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1. 2023年3月期第1四半期の連結業績（2022年4月1日～2022年6月30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 ％

2023年3月期第1四半期 11,382 32.7 34 ― 60 ― 43 ―

2022年3月期第1四半期 8,578 57.1 △282 ― △219 ― △322 ―

（注）包括利益 2023年3月期第1四半期　　54百万円 （―％） 2022年3月期第1四半期　　△328百万円 （―％）

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

2023年3月期第1四半期 2.94 ―

2022年3月期第1四半期 △21.82 ―

(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 ％

2023年3月期第1四半期 22,562 6,217 27.6

2022年3月期 22,945 6,236 27.2

（参考）自己資本 2023年3月期第1四半期 6,217百万円 2022年3月期 6,236百万円

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

2022年3月期 ― 0.00 ― 5.00 5.00

2023年3月期 ―

2023年3月期（予想） 0.00 ― 6.00 6.00

（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. 2023年 3月期の連結業績予想（2022年 4月 1日～2023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) 19,500 7.6 65 ― 100 ― 60 ― 4.06

通期 40,500 1.8 230 ― 300 ― 180 ― 12.19

（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（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 ： 有

(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 ： 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８ページ「２.四半期連結財務諸表及び主な注記(３)四半期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。

(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） 2023年3月期1Q 14,872,000 株 2022年3月期 14,872,000 株

② 期末自己株式数 2023年3月期1Q 108,764 株 2022年3月期 108,764 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2023年3月期1Q 14,763,236 株 2022年3月期1Q 14,763,236 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については、添付資料３ページ「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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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におけるわが国経済は、引き続き新型コロナ感染症の影響は残るものの、政府によるまん

延防止等重点措置による行動制限が３月下旬に解除となったことを受け、段階的に社会活動が正常化する動きがみられ

ました。しかしながら、ウクライナ情勢の長期化などによる原材料価格の高騰や為替変動による輸入価格の上昇など、

国内経済を下振れさせるリスクにも注意が必要であり、依然として先行き不透明な状況が続いております。

　当社グループの属する食品関連業界におきましては、主要顧客である外食産業では３年ぶりに行動制限のない大型連

休となるなど、家族客を中心に客足が回復しました。しかしながら、一部では人手不足による店舗運営の制約や、新型

コロナウイルス感染者数の再拡大による消費者行動の抑制懸念など、予断を許さない状態が続いております。

　このような状況の中で、当社グループにおきましては、引き続き従業員や取引先様等の感染防止を最優先としながら

も、仕入・在庫の厳格管理、廃棄ロスの削減、物流の最適化などの効率運営を図る一方で、新規・深耕営業を積極的に

推進すると同時に、回復してきた外食産業の需要へも積極的に対応いたしました。

　また、昨年５月に発表いたしました新中期経営計画「Ｔｒａｎｓｆｏｒｍａｔｉｏｎ 2024」につきましては、基本方

針である「事業ポートフォリオの変革」、「青果物流通インフラの構築」、「サスティナビリティ経営の推進」を実現

すべく、それぞれの施策を推し進めております。特に「事業ポートフォリオの変革」におきましては、新規・深耕の営

業活動強化に加え、連結子会社・楽彩株式会社にて独自の『ピックアップショッピング』スタイルで４月からミールキ

ット販売事業を本格的にスタートし、新分野であるＢtoＣ事業の拡充も推し進めているところです。

　この結果、当第１四半期連結累計期間における売上高は、四半期の売上高としては過去最高の11,382百万円（前年同

四半期比32.7％増）となりました。利益につきましては、中国でのロックダウンに伴う一部の輸入商材の高騰などの影

響もありましたが、営業利益は34百万円（前年同四半期は282百万円の営業損失）、経常利益は60百万円（前年同四半期

は219百万円の経常損失）、親会社株主に帰属する四半期純利益は43百万円（前年同四半期は322百万円の親会社株主に

帰属する四半期純損失）と前年対比で大きく回復させ、全項目とも黒字転化を果たしております。
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（２）財政状態に関する説明

　流動資産は、前連結会計年度末に比べて2.7％減少し、9,311百万円となりました。これは、主として売掛金が108百万

円増加した一方、現金及び預金が308百万円減少したことなどによります。

　固定資産は、前連結会計年度末に比べて1.0％減少し、13,250百万円となりました。これは、主として建物及び構築物

が69百万円、有形固定資産の「その他」が68百万円減少したことなどによります。

　この結果、資産合計は、前連結会計年度末に比べて1.7％減少し、22,562百万円となりました。

　流動負債は、前連結会計年度末に比べて0.1％減少し、7,960百万円となりました。これは、主として未払金が24百万

円、流動負債の「その他」が69百万円増加した一方、買掛金が16百万円、１年内返済予定の長期借入金が18百万円、賞

与引当金が59百万円減少したことなどによります。

　固定負債は、前連結会計年度末に比べて4.1％減少し、8,383百万円となりました。これは、主として長期借入金が334

百万円減少したことなどによります。

　この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて2.2％減少し、16,344百万円となりました。

　純資産合計は、前連結会計年度末に比べて0.3％減少し、6,217百万円となりました。これは、主として利益剰余金が

30百万円減少したことなどによります。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

　2023年３月期の連結業績予想につきましては、当第１四半期連結累計期間の業績及び今後の見通しを検討した結果、

現時点におきまして2022年５月12日発表の業績予想に変更はありません。

　なお、今後業績予想に修正の必要が生じた場合には、速やかに開示いたします。
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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
(2022年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2022年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 4,536,684 4,228,523

売掛金 4,351,806 4,460,297

商品及び製品 212,017 216,016

仕掛品 7,749 11,718

原材料及び貯蔵品 135,271 145,243

その他 325,559 252,141

貸倒引当金 △2,626 △2,668

流動資産合計 9,566,461 9,311,272

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 5,965,085 5,895,779

土地 3,914,760 3,914,760

その他（純額） 2,300,544 2,231,581

有形固定資産合計 12,180,391 12,042,122

無形固定資産

その他 101,065 99,222

無形固定資産合計 101,065 99,222

投資その他の資産

その他 1,101,295 1,111,361

貸倒引当金 △3,375 △1,967

投資その他の資産合計 1,097,919 1,109,394

固定資産合計 13,379,376 13,250,738

資産合計 22,945,838 22,562,010
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2022年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2022年６月30日)

負債の部

流動負債

買掛金 2,269,137 2,252,839

短期借入金 2,330,000 2,330,000

1年内返済予定の長期借入金 1,408,336 1,389,403

未払法人税等 30,227 23,873

未払金 1,596,820 1,621,070

賞与引当金 87,625 27,969

その他 246,481 315,760

流動負債合計 7,968,628 7,960,917

固定負債

長期借入金 7,724,304 7,389,642

退職給付に係る負債 163,330 161,185

資産除去債務 293,338 293,699

その他 559,365 538,580

固定負債合計 8,740,338 8,383,107

負債合計 16,708,967 16,344,024

純資産の部

株主資本

資本金 1,377,113 1,377,113

資本剰余金 2,171,446 2,171,446

利益剰余金 2,595,085 2,564,719

自己株式 △24,808 △24,808

株主資本合計 6,118,837 6,088,471

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 122,255 129,698

退職給付に係る調整累計額 △4,221 △184

その他の包括利益累計額合計 118,033 129,514

純資産合計 6,236,870 6,217,985

負債純資産合計 22,945,838 22,562,010
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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 2021年４月１日
　至 2021年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
　至 2022年６月30日)

売上高 8,578,214 11,382,300

売上原価 6,915,996 8,687,648

売上総利益 1,662,218 2,694,651

販売費及び一般管理費 1,944,386 2,660,104

営業利益又は営業損失(△) △282,168 34,546

営業外収益

受取利息 530 512

受取配当金 434 789

物品売却益 2,792 5,757

受取賃貸料 11,088 9,027

助成金収入 48,515 10,257

その他 10,437 10,571

営業外収益合計 73,799 36,915

営業外費用

支払利息 8,638 9,897

その他 2,852 831

営業外費用合計 11,491 10,729

経常利益又は経常損失(△) △219,859 60,733

特別利益

固定資産売却益 53 1,354

特別利益合計 53 1,354

特別損失

固定資産除却損 188 0

投資有価証券評価損 10,500 ―

訴訟関連損失 17,231 ―

特別損失合計 27,920 0

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失(△)

△247,726 62,088

法人税等 74,387 18,637

四半期純利益又は四半期純損失(△) △322,113 43,450

親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主
に帰属する四半期純損失(△)

△322,113 43,450
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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 2021年４月１日
　至 2021年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
　至 2022年６月30日)

四半期純利益又は四半期純損失(△) △322,113 43,450

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △3,634 7,442

退職給付に係る調整額 △2,867 4,037

その他の包括利益合計 △6,502 11,480

四半期包括利益 △328,616 54,931

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △328,616 54,931

非支配株主に係る四半期包括利益 ― ―
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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。

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用）

（税金費用の計算）

　税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計

適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

　ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効

税率を使用する方法によっております。

（会計方針の変更）

（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の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2021年６月17日。以下「時価算定

会計基準適用指針」という。）を当第１四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27－

２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用

することとしております。なお、四半期連結財務諸表に与える影響はありません。

（追加情報）

　前連結会計年度の有価証券報告書に記載いたしました新型コロナウイルス感染症の今後の広がり方や収束時期

等を含む仮定に重要な変更はありません。
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３．その他

（１）最近における四半期毎の業績推移

2023年３月期（連結） （単位：千円）

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

売上高 11,382,300

営業利益 34,546

経常利益 60,733

親会社株主に帰属する四半期

純利益
43,450

１株当たり四半期純利益 2.94円

総資産 22,562,010

純資産 6,217,985

１株当たり純資産 421.18円

2022年３月期（連結） （単位：千円）

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

売上高 8,578,214 9,539,638 11,394,562 10,275,712

営業利益又は損失（△） △282,168 △427,791 361,210 △48,376

経常利益又は損失（△） △219,859 △391,238 386,784 △18,402

親会社株主に帰属する四半期

純利益又は損失(△)
△322,113 △445,887 356,863 △335,406

１株当たり四半期純利益又は

損失(△)
△21.82円 △30.20円 24.17円 △22.72

総資産 22,315,115 21,858,619 22,667,260 22,945,838

純資産 6,714,353 6,295,915 6,603,537 6,236,870

１株当たり純資産 454.80円 426.46円 447.30 422.46

（２）部門別売上高の状況

2022年３月期 2023年３月期

比較増減 比較増減
第１四半期 第１四半期

(自 2021年４月１日) (自 2022年４月１日)

(至 2021年６月30日) (至 2022年６月30日)

金額(千円) 構成比(％) 金額(千円) 構成比(％) (千円) (％)

カット野菜部門 4,132,088 48.2 5,179,030 45.5 1,046,941 25.3

ホール野菜部門 3,043,536 35.5 4,372,520 38.4 1,328,983 43.7

その他部門 1,402,588 16.3 1,830,749 16.1 428,160 30.5

合 計 8,578,214 100.0 11,382,300 100.0 2,804,085 32.7

　


