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1.  平成21年3月期第1四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年6月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(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 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期第1四半期 1,490 ― 116 ― 116 ― 63 ―
20年3月期第1四半期 1,516 8.3 91 115.2 87 150.8 39 88.5

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

21年3月期第1四半期 17.48 ―
20年3月期第1四半期 10.86 ―

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

21年3月期第1四半期 4,047 783 19.3 216.02
20年3月期 4,076 753 18.5 207.78

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  783百万円 20年3月期  753百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無   

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― ― ― 7.00 7.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ― ― 7.00 7.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無   

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

第2四半期連結累計期間 3,148 ― 134 ― 115 ― 49 ― 13.71
通期 6,404 5.9 319 2.3 280 △0.5 129 △8.1 35.77

4.  その他 
(1) 期中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) 簡便な会計処理及び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) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明 
 １． 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、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。 
 ２． 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用 
  指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第1四半期  3,630,000株 20年3月期  3,630,000株
② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  5,250株 20年3月期  5,180株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期  3,624,800株 20年3月期第1四半期  3,624,915株



定性的情報・財務諸表等

１．連結経営成績に関する定性的情報

当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、サブプライムローン問題による米国経済の減速に加え、依然

として、原油・諸原材料価格の高騰も継続しており、景気の減速傾向は一層強まり、先行き不透明な状況で推移し

ました。　

当業界におきましても、原油・諸原材料価格の高騰に加え、食の安全に対する信頼を失墜させるような事件が相

次いで発生する等、引続き厳しい経営環境となりました。

このような環境の中で、当社グループは前連結会計年度に引続き、パネトーネ種の特性を活かした新製品の開発

に努めました。新製品としましては、「デニッシュ」において、「ふっくら苺ブレッド」、夏期限定製品として

「よもぎ小町」「デニッシュオレンジ」を発売し、その他２品目についてリニューアルを行いました。また、「ク

ロワッサン」「その他」においても、計３品目のリニューアルを行いました。

売上高につきましては、地域別では東京、大阪において、業態別では市場卸、自動販売機により販売を行ってい

る取引先においては順調な売上高となったものの、前連結会計年度中に行った卸価格の値上げ、それに伴う小売価

格の上昇が、取引先、消費者に定着するまでには至っておらず、総じて低調に推移しました。

利益面につきましては、設備投資の抑制、運送会社の効率的利用による配送費の削減、自動販売機の新規設置の

抑制、効率的運用によるリース料負担の軽減等により、当初予想を上回る結果となりました。　

以上の結果、当第１四半期連結会計期間の売上高は14億９千万円、営業利益１億１千６百万円、経常利益１億１

千６百万円、四半期純利益６千３百万円となりました。

２．連結財政状態に関する定性的情報

当第１四半期末の総資産は、前連結会計年度末に比べ２千８百万円減少し、40億４千７百万円となりました。こ

れは、主に受取手形及び売掛金の減少（４千３百万円）などによるものであります。

なお、純資産は、前連結会計年度末に比べ２千９百万円増加し、７億８千３百万円となり、自己資本比率は

19.3％となりました。

（キャッシュ・フローの状況）

　当第１四半期連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ

１千万円増加（前連結会計年度末比2.5％増）し、当第１四半期連結会計期間末には４億４千６百万円となりまし

た。

　当第１四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因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」は６千３百万円の増加となりました。

　　　これは主に税金等調整前四半期純利益（１億１千６百万円）、法人税等の支払額（９千９百万円）、売上債権の

減少（４千３百万円）、減価償却費（４千２百万円）など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」は９千５百万円の支出となりました。

　　　これは主に製造設備の取得による支出（９千１百万円）など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」は４千３百万円の増加となりました。

　　　これは主に短期借入金の純増加額（１億円）、長期借入金の返済による支出（３千３百万円）、配当金の支払

（１千９百万円）などによるものであります。

３．連結業績予想に関する定性的情報

当第１四半期連結会計期間の売上高につきましては、概ね予想通りに推移しております。利益面につきましては、

当初予想を上回る業績で推移しているものの、平成20年５月12日に発表いたしました「平成20年３月期決算短信」

に記載の第２四半期連結累計期間及び通期の連結業績予想数値に変更はありません。

４．その他

（１）期中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）

該当事項はありません。

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

該当事項はありません。



（３）四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更

　１．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に

関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務

諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

　２．当第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号　平成18年７月

５日）が適用されたことに伴い、総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿

価切下げの方法）により算定しております。

　これにより、営業利益が3,841千円、経常利益及び税金等調整前四半期純利益が360千円、それぞれ減少して

おります。



５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 446,651 435,726

受取手形及び売掛金 714,168 757,231

製品 37,588 38,856

仕掛品 8,574 9,726

原材料及び貯蔵品 66,650 62,443

その他 66,745 54,367

貸倒引当金 △900 △1,000

流動資産合計 1,339,480 1,357,352

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 525,411 527,288

機械装置及び運搬具（純額） 499,034 502,662

土地 1,187,049 1,187,049

その他（純額） 27,547 26,714

有形固定資産合計 2,239,042 2,243,715

無形固定資産 7,015 5,352

投資その他の資産   

投資有価証券 212,242 219,956

その他 250,325 250,587

貸倒引当金 △477 △477

投資その他の資産合計 462,091 470,066

固定資産合計 2,708,149 2,719,134

資産合計 4,047,630 4,076,487



（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 258,279 269,259

短期借入金 2,200,800 2,100,800

未払金 259,719 311,920

未払法人税等 61,330 103,954

賞与引当金 11,499 44,715

その他 111,784 103,425

流動負債合計 2,903,413 2,934,074

固定負債   

社債 100,000 100,000

長期借入金 115,100 148,800

退職給付引当金 38,687 35,551

役員退職慰労引当金 60,701 58,202

その他 46,700 46,700

固定負債合計 361,189 389,254

負債合計 3,264,602 3,323,328

純資産の部   

株主資本   

資本金 222,000 222,000

資本剰余金 134,400 134,400

利益剰余金 2,375,669 2,337,669

自己株式 △7,955 △7,847

株主資本合計 2,724,114 2,686,222

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △8,429 △407

土地再評価差額金 △1,932,656 △1,932,656

評価・換算差額等合計 △1,941,086 △1,933,063

純資産合計 783,027 753,158

負債純資産合計 4,047,630 4,076,487



（２）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）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

売上高 1,490,263

売上原価 910,414

売上総利益 579,849

販売費及び一般管理費 463,416

営業利益 116,432

営業外収益  

受取利息 2

受取配当金 663

受取家賃 5,466

リサイクル委託費用返戻金 3,442

その他 1,163

営業外収益合計 10,739

営業外費用  

支払利息 8,988

その他 1,781

営業外費用合計 10,769

経常利益 116,402

特別利益  

貸倒引当金戻入額 100

特別利益合計 100

特別損失  

固定資産除却損 272

特別損失合計 272

税金等調整前四半期純利益 116,229

法人税、住民税及び事業税 61,963

法人税等調整額 △9,108

法人税等合計 52,855

四半期純利益 63,373



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30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 116,229

減価償却費 42,559

貸倒引当金の増減額（△は減少） △100

賞与引当金の増減額（△は減少） △33,216

退職給付引当金の増減額（△は減少） 3,135

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 2,499

受取利息及び受取配当金 △666

支払利息 8,988

有形固定資産除却損 272

売上債権の増減額（△は増加） 43,063

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,788

その他の流動資産の増減額（△は増加） △2,914

仕入債務の増減額（△は減少） △10,979

未払消費税等の増減額（△は減少） △3,230

その他の流動負債の増減額（△は減少） 6,570

その他 805

小計 171,227

利息及び配当金の受取額 666

利息の支払額 △9,343

法人税等の支払額 △99,336

営業活動によるキャッシュ・フロー 63,213

投資活動によるキャッシュ・フロー  

投資有価証券の取得による支出 △30

有形固定資産の取得による支出 △91,915

その他 △3,772

投資活動によるキャッシュ・フロー △95,717

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） 100,000

長期借入金の返済による支出 △33,700

割賦債務の返済による支出 △3,230

配当金の支払額 △19,532

その他 △108

財務活動によるキャッシュ・フロー 43,429

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 10,925

現金及び現金同等物の期首残高 435,726

現金及び現金同等物の四半期末残高 446,651



　当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に

従い四半期連結財務諸表を作成しております。

（４）継続企業の前提に関する注記

当第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年６月30日）

　該当事項はありません。

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

当第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年６月30日）

　該当事項はありません。



「参考資料」

前四半期に係る財務諸表等

（１）（要約）四半期連結損益計算書

科目

前年同四半期
（平成20年３月期
第１四半期）

金額（千円）

Ⅰ　売上高 1,516,485

Ⅱ　売上原価 933,001

売上総利益 583,484

Ⅲ　販売費及び一般管理費 492,210

営業利益 91,273

Ⅳ　営業外収益 8,842

Ⅴ　営業外費用 12,881

経常利益 87,233

Ⅵ　特別利益 438

税金等調整前四半期純利益 87,672

税金費用 48,311

四半期純利益 39,361



（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

前年同四半期
（平成20年３月期
第１四半期）

区分 金額（千円）

Ⅰ　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 87,672

減価償却費 46,004

賞与引当金の増加額 31,838

退職給付引当金の増加額 4,726

役員退職慰労引当金の増加額 2,436

受取利息及び受取配当金 △710

支払利息 9,909

売上債権の増加額 △12,599

たな卸資産の増加額 △5,338

その他流動資産の増加額 △2,692

仕入債務の増加額 5,984

未払消費税等の増加額 6,867

その他流動負債の増加額 49,405

その他 124

小計 223,627

利息及び配当金の受取額 710

利息の支払額 △10,684

法人税等の支払額 △59,226

営業活動によるキャッシュ・フロー 154,428

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー  

投資有価証券の取得による支出 △30

有形固定資産の取得による支出 △33,238

その他 △1,150

投資活動によるキャッシュ・フロー △34,418



前年同四半期
（平成20年３月期
第１四半期）

区分 金額（千円）

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー  

長期借入金の借入による収入 100,000

長期借入金の返済による支出 △99,964

割賦未払金等の支払による支出 △25,601

配当金の支払額 △16,159

その他 △15

財務活動によるキャッシュ・フロー △41,739

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 －

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加額 78,270

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 480,689

Ⅶ　現金及び現金同等物の四半期末残高 558,959
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