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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

　文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。

　当第１四半期連結累計期間（2022年10月１日～2022年12月31日）（以下「当四半期」という。）におけるわが国

経済は、新型コロナウイルス感染症対策と経済活動の両立を目指し、緊急事態宣言やまん延防止等重点措置が前期

(2022年９月期)までに解除された中、景気回復への期待がされておりました。しかしながら、ウクライナ危機の長

期化や円安の進行に伴う資源価格の高騰、欧米におけるインフレ加速に伴う政策金利の引き上げ、中国での経済活

動抑制の影響等、先行きは依然として不透明な状況が続いております。

　そのような状況のなか、当四半期における当社グループの主要事業である菓子・パン資材および雑貨等の販売事

業（以下「資材および雑貨等の販売事業」という。）におきましては、利益を重視した戦略とBtoBを主力とした施

策に切り替えたことが功を奏しました。また12月より株式会社大創産業とのコラボレーションでDAISO（ダイソ

ー）の店頭に当社監修の製菓材料商品が設置されることになりました。このことは当四半期の好調の一つの要因で

もあり、バレンタイン商戦にも弾みがつくものと思われます。

　以上の結果、売上高2,604,844千円（前年同四半期比4.1％減）、営業利益299,406千円（同34.2％増）、経常利

益303,213千円（同33.4％増）、親会社株主に帰属する四半期純利益208,335千円（同34.5％増）となり、当四半期

は第１四半期累計期間において営業利益、経常利益ともに過去 高を記録することができました。

　なお、当社グループは、資材および雑貨等の販売事業を主要な事業としており、他の事業セグメントの重要性が

乏しいため、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）

　当第１四半期連結会計期間末における総資産は、6,040,840千円となり、前連結会計年度末に比べ45,089千円増

加しました。これは、主に、クリスマス向け売上の増加に伴い売上債権が増加したこと、ならびにバレンタイン向

けの棚卸資産が増加したことによるものであります。

（負債）

　当第１四半期連結会計期間末における負債合計は、2,521,785千円となり、前連結会計年度末に比べ120,750千円

減少しました。これは、主に、前期に係る法人税等の納税により未払法人税等が減少したこと、ならびに長期借入

の約定返済により一年内返済予定を含む長期借入金が減少したことによるものであります。

（純資産）

　当第１四半期連結会計期間末における純資産は、3,519,054千円となり、前連結会計年度末に比べ165,840千円増

加しました。これは、親会社株主に帰属する四半期純利益の計上により利益剰余金が増加したことによるものであ

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

　2022年11月14日に発表いたしました通期連結業績予想についての変更はありません。
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（単位：千円）

前連結会計年度
(2022年９月30日)

当第１四半期連結会計期間
(2022年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,801,308 1,499,905

受取手形及び売掛金 353,898 504,568

棚卸資産 1,837,761 1,926,341

その他 283,061 340,027

貸倒引当金 △3,960 △4,390

流動資産合計 4,272,070 4,266,453

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 886,761 875,045

土地 392,744 392,744

その他（純額） 203,236 198,456

有形固定資産合計 1,482,742 1,466,246

無形固定資産 62,432 60,062

投資その他の資産 178,505 248,078

固定資産合計 1,723,681 1,774,387

資産合計 5,995,751 6,040,840

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 646,772 615,517

短期借入金 740,000 740,000

１年内返済予定の長期借入金 146,844 246,844

未払法人税等 137,872 92,726

契約負債 12,885 13,859

賞与引当金 29,361 6,314

その他 327,056 344,273

流動負債合計 2,040,792 2,059,535

固定負債

長期借入金 551,312 414,601

株式給付引当金 16,454 16,032

退職給付に係る負債 7,605 8,082

その他 26,371 23,534

固定負債合計 601,743 462,250

負債合計 2,642,536 2,521,785

純資産の部

株主資本

資本金 649,472 649,472

資本剰余金 622,640 622,640

利益剰余金 2,335,214 2,500,640

自己株式 △262,148 △261,733

株主資本合計 3,345,179 3,511,019

新株予約権 8,035 8,035

純資産合計 3,353,214 3,519,054

負債純資産合計 5,995,751 6,040,840

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）

前第１四半期連結累計期間
(自　2021年10月１日
　至　2021年12月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自　2022年10月１日

　至　2022年12月31日)

売上高 2,717,255 2,604,844

売上原価 1,889,759 1,745,339

売上総利益 827,495 859,505

販売費及び一般管理費 604,366 560,098

営業利益 223,129 299,406

営業外収益

受取利息 8 2

協賛金収入 4,137 2,984

電力販売収益 2,359 2,137

その他 1,089 2,827

営業外収益合計 7,595 7,952

営業外費用

支払利息 2,286 2,002

電力販売費用 726 679

為替差損 － 1,463

その他 448 0

営業外費用合計 3,461 4,145

経常利益 227,262 303,213

特別損失

棚卸資産廃棄損 1,414 －

特別損失合計 1,414 －

税金等調整前四半期純利益 225,847 303,213

法人税、住民税及び事業税 57,489 86,344

法人税等調整額 13,505 8,533

法人税等合計 70,994 94,878

四半期純利益 154,852 208,335

非支配株主に帰属する四半期純利益 － －

親会社株主に帰属する四半期純利益 154,852 208,335

（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）
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（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間
(自　2021年10月１日
　至　2021年12月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自　2022年10月１日

　至　2022年12月31日)

四半期純利益 154,852 208,335

四半期包括利益 154,852 208,335

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 154,852 208,335

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１四半期連結累計期間）
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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。

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用）

該当事項はありません。

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

当社グループは、菓子・パン資材および雑貨等の販売事業を主要な事業としており、他の事業セグメントの

重要性が乏しいため、記載を省略しております。
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