先に支払う額を控除し

た純額で収益を認識する方法に変更しております。また、センターフィーなどの顧客に支払われる対価について、従

来は売上から減額しておりましたが、販売費及び一般管理費として処理する方法に変更しております。

　収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従ってお

り、当連結会計年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当連結会計年度の期首の

利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。

　また、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「受取手形及び売掛金」は、当連

結会計年度より「受取手形」及び「売掛金」に含めて表示しております。ただし、収益認識会計基準第89-２項に定

める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。

　この結果、当連結会計年度の売上高は196,885千円減少し、売上原価は348,366千円減少しましたが、販売費及び一

般管理費が151,481千円増加したことにより、営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益に与える影響はあり

ません。また、利益剰余金の当期首残高に与える影響はありません。

（時価の算定に関する会計基準等の適用）

　「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」という。）

等を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準

第10号　2019年７月４日）第44－２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方

針を、将来にわたって適用することといたしました。なお、連結財務諸表に与える影響はありません。

（追加情報）

新型コロナウイルス感染症の影響について、その収束時期等を予測することは困難でありますが、新型コロナウイル

ス感染者数の減少に伴い経済社会活動の正常化が進む中で、これまでのように外食産業に対する営業自粛等の厳しい要

請が出されず、一定の落ち着きを取り戻すものと仮定し、会計上の見積りを行っております。

なお、当該仮定は不確実性が高く、今後の状況の変化によっては、当社グループの財政状態および経営成績に影響を

及ぼす可能性があります。
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（単位：千円）

報告セグメント
その他

（注）１
調整額
（注）２

連結財務諸表
計上額
（注）３外商事業 アミカ事業 水産品事業 計

売上高

外部顧客への売上高 31,749,695 20,565,315 1,802,814 54,117,824 15,655 － 54,133,480

セグメント間の内部

売上高又は振替高
2,635 16,098 137,799 156,533 － △156,533 －

計 31,752,330 20,581,413 1,940,614 54,274,358 15,655 △156,533 54,133,480

セグメント利益又は損

失（△）
△565,699 1,726,198 19,181 1,179,680 5,483 △945,795 239,367

セグメント資産 5,645,709 6,729,605 1,486,815 13,862,130 62,402 2,260,697 16,185,229

その他の項目

減価償却費 102,826 352,029 868 455,723 7,702 16,594 480,020

有形固定資産及び無

形固定資産の増加額
10,759 673,363 3,778 687,900 － 4,010 691,911

（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

　当社グループの報告セグメントは、当社グループ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。

　当社グループは、大手外食チェーン、ホテル、レストラン及び事業所給食等の多様な外食産業等に対し

て、直接販売を中心とした卸売業を行う「外商事業」、小規模外食業者及び一般消費者に対して、現金等

で販売し商品をお客様自身に持ち帰っていただくキャッシュアンドキャリー形式による小売業を行う「ア

ミカ事業」及び、食品メーカー及び食品卸売会社などに対して、貝類を中心とした水産品の卸売業を行う

「水産品事業」の各事業セグメントにおいて、業務用食品等を販売しております。

　したがって、当社グループは「外商事業」、「アミカ事業」、及び「水産品事業」の３つを報告セグメ

ントとしております。

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、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事

項」における記載と概ね同一であります。報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。

セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。

３．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

前連結会計年度（自　2020年６月１日　至　2021年５月31日）

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、太陽光発電事業を含んでおりま

す。

２．調整額は以下のとおりであります。

(1) セグメント利益又は損失（△）の調整額△945,795千円は、本社経費等であります。

(2) セグメント資産の調整額2,260,697千円は、本社資産等であります。

(3) 減価償却費の調整額16,594千円は、本社減価償却費等であります。

(4) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額4,010千円は、本社設備投資額であります。

３．セグメント利益又は損失（△）は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
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（単位：千円）

報告セグメント
その他

（注）１
調整額
（注）２

連結財務諸表
計上額
（注）３外商事業 アミカ事業 水産品事業 計

売上高

外部顧客への売上高 33,038,147 19,960,578 2,678,690 55,677,415 15,197 － 55,692,613

セグメント間の内部

売上高又は振替高
4,763 17,424 98,331 120,519 － △120,519 －

計 33,042,910 19,978,002 2,777,022 55,797,934 15,197 △120,519 55,692,613

セグメント利益又は損

失（△）
△442,845 1,376,050 154,662 1,087,866 5,468 △955,363 137,972

セグメント資産 6,711,372 6,780,447 2,102,632 15,594,451 55,398 2,268,208 17,918,058

その他の項目

減価償却費 79,636 372,137 1,261 453,036 6,795 11,521 471,353

有形固定資産及び無

形固定資産の増加額
7,932 365,924 － 373,856 － 51,447 425,304

当連結会計年度（自　2021年６月１日　至　2022年５月31日）

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、太陽光発電事業を含んでおりま

す。

２．調整額は以下のとおりであります。

(1) セグメント利益又は損失（△）の調整額△955,363千円は、本社経費等であります。

(2) セグメント資産の調整額2,268,208千円は、本社資産等であります。

(3) 減価償却費の調整額11,521千円は、本社減価償却費等であります。

(4) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額51,447千円は、本社設備投資額であります。

３．セグメント利益又は損失（△）は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

４．報告セグメントの変更等に関する事項

　会計方針の変更に記載のとおり、当連結会計年度の期首から収益認識会計基準等を適用し、収益認識に

関する会計処理方法を変更したため、事業セグメントの売上高及び利益又は損失の測定方法を同様に変更

しております。

　当該変更により、従来の方法と比べて、当連結会計年度の外商事業の売上高が236,943千円減少し、ア

ミカ事業の売上高が39,988千円増加しております。なお、セグメント利益に与える影響はありません。
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（単位：千円）

外商事業 アミカ事業 水産品事業 調整額 合計

減損損失 65,391 105,137 － － 170,528

（単位：千円）

外商事業 アミカ事業 水産品事業 調整額 合計

減損損失 18,456 49,518 － － 67,974

【関連情報】

前連結会計年度（自　2020年６月１日　至　2021年５月31日）

１．製品及びサービスごとの情報

　セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。

２．地域ごとの情報

(1）売上高

　国内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、記載しておりません。

(2）有形固定資産

　全ての事業拠点は国内にあります。したがって、地域に関する情報は記載しておりません。

３．主要な顧客ごとの情報

　単一の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の10％を超えないため記載しておりません。

当連結会計年度（自　2021年６月１日　至　2022年５月31日）

１．製品及びサービスごとの情報

　セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。

２．地域ごとの情報

(1）売上高

　国内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、記載しておりません。

(2）有形固定資産

　全ての事業拠点は国内にあります。したがって、地域に関する情報は記載しておりません。

３．主要な顧客ごとの情報

　単一の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の10％を超えないため記載しておりません。

【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　2020年６月１日　至　2021年５月31日）

当連結会計年度（自　2021年６月１日　至　2022年５月31日）

【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】

前連結会計年度（自　2020年６月１日　至　2021年５月31日）

該当事項はありません。

当連結会計年度（自　2021年６月１日　至　2022年５月31日）

該当事項はありません。

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

前連結会計年度（自　2020年６月１日　至　2021年５月31日）

該当事項はありません。

当連結会計年度（自　2021年６月１日　至　2022年５月31日）

該当事項はありません。
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前連結会計年度
（自　2020年６月１日

至　2021年５月31日）

当連結会計年度
（自　2021年６月１日

至　2022年５月31日）

１株当たり純資産額 328円19銭 320円56銭

１株当たり当期純利益又は

１株当たり当期純損失（△）
△33円33銭 １円30銭

前連結会計年度
（2021年５月31日）

当連結会計年度
（2022年５月31日）

純資産の部の合計額（千円） 4,348,721 4,247,610

純資産の部の合計額から控除する金額（千円） － －

普通株式に係る期末の純資産額（千円） 4,348,721 4,247,610

１株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普

通株式の数（株）
13,250,788 13,250,788

前連結会計年度
（自　2020年６月１日

至　2021年５月31日）

当連結会計年度
（自　2021年６月１日

至　2022年５月31日）

１株当たり当期純利益又は

１株当たり当期純損失（△）

親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株

主に帰属する当期純損失（△）（千円）
△441,636 17,289

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

益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△）

（千円）

△441,636 17,289

期中平均株式数（株） 13,250,788 13,250,788

（１株当たり情報）

（注）１．前連結会計年度の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、１株当たり当期純損失であり、また、

潜在株式が存在しないため記載しておりません。なお、当連結会計年度の潜在株式調整後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株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

３．１株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。

４．その他

　（1）役員の異動

　詳細は、本日別途公表の「執行役員制度の導入及び役員人事に関するお知らせ」をご覧ください。
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