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(百万円未満切捨て)

１．令和３年７月期第２四半期の連結業績（令和２年８月１日～令和３年１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 ％

３年７月期第２四半期 11,725 △4.8 913 65.0 943 63.0 664 110.0

２年７月期第２四半期 12,312 0.7 553 △10.4 578 △13.6 316 △28.5
(注) 包括利益 ３年７月期第２四半期 721百万円( 112.8％) ２年７月期第２四半期 339百万円( △16.2％)
　

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

３年７月期第２四半期 221.62 －

２年７月期第２四半期 105.53 －
　　

（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 ％

３年７月期第２四半期 13,585 2,781 20.5

２年７月期 9,550 2,089 21.9
(参考) 自己資本 ３年７月期第２四半期 2,781百万円 ２年７月期 2,090百万円
　　　

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

２年７月期 － 10.00 － 10.00 20.00

３年７月期 － 10.00

３年７月期(予想) － 10.00 20.00

(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．令和３年７月期の連結業績予想（令和２年８月１日～令和３年７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 16,000 0.1 150 － 200 － 145 － 48.56
(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 ： 無

　 (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

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) ３年７月期２Ｑ 3,060,110株 ２年７月期 3,060,110株

② 期末自己株式数 ３年７月期２Ｑ 60,677株 ２年７月期 60,677株

③ 期中平均株式数（四半期累計） ３年７月期２Ｑ 2,999,433株 ２年７月期２Ｑ 2,999,433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

当社グループの利益は、第１四半期連結会計期間が、年賀状印刷の資材・販売促進費等の先行支出により低下、
第２四半期連結会計期間が、年賀状印刷の集中及び商業印刷の年末商戦の折込広告の受注増により増加、第３四半
期連結会計期間及び第４四半期連結会計期間が、年賀状印刷の固定費のみが発生することにより低下するという季
節的変動があります。
　また、本資料に記載されている業績の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、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。
なお、令和３年７月期の業績予想につきましては、令和２年９月11日付「令和２年７月期決算短信〔日本基準〕
（連結）」にて公表いたしました業績予想から変更はございません。
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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
(令和２年７月31日)

当第２四半期連結会計期間
(令和３年１月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,602,659 4,341,384

受取手形及び売掛金 1,137,272 2,311,301

商品及び製品 28,503 25,161

仕掛品 21,070 6,173

原材料及び貯蔵品 835,917 726,356

その他 186,018 518,907

貸倒引当金 △961 △1,882

流動資産合計 3,810,480 7,927,402

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,644,288 1,643,061

土地 1,163,579 1,163,579

その他（純額） 1,365,335 1,217,202

有形固定資産合計 4,173,203 4,023,843

無形固定資産

その他 328,639 315,501

無形固定資産合計 328,639 315,501

投資その他の資産

投資有価証券 730,594 814,379

関係会社株式 17,842 15,838

その他 547,022 538,539

貸倒引当金 △59,319 △52,026

投資その他の資産合計 1,236,139 1,316,731

固定資産合計 5,737,983 5,656,077

繰延資産

社債発行費 2,213 1,537

繰延資産合計 2,213 1,537

資産合計 9,550,677 13,585,017
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(単位：千円)

前連結会計年度
(令和２年７月31日)

当第２四半期連結会計期間
(令和３年１月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 783,143 2,030,925

短期借入金 1,700,000 3,000,000

1年内償還予定の社債 600,000 300,000

1年内返済予定の長期借入金 523,281 550,092

未払法人税等 15,789 278,822

賞与引当金 14,678 14,820

工場閉鎖損失引当金 72,000 －

その他 446,300 1,319,809

流動負債合計 4,155,193 7,494,470

固定負債

社債 700,000 400,000

長期借入金 2,090,959 2,409,009

その他 514,672 500,151

固定負債合計 3,305,632 3,309,160

負債合計 7,460,825 10,803,631

純資産の部

株主資本

資本金 411,920 411,920

資本剰余金 452,922 452,922

利益剰余金 982,541 1,617,106

自己株式 △21,878 △21,878

株主資本合計 1,825,505 2,460,071

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 264,532 321,315

その他の包括利益累計額合計 264,532 321,315

非支配株主持分 △186 －

純資産合計 2,089,852 2,781,386

負債純資産合計 9,550,677 13,585,017
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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２四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 令和元年８月１日
　至 令和２年１月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 令和２年８月１日
　至 令和３年１月31日)

売上高 12,312,657 11,725,919

売上原価 8,944,871 8,194,749

売上総利益 3,367,785 3,531,170

販売費及び一般管理費

運賃 970,761 942,023

給料及び手当 779,684 792,488

貸倒引当金繰入額 2,711 888

賞与引当金繰入額 10,731 11,033

その他 1,050,120 870,863

販売費及び一般管理費合計 2,814,009 2,617,297

営業利益 553,776 913,872

営業外収益

受取利息 161 115

受取配当金 4,652 3,913

受取賃貸料 11,436 12,725

作業くず売却益 6,458 4,491

受取手数料 13,965 13,431

助成金収入 － 6,786

貸倒引当金戻入額 13,920 6,021

その他 6,142 8,576

営業外収益合計 56,738 56,062

営業外費用

支払利息 27,729 24,187

その他 4,113 2,235

営業外費用合計 31,842 26,422

経常利益 578,672 943,512

特別損失

固定資産除却損 4,428 2,942

工場閉鎖損失引当金繰入額 30,857 －

減損損失 3,717 －

関係会社株式評価損 6,880 2,004

特別損失合計 45,883 4,946

税金等調整前四半期純利益 532,788 938,565

法人税、住民税及び事業税 182,575 257,149

法人税等調整額 33,339 16,670

法人税等合計 215,914 273,819

四半期純利益 316,874 664,745

非支配株主に帰属する四半期純利益 345 －

親会社株主に帰属する四半期純利益 316,528 664,745
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四半期連結包括利益計算書

第２四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 令和元年８月１日
　至 令和２年１月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 令和２年８月１日
　至 令和３年１月31日)

四半期純利益 316,874 664,745

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 22,217 56,782

その他の包括利益合計 22,217 56,782

四半期包括利益 339,091 721,528

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 338,862 721,528

非支配株主に係る四半期包括利益 228 －
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 令和元年８月１日
　至 令和２年１月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 令和２年８月１日
　至 令和３年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 532,788 938,565

減価償却費 263,526 246,341

減損損失 3,717 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △11,152 △6,372

賞与引当金の増減額（△は減少） △110 142

工場閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） 30,857 △72,000

受取利息及び受取配当金 △4,813 △4,028

支払利息 27,729 24,187

為替差損益（△は益） 14 △0

固定資産除却損 4,428 2,942

関係会社株式評価損 6,880 2,004

売上債権の増減額（△は増加） △1,114,064 △1,175,755

たな卸資産の増減額（△は増加） 264,049 127,800

仕入債務の増減額（△は減少） 571,363 1,247,782

未払消費税等の増減額（△は減少） 213,658 344,091

その他 403,165 208,990

小計 1,192,039 1,884,691

利息及び配当金の受取額 4,819 3,958

利息の支払額 △27,185 △23,600

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） 2,692 11,510

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,172,366 1,876,560

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 △403,821 △95,636

有形固定資産の除却による支出 △235 －

投資有価証券の取得による支出 △4,536 △5,820

投資有価証券の売却による収入 2,000 2,000

貸付けによる支出 － △2,200

貸付金の回収による収入 3,376 3,112

無形固定資産の取得による支出 △158,013 △21,240

差入保証金の差入による支出 △3,031 △564

差入保証金の回収による収入 865 1,252

保険積立金の積立による支出 △523 △523

その他 20 2,991

投資活動によるキャッシュ・フロー △563,899 △116,629
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(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 令和元年８月１日
　至 令和２年１月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 令和２年８月１日
　至 令和３年１月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） 1,220,700 1,300,000

長期借入れによる収入 200,000 650,000

長期借入金の返済による支出 △320,152 △305,139

社債の償還による支出 － △600,000

リース債務の返済による支出 △41,304 △36,131

配当金の支払額 △29,975 △29,935

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,029,267 978,794

現金及び現金同等物に係る換算差額 △14 0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,637,719 2,738,725

現金及び現金同等物の期首残高 1,232,110 1,602,659

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,869,830 4,341,384
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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。

（重要な後発事象）

（子会社の増資）

　当社の子会社である株式会社味香り戦略研究所（以下、当該子会社）は令和３年１月28日及び令和３年２月18

日開催の取締役会において、第三者割当増資を行うことを決議し、以下のとおり実行いたしました。

　１．子会社の増資の目的

　 今後の中長期計画の一環として、資本増強による財務体質の強化を目的としております。

　２．子会社の概要

　（１）名称 株式会社味香り戦略研究所

　（２）所在地 東京都中央区新川１-17-24 ＮＭＦ茅場町ビル８Ｆ

　（３）代表者 代表取締役社長 小柳 道啓

　（４）事業内容 味を数値化するサービスの提供

　（５）資本金 85,675千円（増資前）

　３．増資の内容

　（１）増資金額 68,150千円

　（２）払込期日 令和３年２月25日

　（３）割当先 株式会社インテリジェントセンサーテクノロジー、当該子会社役員、

　 当該子会社従業員持株会、当該子会社顧問・関係者

　（４）出資比率 増資前90.1% 増資後42.0%

　


