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(百万円未満切捨て)

１．2023年３月期第２四半期の業績（2022年４月１日～2022年９月30日）

（１）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 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2023年３月期第２四半期 2,789 5.0 258 △29.9 319 △24.5 211 △37.0
2022年３月期第２四半期 2,656 － 368 157.0 423 111.2 336 －

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２四半期 50.22 49.73

2022年３月期第２四半期 53.68 53.36
　

(注)「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日）等を前第１四半期会計期間の期首から適用
しております。このため、2022年３月期第２四半期の売上高の対前年同四半期増減率は、記載しておりません。

　

（２）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２四半期 20,398 18,927 92.6

2022年３月期 20,317 18,740 92.1

(参考) 自己資本 2023年３月期第２四半期 18,886百万円 2022年３月期 18,704百万円
　

　

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 － 15.00 － 20.00 35.00

2023年３月期 － 15.00

2023年３月期(予想) － 15.00 30.00

(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 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 5,700 1.0 457 △41.6 590 △32.7 470 △35.4 111.52
(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）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 有
　

（注）詳細は、添付資料９ページ「（４）四半期財務諸表に関する注記事項 （四半期財務諸表の作成に特有の会計
処理の適用）」をご覧ください。

　

（２）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
　

　

（３）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２Ｑ 9,326,460株 2022年３月期 9,326,460株

② 期末自己株式数 2023年３月期２Ｑ 5,111,412株 2022年３月期 5,111,412株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2023年３月期２Ｑ 4,215,048株 2022年３月期２Ｑ 6,263,187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あた
っての注意事項等については、添付資料３ページ「１．当四半期決算に関する定性的情報（３）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２四半期累計期間における我が国経済は、新型コロナウイルス感染症（以下、「本感染症」といいます）の

新たな変異株の流行により新規感染者数が急増したものの、これまでのような行動制限策が講じられなかったこと

から、緩やかに社会経済活動の正常化が進み、個人消費にも持ち直しの動きが見られました。一方で、本感染症の

最終的な収束の見通しが困難であることや、急速に進行した円安、ロシア・ウクライナ情勢の長期化による物価上

昇などから、依然として先行き不透明な状況が続くものと予想されます。海外経済につきましては、一部の国では

本感染症の規制を撤廃する動きが見られるなど、社会経済活動の正常化が進むものの、新たな変異株への懸念や、

金融資本市場の変動による景気の下振れリスク、長期化するロシア・ウクライナ情勢など、依然として先行き不透

明な状況が続いております。

当社といたしましては、顧客、取引先及び従業員の安全確保を最優先に、一時的な操業停止など本感染症の感染

拡大に伴うリスクを避けるため、マスク着用や手洗い消毒などの、基本的な感染拡大防止対策を講じつつ、国内の

感染状況に応じて営業活動や来客対応の制限などの対策を行うとともに、変化、多様化する消費者ニーズやエネル

ギーコスト及び原材料コストの動向に注視しながら事業活動を継続してまいりました。

このような状況のもと、当社の当第２四半期累計期間における売上実績は、前年同四半期累計期間から茶エキス

を中心に緩やかな回復基調で推移しました。

茶エキスにつきましては、玄米茶エキス・ウーロン茶エキス等が減少したものの、ほうじ茶エキス・緑茶エキス

等が増加したため、売上高は 1,128百万円（対前年同四半期比 8.9％増）となりました。

粉末天然調味料につきましては、粉末ソース等が減少したものの、粉末鰹節・粉末魚介等が増加したため、売上

高は 890百万円（同 0.3％増）となりました。

植物エキスにつきましては、果実エキス等が増加したため、売上高は 368百万円（同 9.6％増）となりました。

液体天然調味料につきましては、鰹節エキス等が減少したものの、椎茸エキスが増加したため、売上高は 343百

万円（同 0.3％増）となりました。

粉末酒につきましては、ラムタイプ等が減少したものの、ワインタイプ等が増加したため、売上高は 54百万円

（同 8.3％増）となりました。

以上の結果、当第２四半期累計期間の売上高は 2,789百万円（同 5.0％増）となり、前年同四半期に比べ 132百

万円増加しました。

利益面につきましては、売上原価の増加により営業利益は 258百万円（同 29.9％減）、経常利益は 319百万円

（同 24.5％減）となりました。また、法人税等 59百万円（同 33.5％減）を計上したため、四半期純利益は 211百

万円（同 37.0％減）となりました。

なお、当社は食品加工事業の単一セグメントであるため、セグメント情報は記載しておりません。

（２）財政状態に関する説明

当第２四半期会計期間末における資産合計は 20,398百万円となり、前事業年度末に比べ 80百万円増加しまし

た。

流動資産については 12,024百万円となり、前事業年度末に比べ 130百万円増加しました。主に、売上債権が 55

百万円減少したものの、現金及び預金が 126百万円増加したことによります。

固定資産については 8,374百万円となり、前事業年度末に比べ 49百万円減少しました。主に、有形固定資産が

22百万円増加したものの、投資有価証券が 83百万円減少したことによります。

負債合計は 1,471百万円となり、前事業年度末に比べ 106百万円減少しました。

流動負債については 1,400百万円となり、前事業年度末に比べ 106百万円減少しました。主に、賞与引当金が 15

百万円増加したものの、未払金が 115百万円減少したことによります。

固定負債については 70百万円となり、前事業年度末から変動はありませんでした。

純資産合計は 18,927百万円となり、前事業年度末に比べ 187百万円増加しました。主に、配当金の支出により

84百万円減少したものの、四半期純利益 211百万円を計上し、その他有価証券評価差額金が 54百万円増加したこと

によります。
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②キャッシュ・フローの状況

当第２四半期会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比べ 126百万

円増加し、9,309百万円となりました。

なお、当第２四半期累計期間におけるキャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

当第２四半期累計期間における営業活動による資金の増加は、397百万円（前年同四半期は 401百万円の増加）と

なりました。これは主に、税引前四半期純利益 270百万円及び、減価償却費 143百万円によるものであります。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

当第２四半期累計期間における投資活動による資金の減少は、186百万円（前年同四半期は 111百万円の減少）と

なりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出 261百万円によるものであります。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

当第２四半期累計期間における財務活動による資金の減少は、84百万円（前年同四半期は 93百万円の減少）とな

りました。これは主に、配当金の支払額 84百万円によるものであります。

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明

2023年３月期の業績予想につきましては、2022年８月５日に公表いたしました「2023年３月期第２四半期業績予

想値の修正に関するお知らせ」のとおり、2023年３月期第２四半期の業績予想を修正しておりますが、2022年５月

13日に公表いたしました通期業績予想は据え置いております。詳細につきましては、2022年８月５日に公表いたし

ました「2023年３月期第２四半期業績予想値の修正に関するお知らせ」をご参照ください。なお、実際の業績はさ

まざまな要因により大きく異なる可能性があるため、今後、業績予想の修正が生じる場合は、速やかにお知らせい

たします。
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２．四半期財務諸表及び主な注記

（１）四半期貸借対照表

(単位：千円)

前事業年度
(2022年３月31日)

当第２四半期会計期間
(2022年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 9,182,619 9,309,598

受取手形及び売掛金 1,239,729 1,184,566

製品 686,690 722,063

仕掛品 429,550 354,744

原材料及び貯蔵品 307,125 352,370

その他 48,546 101,730

貸倒引当金 － △365

流動資産合計 11,894,261 12,024,708

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 1,460,639 1,415,634

機械及び装置（純額） 685,387 652,607

土地 2,558,304 2,558,304

建設仮勘定 149,377 214,604

その他（純額） 101,509 137,012

有形固定資産合計 4,955,217 4,978,163

無形固定資産 40,028 34,879

投資その他の資産

投資有価証券 3,007,182 2,924,040

破産更生債権等 1,409,286 1,408,337

繰延税金資産 138,410 134,437

その他 282,829 302,658

貸倒引当金 △1,409,286 △1,408,337

投資その他の資産合計 3,428,422 3,361,136

固定資産合計 8,423,668 8,374,179

資産合計 20,317,930 20,398,887
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(単位：千円)

前事業年度
(2022年３月31日)

当第２四半期会計期間
(2022年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 282,909 276,626

短期借入金 670,000 670,000

未払金 208,089 92,388

未払法人税等 79,717 89,845

賞与引当金 110,000 125,000

その他 156,718 147,067

流動負債合計 1,507,435 1,400,927

固定負債

役員退職慰労引当金 14,580 14,580

資産除去債務 55,649 55,649

固定負債合計 70,229 70,229

負債合計 1,577,664 1,471,156

純資産の部

株主資本

資本金 3,672,275 3,672,275

資本剰余金 4,439,113 4,439,113

利益剰余金 13,277,384 13,404,748

自己株式 △3,406,859 △3,406,859

株主資本合計 17,981,914 18,109,277

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 722,724 777,241

評価・換算差額等合計 722,724 777,241

新株予約権 35,626 41,212

純資産合計 18,740,265 18,927,730

負債純資産合計 20,317,930 20,398,887
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（２）四半期損益計算書

第２四半期累計期間

(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2021年４月１日
　至 2021年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自 2022年４月１日
　至 2022年９月30日)

売上高 2,656,801 2,789,002

売上原価 1,858,068 2,095,560

売上総利益 798,733 693,441

販売費及び一般管理費 430,178 435,102

営業利益 368,554 258,339

営業外収益

受取利息 509 567

有価証券利息 196 98

受取配当金 51,394 59,722

貸倒引当金戻入額 － 47

その他 4,883 3,470

営業外収益合計 56,983 63,906

営業外費用

支払利息 1,851 1,850

投資有価証券償還損 － 536

その他 227 60

営業外費用合計 2,079 2,447

経常利益 423,459 319,798

特別利益

受取損害賠償金 3,000 491

特別利益合計 3,000 491

特別損失

損害賠償金 － 3,113

固定資産除却損 1,345 290

投資有価証券評価損 － 46,044

特別損失合計 1,345 49,448

税引前四半期純利益 425,114 270,841

法人税等 88,932 59,177

四半期純利益 336,182 211,664
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2021年４月１日
　至 2021年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自 2022年４月１日
　至 2022年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期純利益 425,114 270,841

減価償却費 139,696 143,882

貸倒引当金の増減額（△は減少） 826 △583

賞与引当金の増減額（△は減少） 15,000 15,000

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △2,550 －

保険解約損益（△は益） － △450

受取利息及び受取配当金 △52,100 △60,388

支払利息 1,851 1,850

有形固定資産除却損 1,345 290

投資有価証券評価損益（△は益） － 46,044

投資有価証券償還損益（△は益） － 536

受取損害賠償金 △3,000 △491

損害賠償金 － 3,113

売上債権の増減額（△は増加） 150,287 55,162

棚卸資産の増減額（△は増加） △133,632 △5,892

未収消費税等の増減額（△は増加） 18,570 －

その他の流動資産の増減額（△は増加） △44,087 △53,304

仕入債務の増減額（△は減少） △66,405 △6,282

未払金の増減額（△は減少） △18,151 △17,912

未払費用の増減額（△は減少） 6,755 6,799

未払消費税等の増減額（△は減少） 24,548 △16,116

破産更生債権等の増減額（△は増加） △826 948

その他の流動負債の増減額（△は減少） △12,646 △1,932

その他 6,869 5,585

小計 457,466 386,698

利息及び配当金の受取額 52,146 60,533

利息の支払額 △1,830 △1,848

損害賠償金の受取額 － 491

損害賠償金の支払額 － △1,309

法人税等の支払額 △106,452 △47,450

営業活動によるキャッシュ・フロー 401,330 397,114
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(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2021年４月１日
　至 2021年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自 2022年４月１日
　至 2022年９月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △88,077 △261,687

投資有価証券の取得による支出 △4,978 △4,975

投資有価証券の償還による収入 － 100,000

長期前払費用の取得による支出 △4,572 △7,857

その他の支出 △13,372 △12,625

その他の収入 － 1,105

投資活動によるキャッシュ・フロー △111,001 △186,041

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出 △174 －

自己株式の売却による収入 7 －

配当金の支払額 △93,802 △84,095

財務活動によるキャッシュ・フロー △93,969 △84,095

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 196,359 126,978

現金及び現金同等物の期首残高 8,747,349 9,182,619

現金及び現金同等物の四半期末残高 8,943,709 9,309,598
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（４）四半期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。

（四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用）

税金費用については、当第２四半期会計期間を含む事業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してお

ります。

（追加情報）

前事業年度の有価証券報告書の（重要な会計上の見積り）に記載した新型コロナウイルス感染症の収束時期等

を含む仮定について重要な変更はありません。

（セグメント情報）

当社は、食品加工事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
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３．その他

　生産、受注及び販売の状況

　 ①生産実績

当第２四半期累計期間における生産実績を品目別に示すと、次のとおりであります。

品目 生産高（千円） 前年同四半期比（％）

茶エキス 1,161,677 △0.4

粉末天然調味料 816,685 △6.0

植物エキス 388,190 10.9

液体天然調味料 331,008 △0.1

粉末酒 47,380 △11.6

合計 2,744,942 △0.9

　（注）金額は、販売価格によっております。

　

　 ②受注実績

　 当社は、見込み生産を行っているため、該当事項はありません。

　 ③販売実績

　 当第２四半期累計期間における販売実績を品目別に示すと、次のとおりであります。

品目 販売高（千円） 前年同四半期比（％）

茶エキス 1,128,606 8.9

粉末天然調味料 890,854 0.3

植物エキス 368,262 9.6

液体天然調味料 343,580 0.3

粉末酒 54,815 8.3

その他 2,883 4.9

合計 2,789,002 5.0

（注）主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合

相手先
前第２四半期累計期間 当第２四半期累計期間

販売高
(千円)

割合(％)
販売高
(千円)

割合(％)

三菱商事ライフサイエンス㈱ 332,786 12.5 302,084 10.8

㈱伊藤園 247,223 9.3 292,525 10.5

凰商事㈱ 234,077 8.8 282,721 10.1

　


