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1. 2023年3月期第3四半期の連結業績（2022年4月1日～2022年12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 ％

2023年3月期第3四半期 17,393 24.2 702 429.9 748 247.9 484 210.3

2022年3月期第3四半期 13,998 6.3 132 ― 215 ― 156 ―

（注）包括利益 2023年3月期第3四半期　　499百万円 （239.0％） 2022年3月期第3四半期　　147百万円 （―％）

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3四半期 87.57 ―

2022年3月期第3四半期 28.21 ―

(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3四半期 23,722 16,436 69.2

2022年3月期 18,241 16,075 88.1

（参考）自己資本 2023年3月期第3四半期 16,436百万円 2022年3月期 16,075百万円

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 ― 25.00 25.00

2023年3月期 ― 0.00 ―

2023年3月期（予想） 23.00 23.00

（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、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 20,286 21.4 248 ― 287 ― 143 ― 25.90

（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

(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 ： 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７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3Q 5,769,040 株 2022年3月期 5,769,040 株

② 期末自己株式数 2023年3月期3Q 240,234 株 2022年3月期 240,234 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2023年3月期3Q 5,528,806 株 2022年3月期3Q 5,528,806 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

(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.２「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３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症にともなう行動制限が徐々に緩和

され、ウィズコロナの新たな段階への移行が進められる中、景気は緩やかに持ち直しております。ただし、各種原

材料やエネルギー価格の高騰などにより、物価高の影響が本格化してきており、加えて、世界的な金融引締め等が

続く中で海外景気の下振れが我が国の景気を下押しするリスクが懸念されるなど、景気の先行きは依然として不透

明な状況で推移しております。

　外食産業におきましては、３年ぶりに行動制限が緩和され、需要は徐々に回復しつつあります。また、全国旅行

支援や海外からの入国規制の緩和、外国人の個人旅行解禁など、さらなる需要の回復が期待されるものの、外食産

業を取り巻く経営環境は、物価高や人手不足の影響により、依然として厳しい状況が続いております。

　このような状況の中、当社グループにおいては、更なる企業価値向上を目指して、珍味・和食・お節に関わる業

務用食材の開発及び販売というコア事業の強化を推進すると同時に、中食や老健、通販業界などの新規事業分野の

開拓や経営環境の変化に合わせた経営管理の高度化に注力してまいりました。

　この結果、当第３四半期連結累計期間の経営成績は、売上高173億93百万円（前年同四半期比24.2％増）、営業

利益7億2百万円（前年同四半期比429.9％増）、経常利益7億48百万円（前年同四半期比247.9％増）、親会社株主

に帰属する四半期純利益4億84百万円（前年同四半期比210.3％増）となりました。

　なお、当社グループは、業務用加工食材事業の単一セグメントであるため、セグメント情報の記載を省略してお

ります。

（２）財政状態に関する説明

（資産の状況）

　当第３四半期連結会計期間末における資産の残高は、237億22百万円（前連結会計年度末は182億41百万円）と

なり、54億81百万円増加いたしました。受取手形及び売掛金の増加（18億81百万円から66億円、47億18百万円

増）並びに商品及び製品の増加（7億42百万円から14億26百万円、6億83百万円増）が主な要因であります。

（負債の状況）

　当第３四半期連結会計期間末における負債の残高は、72億86百万円（前連結会計年度末は21億66百万円）とな

り、51億20百万円増加いたしました。支払手形及び買掛金の増加（10億58百万円から50億35百万円、39億76百万

円増）並びに短期借入金の増加（1億40百万円から11億95百万円、10億55百万円増）が主な要因であります。

（純資産の状況）

　当第３四半期連結会計期間末における純資産の残高は、164億36百万円（前連結会計年度末は160億75百万円）

となり、3億60百万円増加いたしました。剰余金の配当1億38百万円があったものの、親会社株主に帰属する四半

期純利益4億84百万円が主な要因であります。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

　2023年３月期通期の連結業績予想につきましては、2022年５月13日に公表いたしました業績予想から変更はあり

ません。

- 2 -

ジーエフシー株式会社（7559）2023年３月期　第３四半期決算短信



（単位：千円）

前連結会計年度
(2022年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2022年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 7,831,529 7,496,234

受取手形及び売掛金 1,881,617 6,600,364

有価証券 1,300,000 1,200,000

商品及び製品 742,907 1,426,510

原材料及び貯蔵品 62,622 61,068

その他 62,813 721,747

貸倒引当金 △5,310 △5,580

流動資産合計 11,876,178 17,500,343

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 517,130 483,635

機械装置及び運搬具（純額） 65,779 60,364

土地 3,706,311 3,706,311

その他（純額） 47,160 32,116

有形固定資産合計 4,336,382 4,282,428

無形固定資産 61,026 58,901

投資その他の資産

投資有価証券 1,278,888 1,398,477

繰延税金資産 293,478 114,476

退職給付に係る資産 205,364 184,809

その他 203,924 187,681

貸倒引当金 △13,932 △4,324

投資その他の資産合計 1,967,723 1,881,121

固定資産合計 6,365,131 6,222,451

資産合計 18,241,310 23,722,795

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
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（単位：千円）

前連結会計年度
(2022年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2022年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,058,361 5,035,082

短期借入金 140,000 1,195,000

１年内返済予定の長期借入金 12,120 24,000

未払法人税等 17,435 19,338

賞与引当金 127,034 64,594

役員賞与引当金 5,400 2,060

その他 262,196 430,097

流動負債合計 1,622,546 6,770,171

固定負債

長期借入金 200,000 176,000

役員退職慰労引当金 98,511 98,884

退職給付に係る負債 175,136 174,114

その他 69,873 67,406

固定負債合計 543,521 516,404

負債合計 2,166,068 7,286,575

純資産の部

株主資本

資本金 100,000 100,000

資本剰余金 4,539,178 4,539,178

利益剰余金 11,792,703 12,138,667

自己株式 △351,467 △351,467

株主資本合計 16,080,413 16,426,377

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △4,622 8,678

為替換算調整勘定 △548 1,163

その他の包括利益累計額合計 △5,171 9,841

純資産合計 16,075,242 16,436,219

負債純資産合計 18,241,310 23,722,795
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（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自　2021年４月１日
　至　2021年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　2022年４月１日

　至　2022年12月31日)

売上高 13,998,336 17,393,585

売上原価 11,336,035 14,024,460

売上総利益 2,662,301 3,369,125

販売費及び一般管理費 2,529,649 2,666,173

営業利益 132,652 702,951

営業外収益

受取利息 16,908 20,808

受取配当金 4,938 5,564

受取賃貸料 7,877 8,369

補助金収入 52,093 17,193

その他 10,935 6,520

営業外収益合計 92,753 58,456

営業外費用

支払利息 3,150 4,991

賃貸収入原価 588 873

為替差損 6,641 6,816

その他 － 500

営業外費用合計 10,379 13,181

経常利益 215,026 748,227

特別利益

固定資産売却益 8 322

特別利益合計 8 322

特別損失

固定資産除却損 17 62,863

特別損失合計 17 62,863

税金等調整前四半期純利益 215,017 685,685

法人税、住民税及び事業税 30,601 28,788

法人税等調整額 28,405 172,713

法人税等合計 59,007 201,502

四半期純利益 156,010 484,183

親会社株主に帰属する四半期純利益 156,010 484,183

（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３四半期連結累計期間）
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（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自　2021年４月１日
　至　2021年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　2022年４月１日

　至　2022年12月31日)

四半期純利益 156,010 484,183

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △9,359 13,300

為替換算調整勘定 586 1,712

その他の包括利益合計 △8,773 15,012

四半期包括利益 147,236 499,196

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 147,236 499,196

非支配株主に係る四半期包括利益 － －

（四半期連結包括利益計算書）

（第３四半期連結累計期間）
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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。

（会計方針の変更）

（時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用）

「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

ることといたしました。なお、四半期連結財務諸表に与える影響はありません。
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