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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 13,435 14.8 91 △73.7 99 △71.9 322 119.8

2022年3月期第3四半期 11,699 △1.3 346 △37.1 353 △37.8 146 △77.9

（注）包括利益 2023年3月期第3四半期　　335百万円 （―％） 2022年3月期第3四半期　　△155百万円 （―％）

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 4.30 ―

2022年3月期第3四半期 1.96 ―

(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3四半期 6,385 3,448 54.0 46.03

2022年3月期 5,588 3,262 58.4 45.56

（参考）自己資本 2023年3月期第3四半期 3,448百万円 2022年3月期 3,281百万円

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 ― 0.00 ―

2023年3月期（予想） 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、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 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3Q 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3Q 8,349 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3Q 74,895,465 株 2022年3月期3Q 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拡大による影響が長期化するなか、

ワクチン接種の普及や政府による景気対策により経済活動は緩やかな回復基調にあるものの、感染力の強い変異株

の流行により感染リスクが再拡大し、引き続き不安定な状況で推移いたしました。

　 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３四半期連結累計期間の業績は、売上高13,435百万円（前年同期比14.8％増）、営業利益91百万

円（前年同期比73.7％減）、経常利益99百万円（前年同期比71.9％減）、親会社株主に帰属する四半期純利益322

百万円（前年同期比119.8％増）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ましたが残念ながら赤字となり、売上は前年を上回

ったものの、水道光熱費等が前年対比70百万円ほど増えたため、利益は前年同期と比べると減少しました。

　その結果、売上高10,841百万円（前年同期比20.3％増）、セグメント利益（営業利益）449百万円（前年同期比

17.4％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ます。

　その結果、売上高1,434百万円（前年同期比3.2％増）、セグメント利益（営業利益）は152百万円（前年同期比

24.8％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1,160百万円（前年同期比10.6％減）、セグメント損失（営業損失）135百万円（前年同期 セ

グメント損失（営業損失）28百万円）となりました。

(その他)

　当事業におきましては、その他教育関連事業等を行っており、売上高０百万円（前年同期比32.5％減）となり、

セグメント損失（営業損失）０百万円（前年同期 セグメント損失（営業損失）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３四半期連結会計期間末における総資産は6,385百万円となり、前

連結会計年度末に比べ796百万円増加いたしました。

これは主として、現金及び預金について604百万円減少しましたが、受取手形及び売掛金について682百万円、商

品及び製品について253百万円、流動資産その他（短期貸付金）について276百万円、有形固定資産について191百万

円それぞれ増加したことなどによります。

当第３四半期連結会計期間末における負債は2,937百万円となり、前連結会計年度末に比べ611百万円増加いたし

ました。

これは主として、支払手形及び買掛金について422百万円、未払金について69百万円、未払費用について93百万

円、長期借入金について253百万円それぞれ増加しましたが、訴訟損失引当金について186百万円、負ののれんにつ

いて41百万円減少したことなどによります。

当第３四半期連結会計期間末における純資産は3,448百万円となり、前連結会計年度末に比べ185百万円増加いた
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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322百万円、その他有価証券評価差額金で13百万円それぞれ増加したことなどによります。

（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 1,280,252 675,609

預け金 59,240 312

受取手形及び売掛金 718,047 1,400,108

有価証券 173,607 197,926

商品及び製品 875,477 1,129,444

仕掛品 98,490 112,670

原材料及び貯蔵品 100,543 105,874

未収入金 168,975 110,024

その他 205,649 539,188

貸倒引当金 △17,383 △17,383

流動資産合計 3,662,900 4,253,775

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 311,630 464,583

その他（純額） 348,271 386,840

有形固定資産合計 659,901 851,423

無形固定資産

ソフトウエア 66,006 68,165

その他 3,637 3,637

無形固定資産合計 69,643 71,802

投資その他の資産

投資有価証券 752,351 738,135

敷金 196,403 213,174

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 4,468

繰延税金資産 74,869 75,243

その他 31,994 31,984

貸倒引当金 △42,493 △39,832

投資その他の資産合計 1,196,490 1,208,891

固定資産合計 1,926,036 2,132,117

資産合計 5,588,937 6,385,893
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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 919,902 1,342,411

短期借入金 238,000 238,000

1年内償還予定の社債 20,000 －

1年内返済予定の長期借入金 128,004 220,668

未払金 122,331 191,526

リース債務 956 682

未払法人税等 8,217 6,829

未払消費税等 35,934 33,135

未払費用 114,340 207,693

賞与引当金 4,699 1,255

訴訟損失引当金 186,242 －

その他 42,956 52,320

流動負債合計 1,821,584 2,294,524

固定負債

長期借入金 343,181 504,131

リース債務 443 －

繰延税金負債 80 68

退職給付に係る負債 36,845 38,252

資産除去債務 54,853 72,872

負ののれん 62,970 21,367

その他 6,647 6,647

固定負債合計 505,021 643,338

負債合計 2,326,606 2,937,863

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 1,145,435

自己株式 △880 △881

株主資本合計 3,261,747 3,434,076

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 583 13,954

その他の包括利益累計額合計 583 13,954

純資産合計 3,262,330 3,448,030

負債純資産合計 5,588,937 6,385,893
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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３四半期連結累計期間

(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 11,699,258 13,435,633

売上原価 9,216,328 10,895,351

売上総利益 2,482,929 2,540,282

販売費及び一般管理費 2,136,565 2,449,066

営業利益 346,364 91,216

営業外収益

受取利息 7 4

受取配当金 190 151

受取賃貸料 20,428 21,779

有価証券運用益 － 30,418

負ののれん償却額 9,633 9,633

その他 9,287 8,432

営業外収益合計 39,547 70,419

営業外費用

支払利息 3,360 4,974

持分法による投資損失 － 27,568

有価証券運用損 146 －

不動産賃貸費用 18,000 18,000

その他 10,789 11,666

営業外費用合計 32,296 62,209

経常利益 353,614 99,426

特別利益

受取和解金 － 50,000

訴訟損失引当金戻入額 － 186,242

特別利益合計 － 236,242

特別損失

関係会社株式売却損 658 －

訴訟関連損失 17,794 5,000

訴訟損失引当金繰入額 184,426 －

特別損失合計 202,879 5,000

税金等調整前四半期純利益 150,735 330,668

法人税等 4,193 8,546

四半期純利益 146,541 322,121

親会社株主に帰属する四半期純利益 146,541 322,121
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四半期連結包括利益計算書

第３四半期連結累計期間

(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 146,541 322,121

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △301,876 △64

持分法適用会社に対する持分相当額 － 13,435

その他の包括利益合計 △301,876 13,370

四半期包括利益 △155,334 335,491

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △155,334 335,491
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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。

　


