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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 3,969 51.4 △114 ― △112 ― △99 ―

2022年3月期第1四半期 2,620 60.3 △352 ― △341 ― △252 ―

（注）包括利益 2023年3月期第1四半期　　△98百万円 （―％） 2022年3月期第1四半期　　△265百万円 （―％）

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 △17.95 ―

2022年3月期第1四半期 △45.58 ―

(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 18,939 15,838 83.6

2022年3月期 18,241 16,075 88.1

（参考）自己資本 2023年3月期第1四半期 15,838百万円 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 ―

2023年3月期（予想） 0.00 ― 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1Q 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1Q 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1Q 5,528,806 株 2022年3月期1Q 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１四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の影響が続いたものの、経済活動

の制限も徐々に緩和された事で景気に持ち直しの動きがみられましたが、ウクライナ情勢の長期化や急激な円安の

進行による各種原材料やエネルギー価格の高騰などにより、景気の先行きは不透明な状況で推移いたしました。

　外食産業におきましては、春休みやゴールデンウイークなど、３年振りに行動制限が少ない中で、家族客を中心

とした需要が回復し、若干の明るさが見えましたが、インバウンド需要消失の長期化や物価上昇などにより、厳し

い経営環境が続きました。

　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１四半期連結累計期間の経営成績は、売上高39億69百万円（前年同四半期比51.4％増）、営業損

失1億14百万円（前年同四半期は営業損失3億52百万円）、経常損失1億12百万円（前年同四半期は経常損失3億41百

万円）、親会社株主に帰属する四半期純損失99百万円（前年同四半期は親会社株主に帰属する四半期純損失2億52

百万円）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１四半期連結会計期間末における資産の残高は、189億39百万円（前連結会計年度末は182億41百万円）と

なり、6億98百万円増加いたしました。有価証券の減少（13億円から9億円、4億円減）があったものの、商品及

び製品の増加（7億42百万円から14億87百万円、7億44百万円増）並びに現金及び預金の増加（78億31百万円から

80億56百万円、2億25百万円増）が主な要因であります。

（負債の状況）

　当第１四半期連結会計期間末における負債の残高は、31億1百万円（前連結会計年度末は21億66百万円）とな

り、9億34百万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15億86百万円、5億28百万円

増）並びに短期借入金の増加（1億40百万円から5億91百万円、4億51百万円増）が主な要因であります。

（純資産の状況）

　当第１四半期連結会計期間末における純資産の残高は、158億38百万円（前連結会計年度末は160億75百万円）

となり、2億36百万円減少いたしました。剰余金の配当1億38百万円並びに親会社株主に帰属する四半期純損失99

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。
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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)

資産の部

流動資産

現金及び預金 7,831,529 8,056,976

受取手形及び売掛金 1,881,617 1,892,565

有価証券 1,300,000 900,000

商品及び製品 742,907 1,487,298

原材料及び貯蔵品 62,622 61,277

その他 62,813 171,632

貸倒引当金 △5,310 △7,250

流動資産合計 11,876,178 12,562,499

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 517,130 503,967

機械装置及び運搬具（純額） 65,779 62,724

土地 3,706,311 3,706,311

その他（純額） 47,160 41,712

有形固定資産合計 4,336,382 4,314,716

無形固定資産 61,026 59,664

投資その他の資産

投資有価証券 1,278,888 1,278,601

繰延税金資産 293,478 343,785

退職給付に係る資産 205,364 193,428

その他 203,924 192,131

貸倒引当金 △13,932 △5,331

投資その他の資産合計 1,967,723 2,002,616

固定資産合計 6,365,131 6,376,997

資産合計 18,241,310 18,939,496

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１四半期連結会計期間
(2022年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,058,361 1,586,783

短期借入金 140,000 591,372

１年内返済予定の長期借入金 12,120 7,050

未払法人税等 17,435 1,775

賞与引当金 127,034 70,964

役員賞与引当金 5,400 －

その他 262,196 305,645

流動負債合計 1,622,546 2,563,591

固定負債

長期借入金 200,000 200,000

役員退職慰労引当金 98,511 93,769

退職給付に係る負債 175,136 173,803

その他 69,873 69,873

固定負債合計 543,521 537,445

負債合計 2,166,068 3,101,036

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 11,555,205

自己株式 △351,467 △351,467

株主資本合計 16,080,413 15,842,916

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 △5,488

為替換算調整勘定 △548 1,032

その他の包括利益累計額合計 △5,171 △4,456

純資産合計 16,075,242 15,838,459

負債純資産合計 18,241,310 18,939,496
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（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 2,620,045 3,969,035

売上原価 2,199,661 3,273,225

売上総利益 420,383 695,809

販売費及び一般管理費 772,453 810,751

営業損失（△） △352,070 △114,941

営業外収益

受取利息 5,787 6,662

受取配当金 2,768 3,092

受取賃貸料 2,480 3,305

補助金収入 1,849 6,752

貸倒引当金戻入額 160 －

その他 2,483 1,964

営業外収益合計 15,529 21,777

営業外費用

支払利息 1,036 1,740

為替差損 4,280 16,801

賃貸収入原価 － 294

営業外費用合計 5,316 18,837

経常損失（△） △341,857 △112,001

特別利益

固定資産売却益 8 199

特別利益合計 8 199

特別損失

固定資産除却損 17 33,060

特別損失合計 17 33,060

税金等調整前四半期純損失（△） △341,866 △144,861

法人税、住民税及び事業税 5,158 5,302

法人税等調整額 △94,973 △50,886

法人税等合計 △89,814 △45,583

四半期純損失（△） △252,052 △99,277

親会社株主に帰属する四半期純損失（△） △252,052 △99,277

（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)

四半期純損失（△） △252,052 △99,277

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △13,277 △865

為替換算調整勘定 △17 1,581

その他の包括利益合計 △13,295 715

四半期包括利益 △265,347 △98,562

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △265,347 △98,562

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。

（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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