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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 4,221 11.7 50 △31.3 35 △53.2 78 ―

2022年3月期第1四半期 3,780 △3.7 73 △30.7 76 △30.2 △106 ―

（注）包括利益 2023年3月期第1四半期　　78百万円 （―％） 2022年3月期第1四半期　　△162百万円 （―％）

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 1.05 ―

2022年3月期第1四半期 △1.42 ―

(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

2023年3月期第1四半期 5,724 3,190 55.7 42.60

2022年3月期 5,588 3,262 58.4 43.56

（参考）自己資本 2023年3月期第1四半期 3,190百万円 2022年3月期 3,262百万円

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 ― 2.00 2.00

2023年3月期 ―

2023年3月期（予想） 0.00 ― 2.00 2.00

（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) 8,276 9.8 113 △23.3 110 △25.9 107 ― 1.43

通期 17,263 11.2 359 △26.1 357 △24.8 350 107.8 4.67

（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 ： 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 ： 無

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

(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 74,903,800 株 2022年3月期 74,903,800 株

② 期末自己株式数 2023年3月期1Q 8,339 株 2022年3月期 8,320 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2023年3月期1Q 74,895,479 株 2022年3月期1Q 74,895,539 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等については、添付資料Ｐ．３「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、社会活動の正常化が進む中、個人消費を中心に持ち直しの動

きが見られるものの、ロシア・ウクライナ情勢、またその影響等によりエネルギー・原材料価格がさらに上昇する

など、景気回復の減速がみられ、依然として先行き不透明な状況が継続しております。

このような状況の中、当社におきましては、企業としての安全性に配慮しつつ、一層のコスト節減や経営資源の

有効活用に向けた事業体制の構築を推進してまいりました。

その結果、当第１四半期連結累計期間の業績は、売上高4,221百万円（前年同期比11.7％増）、営業利益50百万円

（前年同期比31.3％減）、経常利益35百万円（前年同期比53.2％減）、親会社株主に帰属する四半期純利益78百万

円（前年同期 親会社株主に帰属する四半期純損失106百万円）となりました。

　 当社グループ企業のセグメントごとの経営成績は以下のとおりであります。

(食品流通事業)

当事業におきましては、2022年５月より食肉卸取引を開始した効果もあり、売上は前年を上回ったものの、水道

光熱費や修繕費などの販管費が増加したことなどが影響し、利益は前年同期と比べるとわずかに減少しました。

その結果、売上高3,434百万円(前年同期比15.7％増)、セグメント利益(営業利益)180百万円(前年同期比0.7％減)

となりました。

(酒類製造事業)

当事業におきましては、長引く新型コロナウイルス感染症による影響のなか、全てのカテゴリーで売上、利益と

もに回復傾向にあり、特に輸出の台湾向けリキュールが前年同期比242.9%と大きく売上を伸ばしております。

今後も継続的な受注に対応できるよう生産体制を整えてまいります。

その結果、売上高466百万円(前年同期比10.1％増)、セグメント利益(営業利益)62百万円(前年同期比110.5％増)

となりました。

(教育関連事業)

当事業におきましては、長引く新型コロナウイルス感染症による影響など、教育関連事業を取り巻く環境の先行

きの見通しが難しい状況の中、原価や販管費のコスト見直しなどを継続的に行っておりますが、売上、利益ともに

前年を下回る結果となりました。

その結果、売上高320百万円(前年同期比17.3％減)、セグメント損失(営業損失)60百万円(前年同期セグメント損

失（営業損失）34百万円)となりました。

(その他)

当事業におきましては、損害保険代理店業等を行っており、売上高０百万円(前年同期比45.7％減)となり、セグ

メント損失(営業損失)０百万円(年同期セグメント利益（営業利益）０百万円)となりました。

（２）財政状態に関する説明

当社グループの財政状態につきましては、当第１四半期連結会計期間末における総資産は5,724百万円となり、前

連結会計年度末に比べ135百万円増加いたしました。

これは主として、受取手形及び売掛金が335百万円、商品及び製品が102百万円、建物及び構築物（純額）が129百

万円それぞれ増加しましたが、現金及び預金が556百万円減少したことなどによります。

当第１四半期連結会計期間末における負債は2,533百万円となり、前連結会計年度末に比べ206百万円増加いたし

ました。

これは主として、支払手形及び買掛金について186百万円、未払金が75百万円それぞれ増加しましたが、長期借入

金が32百万円、負ののれんが40百万円それぞれ減少したことなどによります。

当第１四半期連結会計期間末における純資産は3,190百万円となり、前連結会計年度末に比べ71百万円減少いたし

ました。

これは主として、利益剰余金を原資とする配当実施で149百万円減少しましたが、親会社株主に帰属する四半期純

利益で78百万円増加したことなどによります。
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（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

2022年５月13日に公表いたしました2023年３月期（2022年４月１日～2023年３月31日）の第２四半期連結累計期

間及び通期の連結業績予想に変更はありません。

　なお、業績予想は現時点で入手された情報に基づき判断した予想であり、潜在的リスクや不確実性が含まれてお

ります。従いまして、実際の業績は様々な要因により上記の業績予想とは異なることがあります。
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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 1,280,252 723,298

預け金 59,240 59,240

受取手形及び売掛金 718,047 1,053,711

有価証券 173,607 164,648

商品及び製品 875,477 977,862

仕掛品 98,490 104,392

原材料及び貯蔵品 100,543 103,139

未収入金 168,975 188,971

その他 205,649 287,473

貸倒引当金 △17,383 △17,383

流動資産合計 3,662,900 3,645,354

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 311,630 441,406

その他（純額） 348,271 370,361

有形固定資産合計 659,901 811,768

無形固定資産

ソフトウエア 66,006 63,154

その他 3,637 3,637

無形固定資産合計 69,643 66,791

投資その他の資産

投資有価証券 752,351 741,293

敷金 196,403 201,491

出資金及び保証金 175,717 185,717

長期貸付金 2,563 ―

破産更生債権等 5,086 4,889

繰延税金資産 74,869 75,003

その他 31,994 31,989

貸倒引当金 △42,493 △39,833

投資その他の資産合計 1,196,490 1,200,551

固定資産合計 1,926,036 2,079,110

資産合計 5,588,937 5,724,465
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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 919,902 1,106,863

短期借入金 238,000 238,000

1年内償還予定の社債 20,000 20,000

1年内返済予定の長期借入金 128,004 140,652

未払金 122,331 197,944

リース債務 956 956

未払法人税等 8,217 3,298

未払消費税等 35,934 41,007

未払費用 114,340 110,249

賞与引当金 4,699 7,858

訴訟損失引当金 186,242 188,077

その他 42,956 48,840

流動負債合計 1,821,584 2,103,749

固定負債

長期借入金 343,181 298,532

リース債務 443 443

繰延税金負債 80 67

退職給付に係る負債 36,845 37,487

資産除去債務 54,853 64,434

負ののれん 62,970 22,213

その他 6,647 6,647

固定負債合計 505,021 429,825

負債合計 2,326,606 2,533,574

純資産の部

株主資本

資本金 100,000 100,000

資本剰余金 2,189,522 2,189,522

利益剰余金 973,104 901,754

自己株式 △880 △881

株主資本合計 3,261,747 3,190,396

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 583 494

その他の包括利益累計額合計 583 494

純資産合計 3,262,330 3,190,890

負債純資産合計 5,588,937 5,724,465
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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 3,780,693 4,221,449

売上原価 3,012,802 3,413,072

売上総利益 767,891 808,377

販売費及び一般管理費 694,224 757,731

営業利益 73,666 50,645

営業外収益

受取利息 0 0

受取配当金 181 138

受取賃貸料 6,830 6,792

有価証券運用益 6 －

負ののれん償却額 3,211 3,211

その他 2,158 5,517

営業外収益合計 12,388 15,659

営業外費用

支払利息 1,032 1,351

持分法による投資損失 － 10,943

不動産賃貸費用 6,000 6,000

有価証券運用損 － 6,059

その他 2,991 6,390

営業外費用合計 10,023 30,745

経常利益 76,030 35,559

特別利益

受取和解金 － 50,000

特別利益合計 － 50,000

特別損失

訴訟関連損失 － 5,000

訴訟損失引当金繰入額 180,714 －

特別損失合計 180,714 5,000

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（△）

△104,683 80,559

法人税等 1,884 2,118

四半期純利益又は四半期純損失（△） △106,567 78,440

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（△）

△106,567 78,440
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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（△） △106,567 78,440

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △56,104 △81

持分法適用会社に対する持分相当額 ― △8

その他の包括利益合計 △56,104 △89

四半期包括利益 △162,672 78,351

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △162,672 78,351
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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。

　


