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1.  平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年9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2四半期 32,383 ― △4,116 ― △4,003 ― △4,126 ―

20年3月期第2四半期 22,518 △40.3 △7,181 ― △7,079 ― 1,443 ―

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2四半期 △21.24 ―

20年3月期第2四半期 7.59 ―

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2四半期 41,170 17,320 42.3 89.65
20年3月期 46,380 21,708 46.8 111.81

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  17,418百万円 20年3月期  21,726百万円

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 ― 0.00 ― 0.00 0.00
21年3月期 ― 0.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― ― ―

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） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有  
 

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 74,000 25.9 △4,300 ― △3,900 ― △4,300 ― △22.12

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）  有  

（注）詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表】 ４．その他をご覧下さい。  

(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  有  

（注）詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表】 ４．その他をご覧下さい。  

(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） 

（注）詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表】 ４．その他をご覧下さい。  

(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、その他特記事項 
１．平成20年５月20日に公表いたしました連結業績予想のうち、通期について本資料において修正しております。 
２．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。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用に当たっての注意事項等については、４ページ【定性的情報・
財務諸表】 ３．連結業績予想に関する定性的情報をご覧下さい。 
３．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 1 社 （社名 不二家サンヨー株式会社 ） 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2四半期  194,376,590株 20年3月期  194,376,590株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  72,313株 20年3月期  64,475株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第2四半期  194,308,753株 20年3月期第2四半期  190,229,094株
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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 

①当期の概況 

 当第２四半期連結累計期間（平成20年４月１日～９月30日）につきましては、乳製品、植物油脂、小麦粉等の原材

料価格の高騰や食の安全・安心への取り組みに対するコストが増加するなど収益を圧迫する要因が顕在化している

中、売上の増加を目指し、洋菓子事業では新製品の開発や外販事業の強化を積極的に実施いたしました。また、菓子

事業では人気タレント「中川翔子」さんをＣＭに起用し、「ルック」ブランドを中心にファン層の拡大に努めるな

ど、主力商品の需要喚起に積極的に取り組みました。 

  一方、コスト面では洋菓子事業の物流改善による大幅なコスト削減や菓子事業では「カントリーマアム」の生産性

向上の設備投資を行うなど、徹底的なコスト削減と効率アップに努めてまいりました。しかし、原材料調達コストの

大幅な上昇は、内部努力では吸収し切れず、一部商品の価格改定や規格変更を実施いたしました。 

  この結果、当第２四半期連結累計期間の業績につきましては、売上高は323億83百万円（前年同期比143.8％）とな

りました。損益面では原材料高や販売促進費の増加等の影響が大きく、営業損失は41億16百万円（前年同期は71億81

百万円の営業損失）、経常損失は40億３百万円（前年同期は70億79百万円の経常損失）、四半期純損失は41億26百万

円（前年同期は14億43百万円の四半期純利益）となりました。 

 事業の種類別セグメントの業績は以下のとおりであります。 

＜小売事業＞ 

洋菓子事業 

  不二家洋菓子チェーン店は、当第２四半期連結累計期間における新設店が22店、閉鎖店が35店となり、当第２四半

期連結会計期間末店舗数は594店舗（前年同期末626店舗）となりました。一連の問題以降、店舗数の減少傾向が続い

ておりますが、当第2四半期連結累計期間におきましては、大手量販店系ショッピングセンターへの出店を積極的に

進めており、50店舗の年間新規出店計画は順調に進んでおります。一方、既設店売上につきましても、「88円シュー

クリーム」等のおやつ菓子の拡売が効を奏し、客数の増加とともに売上が回復してきております。また、外販事業に

つきましては、山崎製パン株式会社（以下、「山崎製パン」といいます。）の支援の下、コンビニエンスストアや量

販店に「ミルキーシュークリーム」「ミルキーワッフル」あるいは「スイートハート」ブランドの新商品群などを積

極的に展開し、９月以降売上が拡大しております。 

 ダロワイヨ事業につきましては、主力商品の「マカロン」が引き続き好調に推移し、売上増加に寄与いたしまし

た。 

 この結果、洋菓子事業売上高は81億51百万円（前年同期比126.3％）となりました。 

外食事業 

  当第２四半期連結累計期間における外食産業は、ガソリン価格の高騰によるお客様の来店頻度の低下や、家計の悪

化、あるいは食の安全・安心への関心の高まりなどから、中食・内食需要へのシフトが進み、大変厳しい環境に陥り

ました。 

  このような状況の下、外食事業につきましては、当第2四半期連結会計期間末店舗数は73店舗（前年同期末76店

舗）となりました。 

  平成20年５月より新たな経営体制のもとに「不二家のよさ」、「不二家らしさ」の徹底追求や経営陣自ら現場との

コミュニケーションを図り、店舗オペレーションを一店一店確立させる等のレストラン事業の再生および改革を継続

的に進めた結果、店舗運営の効率は着実に上昇してまいりました。しかしながら、前年８月の会社分割時に行った不

採算店16店舗の閉鎖の影響が大きく、外食事業の売上高は減少いたしました。 

 この結果、外食事業売上高は30億３百万円（前年同期比83.6％）となりました。 

以上の結果、当第２四半期連結累計期間における小売事業全体の売上高は111億55百万円（前年同期比111.0％）とな

りました。 

＜卸売事業＞ 

菓子事業 

 菓子事業につきましては、「ルック」、「ミルキー」および「カントリーマアム」の基幹３ブランドへの集中戦略

を積極的に推進し、当第１四半期連結会計期間（平成20年４月１日～６月30日）は売上が堅調に推移しました。当第

２四半期連結会計期間（平成20年７月１日～９月30日）に入り、生産性のさらなる向上を目指した「カントリーマア

ム」の製造ラインの生産増強工事が７月下旬に完了し稼動したのを始め、徹底的なコスト削減に努めてまいりまし

た。また、８月下旬からは、幅広い層に人気のある「中川翔子」さんをＣＭに起用し、「ルック」ブランドを中心に

新たなファン作りを積極的に推し進めるなど主力商品の需要喚起に取り組みました。しかしながら、原材料高騰に対
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応して７月から発売した規格変更商品（新規格商品）と旧商品との切り替えがスムーズにいかず、販売が一時的に低

迷いたしました。また猛暑、天候不順、そして個人消費の落ち込み等の影響もあり、７月、８月は販売計画を下回り

ました。９月はおかげさまで「カントリーマアム」や「ホームパイ」の好調な販売に支えられ売上は堅調に推移しま

したが、７月、８月の落ち込みをカバーするには至らず、当第２四半期連結会計期間は販売計画を下回りました。 

  この結果、菓子事業売上高は181億７百万円（前年同期比172.3％）となりました。 

食品事業 

  食品事業につきましては、当第１四半期連結会計期間は「ネクター」や新製品の「ネクタースパークリング」が売

上に大きく寄与し堅調に推移しておりましたが、当第２四半期連結会計期間に入り、７月は猛暑により売上が増加し

たものの、８月以降の天候不順や主力ブランドに有効なヒット商品が投入できず、当第２四半期連結会計期間は販売

計画を下回りました。 

  この結果、売上高は25億34百万円（前年同期比176.0％）となりました。 

以上の結果、当第2四半期連結累計期間における卸売事業全体の売上高は206億41百万円（前年同期比172.7％）とな

りました。 

＜不動産事業・その他事業＞ 

不動産事業 

  不動産事業の売上高は、社有資産の売却によるテナント収入の減少により１億24百万円（前年同期比93.3%）とな

りました。 

その他の事業 

  主に株式会社不二家システムセンターの受注受託業務の売上で、売上高は４億61百万円（前年同期比119.9％）と

なりました。 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

    当第２四半期連結会計期間末における資産、負債、純資産の状況は以下のとおりであります。 

  流動資産は134億50百万円で、主に第２四半期連結累計期間の四半期純損失や借入金返済による現預金の減少によ

り前連結会計年度末に比べ52億５百万円減少いたしました。固定資産は277億20百万円で、有形固定資産は増加しま

したが、投資その他資産が減少し、前連結会計年度末に比べ４百万円の減少となりました。この結果、総資産は411

億70百万円で前連結会計年度末に比べ52億９百万円減少いたしました。 

  また、流動負債は185億32百万円で、主に短期借入金の増加により前連結会計年度末に比べ15億29百万円増加いた

しました。固定負債は53億17百万円で、主に長期借入金の減少により前連結会計年度末に比べ23億51百万円減少いた

しました。この結果、負債は合計238億50百万円で、前連結会計年度末に比べ８億22百万円減少いたしました。 

  純資産は当第２四半期連結累計期間における四半期純損失の計上等により前連結会計年度末に比べ43億87百万円減

少し、173億20百万円となりました。 

  次に、当第２四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

    営業活動の結果使用した資金は、49億41百万円となりました。これは主に当第2四半期連結累計期間の税金等調 

  整前四半期純損失の計上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） 

    投資活動の結果使用した資金は、10億59百万円となりました。これは主に有形固定資産の取得によるものであり

  ます。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

    財務活動の結果使用した資金は、６億51百万円となりました。これは主に借入金の返済によるものであります。

以上の結果、当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べて65億52百万円

減少し、22億14百万円となりました。 
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３．連結業績予想に関する定性的情報 

  わが国経済は、金融・為替市場の混乱による企業収益の悪化に加え、食料・エネルギーなどの物価上昇が国内需要

を停滞させる状況が続くものと思われます。さらに、採算が悪化した企業が人件費を抑制するなど、お客様の生活防

衛意識の高まりから今後個人消費が減退することが懸念され、厳しい経営環境が続くものと予想されます。 

  このような状況の下、当社グループは、山崎製パンとの新たな業務資本提携により、一層強固な経営基盤を構築

し、山崎製パングループとしてのシナジー効果を増大させることで企業価値の向上を目指してまいります。 

  第３四半期以降の本格的な菓子・洋菓子の需要期を迎え、洋菓子事業では、新規出店による売上増や新製品の積極

的導入に努めるとともに、山崎製パンへのＯＥＭ等外販事業の販路をさらに拡大させてまいります。菓子事業では、

「ルック」、「ミルキー」、「カントリーマアム」の３大ブランドを中心に、販売促進と新製品展開を積極的に行う

などあらゆる施策を実行し販売計画を達成いたします。同時に、販売費および一般管理費の削減の徹底を図るなど、

営業利益、経常利益の目標達成に向けあらゆる努力をしてまいります。 

  しかしながら、当第２四半期連結累計期間におきましては、、菓子事業における７月・８月の販売計画の未達成が

大きく影響し、営業損失が計画より拡大しました。加えて、乳業子会社の業績が加工用生乳不足の影響による稼働率

低下により悪化いたしました。また、外食子会社の不採算店の閉鎖にともなう損失を見込んでいるため、当期純損失

が拡大する見込みであります。これを受けて、通期の業績見通しにつきましては、当初計画を下回る見込みでありま

すので、以下のとおり業績予想を修正いたします。 

  通期の業績見通しは、売上高740億円、営業損失43億円、経常損失39億円、当期純損失43億円となる見込みであり

ます。 

  詳細につきましては、平成20年11月７日付「業績予想修正に関するお知らせ」をご参照ください。  

  

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） 

  前連結会計年度において、持分法適用の非連結子会社でありました不二家サンヨー株式会社を当第１四半期

連結会計期間より新規連結子会社に異動しました。 

  当第１四半期連結会計期間において、休眠会社でありました株式会社スーパーハイウェイは当第２四半期連

結会計期間より事業を開始しました。 

（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 

（簡便な会計処理）  

一般債権の貸倒見積高の算定方法  

  当第２四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと認めら

れるため、前連結会計年度末の貸倒実績率を使用して貸倒見積高を算定しております。 

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理）  

 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．会計処理基準に関する事項の変更 

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  平成19年３月14日）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  平成19年３月14日）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「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）を第１四半期連結会計期間

から適用し、主として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、当第２四半期連結累計期間の営業損失は64百万円増加し、経常損失及び税金等調整前四半期純

損失は、それぞれ０百万円増加しております。なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載してお

ります。 

③「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計審議会第一部会）、平

成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第16号（平

成６年１月18日（日本公認会計士協会  会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））を第１四半期連結会計

期間から早期に適用し、所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に

準じた会計処理から通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理に変更しております。また、所有権移転外フ

ァイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零と

し算定する方法によっております。  
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 これによる当第２四半期連結累計期間の影響額は軽微のため記載を省略しております。 なお、リース取引

開始日が平成20年３月31日以前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係

る方法に準じた会計処理を採用しております。 

 ２．追加情報 

（有形固定資産の耐用年数の変更）  

  当社及び国内連結子会社の機械装置については、従来、耐用年数を７～９年としておりましたが、第１四半

期連結会計期間より５～10年に変更いたしました。この変更は、税制改正を契機として、現存資産の使用状況

に合わせ使用期間を耐用年数に反映させるためのものであります。 

  これにより、当第２四半期連結累計期間の営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失は、それぞれ

54百万円減少しております。なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。 
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５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９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 2,224 8,774

受取手形及び売掛金 6,565 6,382

商品及び製品 2,680 1,951

仕掛品 256 245

原材料及び貯蔵品 1,474 1,244

繰延税金資産 21 19

その他 725 547

貸倒引当金 △498 △510

流動資産合計 13,450 18,655

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 7,597 7,614

機械装置及び運搬具（純額） 6,717 6,336

土地 2,879 2,849

リース資産（純額） 149 －

その他（純額） 533 611

有形固定資産合計 17,877 17,411

無形固定資産 513 589

投資その他の資産   

投資有価証券 4,968 5,157

繰延税金資産 39 50

敷金及び保証金 2,920 3,044

その他 1,651 1,718

貸倒引当金 △250 △247

投資その他の資産合計 9,328 9,723

固定資産合計 27,720 27,724

資産合計 41,170 46,380
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９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   

支払手形及び買掛金 4,703 5,083

短期借入金 7,687 5,752

1年内償還予定の社債 100 100

リース債務 28 －

未払金 3,125 3,557

未払法人税等 168 224

賞与引当金 644 653

店舗閉鎖損失引当金 153 164

その他 1,919 1,467

流動負債合計 18,532 17,003

固定負債   

社債 50 100

長期借入金 2,539 4,832

繰延税金負債 49 47

退職給付引当金 1,706 1,732

役員退職慰労引当金 － 11

リース債務 141 －

負ののれん 7 8

その他 822 936

固定負債合計 5,317 7,669

負債合計 23,850 24,672

純資産の部   

株主資本   

資本金 14,345 14,345

資本剰余金 15,412 15,412

利益剰余金 △12,469 △8,342

自己株式 △13 △12

株主資本合計 17,275 21,402

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 142 315

繰延ヘッジ損益 0 8

評価・換算差額等合計 143 324

少数株主持分 △97 △18

純資産合計 17,320 21,708

負債純資産合計 41,170 46,380
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（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高 32,383

売上原価 19,622

売上総利益 12,761

販売費及び一般管理費 16,878

営業損失（△） △4,116

営業外収益  

受取利息 18

受取配当金 24

持分法による投資利益 152

その他 95

営業外収益合計 291

営業外費用  

支払利息 130

その他 47

営業外費用合計 178

経常損失（△） △4,003

特別利益  

役員退職慰労引当金戻入額 13

特別利益合計 13

特別損失  

固定資産廃棄損 131

店舗閉鎖損失引当金繰入額 5

投資有価証券評価損 52

その他 18

特別損失合計 208

税金等調整前四半期純損失（△） △4,197

法人税、住民税及び事業税 115

法人税等調整額 △1

法人税等合計 114

少数株主損失（△） △186

四半期純損失（△） △4,126
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９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損失（△） △4,197

減価償却費 1,476

賞与引当金の増減額（△は減少） △16

持分法による投資損益（△は益） △152

売上債権の増減額（△は増加） △29

たな卸資産の増減額（△は増加） △828

仕入債務の増減額（△は減少） △499

未払金の増減額（△は減少） △479

その他 △127

小計 △4,854

利息及び配当金の受取額 176

利息の支払額 △123

法人税等の支払額 △140

営業活動によるキャッシュ・フロー △4,941

投資活動によるキャッシュ・フロー  

少数株主からの連結子会社株式の取得による支出 △42

固定資産の取得による支出 △1,039

固定資産の売却による収入 6

その他 16

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,059

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） 32

長期借入れによる収入 1,537

長期借入金の返済による支出 △2,373

割賦債務の返済による支出 △26

リース債務の返済による支出 △13

少数株主からの払込みによる収入 245

少数株主への配当金の支払額 △2

その他 △51

財務活動によるキャッシュ・フロー △651

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △6,652

現金及び現金同等物の期首残高 8,767

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 99

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,214
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 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 

当社グループは、前連結累計会計年度において大幅な営業損失、経常損失を計上し、営業キャッシュ・フローも

大幅なマイナスとなりました。 

  当第２四半期連結累計期間におきましても、営業損失41億16百万円、経常損失40億３百万円、四半期純損失41億

26百万円を計上し、営業キャッシュ・フローは49億41百万円のマイナスとなっております。 

  当該状況により、継続企業の前提に関する重要な疑義が存在しております。 

  そこで当社グループでは、前連結会計年度より山崎製パン株式会社（以下「山崎製パン」）の全面的な協力のも

とに経営基盤を強化すべく中期経営計画を策定し、その達成に取り組んでおります。山崎製パンからの資本援助を

はじめ、同社の豊富な事業経験・ノウハウや、人材支援を受けており、当社中期経営計画の遂行上不可欠の支えと

なっております。同社は、ＡＩＢ（American Institute of Baking）食品安全統合基準による指導監査システム導

入を契機として、当社再生の基盤作りに大きな役割を果たしましたが、現在は技術面に止まらず、経営、業務全般

にわたって当社の再建に協力いただいております。 

  現在取り組んでいる「中期経営計画」は以下の通りであり、平成22年３月期連結経常利益黒字化に向け、全社一

丸となって諸施策を推進中であります。 

「中期経営計画」（平成20年３月期～平成22年３月期）の概要 

１．本中期計画の目標 

  ①平成22年に創業100周年を迎えるにあたり、不二家 の総合力を発揮し、消費者・株主・従業員を始めとするス

    テークホルダーの期待に応える企業となる。その結果、平成22年３月期には、連結黒字化を実現します。 

  ②経営ビジョンに沿った魅力ある商品・サービスの提供 

    ・現在の基幹事業（洋菓子・レストラン・菓子・食品）を充実強化いたします。 

    ・多様化する消費者のニーズに対応して新たな商品・業態を開発し展開いたします。 

  ③メーカー力の向上と社員の意識改革 

    人材・技術（生産技術・生産管理システム・商品技術） 

    ・設備・営業インフラを再構築し、強い不二家になります。併せて社員の意識を改革して前例にとらわれず自

      由に発想し、迅速に行動する集団を作り、風通しの良い企業風土を創ります。 

２．本計画のスタートにあたっての前提 

  ①新経営体制の特質 

    ・業務資本提携により、不二家の経営に山崎製パンの人材・経営ノウハウが加わりました。 

    ・両社の特長と強みの相乗効果を 大限に発揮する事業運営を進めております。 

    ・社員やフランチャイズチェーン店の間で、『不二家と山崎製パンの長所が融合して、新しい不二家が生まれ

      つつある』という認識が急速に広がりつつあるなど、既に目に見える形で変化が始まっております。 

  ②社会的信頼回復の推進 

    当社にとって平成19年１月の一連の問題により揺らいだ社会的信頼回復は 重要課題の一つであります。信頼

  回復の基本は良質で安心・安全な商品・サービスの提供という事業本来の活動ではありますが、透明性の高い経

  営を進める観点から、グループ全体にわたる企業統治システムの構築とその開示など、社会との対話を推進いた

  します。 

３．基本戦略 

  ＜基幹事業の強化及び事業領域の拡大＞ 

  ①既存領域（基幹３事業+関連事業） 

    基幹３事業の改革・強化 

    ・洋菓子事業：事業戦略の転換による収益体制の確立 

    ・菓子事業：本計画期間中の収益源として、より強固な収益基盤を確立 

    ・食品事業：強みを活かしたブランド・領域に集中 

  ②新領域（着実な種まきの実施、早期の収穫を目指す） 

    ・バンダイナムコグループ等との取組み 

    ・キャラクタービジネス展開 

    ・通販ビジネスの積極展開 
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＜事業インフラの構築と組織構造の再設計＞ 

  ①人材育成・開発…山崎製パンと不二家の協働経営による人材育成 

  ②生産管理システムの再構築による経営管理の強化 

  ③営業インフラの整備…すべての事業で営業システムを再構築 

  ④業務責任体制の明確化(現場重視・委員会運営の推進) 

＜経営の透明性確保と社会的責任の遂行＞ 

  ①内部統制推進・強化と外部との対話 

  ②全社品質保証体制の管理充実による安全・安心の追求 

なお、（７）重要な後発事象に記載のとおり、平成20年11月27日に山崎製パンへの第三者割当増資78億70百万円

を実施し、財務基盤の強化を図る計画であります。 

当社グループは、上記の経営計画の実行により継続企業の前提に関する重要な疑義は解消されるものと考えてお

ります。従いまして、当社は継続企業を前提として四半期連結財務諸表を作成しており、継続企業の前提に関する

重要な疑義の影響を四半期連結財務諸表には反映しておりません。 

（５）セグメント情報 

ａ．事業の種類別セグメント情報 

当第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日） 

 （注）１．事業区分は内部管理上採用している区分によっております。 

２．各事業区分の主な製品等 

３．会計処理の方法の変更 

  「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」に記載のとおり、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）を適

用しております。この変更に伴い、従来の方法に比べて、当第２四半期連結累計期間の営業損失が「小売事

業」で36百万円、「卸売事業」で28百万円増加しております。 

４．追加情報 

（有形固定資産の耐用年数の変更） 

  当社及び国内連結子会社の機械装置については、従来、耐用年数を７～９年としておりましたが、第１四

半期連結会計期間より５～10年に変更いたしました。この変更に伴い、従来の方法に比べて、当第２四半期

連結累計期間の営業損失が「小売事業」で６百万円、「卸売事業」で47百万円減少しております。 

 
小売事業 
（百万円）

卸売事業 
（百万円）

不動産事
業 
（百万円）

その他の
事業 
（百万円）

計 
（百万円） 

消去又は
全社 
（百万円） 

連結 
（百万円）

売上高              

(1）外部顧客に対する売上高 11,155 20,641 124 461 32,383 － 32,383 

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
0 3 55 396 454 (454) － 

計 11,155 20,644 180 858 32,838 (454) 32,383 

営業利益又は営業損失（△） △2,486 △651 22 172 △2,943 (1,173) △4,116 

小売事業 
ケーキ、ベーカリー、デザート、アイスクリーム等の洋菓子類の製造販売、喫
茶及び飲食店の経営 

卸売事業 チョコレート、キャンディ、焼菓子、飲料及び乳飲料等菓子食品類の製造販売 

不動産事業 不動産賃貸業、管理等 

その他の事業 ＤＮＡの解析及び試薬の販売、事務受託業務及びアウトソーシング受託 
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ｂ．所在地別セグメント情報 

当第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日  至 平成20年９月30日）  

  本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため該当事項はありません。  

ｃ．海外売上高 

当第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日  至 平成20年９月30日）  

  海外売上高は、いずれも連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。  

（６）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。 

（７）重要な後発事象 

第三者割当増資（普通株式発行） 

  当社は、平成20年11月７日開催の取締役会において、下記のとおり「第三者割当増資（普通株式発行）」につ

いて決議しております。 

１．目的 

    山崎製パン株式会社と新たに業務資本提携契約を締結し、同社への第三者割当増資を行うことで、財務基 

  盤強化を図るとともに、経営面・営業面において一層の強化をはかります。 

２．概要 

    （１） 株式の種類       株式会社不二家  普通株式 

    （２） 発行新株式数                 63,470,000株 

    （３） 発行価額      1株につき          124円 

    （４） 発行価額の総額             7,870,280,000円 

    （５） 資本組入額         １株につき     62円 

    （６） 申込期日          平成20年11月26日(水) 

    （７） 払込期日          平成20年11月27日(木) 

    （８） 割当先及び割当株式数  山崎製パン株式会社 63,470,000株 

３．増資資金の使途 

  洋菓子事業における積極的な出店等に係る費用、洋菓子事業および菓子事業における新製品開発・戦略投 

  資、工場整備・インフラ整備、関連会社の事業再構築資金に充当する予定です。 

４．発行価額の算定根拠 

  新株発行決議日の前営業日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値124円を参考

  として、124円といたしました。 

    なお、発行価額の124円の妥当性については、第三者機関にも鑑定評価を依頼し、妥当との意見をいただい

  ております。 
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「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表 

（１）中間連結損益計算書 

 
前中間連結会計期間 

（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

区分 金額（百万円） 
百分比 
（％） 

Ⅰ 売上高   22,518 100.0 

Ⅱ 売上原価   14,804 65.7 

売上総利益   7,713 34.3 

Ⅲ 販売費及び一般管理費   14,894 66.2 

営業損失   7,181 △31.9 

Ⅳ 営業外収益       

１．受取利息 22     

２．受取配当金 57     

３．負ののれん償却額 4     

４．持分法による投資利益 147     

５．その他 151 383 1.7 

Ⅴ 営業外費用       

１．支払利息 166     

２．たな卸資産廃棄損 55     

３．その他 58 280 1.2 

経常損失   7,079 △31.4 

Ⅵ 特別利益       

１．固定資産売却益 8,430     

２．投資有価証券売却益 419     

３．その他 132 8,982 39.9 

Ⅶ 特別損失       

１．固定資産廃棄損 195     

２．減損損失 4     

３．店舗閉鎖損失引当金繰入
額 143     

４．子会社分割関連費用 88     

５．その他 9 440 2.0 

税金等調整前中間純利益   1,462 6.5 

法人税、住民税及び事業
税 125     

法人税等調整額 △3 122 0.6 

少数株主利益   △103 △0.5 

中間純利益   1,443 6.4 
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（２）中間連結キャッシュ・フロー計算書 

 
前中間連結会計期間 

（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

区分 金額（百万円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシ
ュ・フロー  

税金等調整前中間純利益 1,462 

減価償却費  1,445 

負ののれん償却額  △4 

貸倒引当金の増減額  77 

賞与引当金の増減額  △32 

店舗閉鎖損失引当金の減
少額  

△79 

たな卸資産廃棄損失引当
金の減少額  

△451 

ＦＣ営業補償引当金の減
少額  

△270 

退職給付引当金の減少額  △66 

役員退職慰労引当金の減
少額  

△5 

受取利息及び受取配当金  △79 

支払利息  166 

持分法による投資損益  △147 

固定資産廃棄損  195 

固定資産売却益  △8,430 

減損損失  4 

投資有価証券売却益  △419 

売上債権の増減額  △3,228 

たな卸資産の増減額  △1,327 

仕入債務の増減額  1,188 

未払金の増減額  △1,483 

未払消費税の減少額  △13 

その他流動資産の増加額  △35 

前払年金費用の増減額  △48 

その他流動負債の増減額  △14 

その他  △108 

小計 △11,707 

利息及び配当金の受取額  209 

利息の支払額  △167 

法人税等の支払額  △191 

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 

△11,856 

 

㈱不二家（2211）平成21年３月期 第２四半期決算短信

－ 14 －



 
前中間連結会計期間 

（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

区分 金額（百万円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッシ
ュ・フロー  

定期預金の預入による支
出  

△1 

定期預金の払戻による収
入  3 

投資有価証券の取得によ
る支出  

△6 

投資有価証券の売却によ
る収入  1,349 

有形固定資産の取得によ
る支出  

△952 

有形固定資産の売却によ
る収入  7,934 

無形固定資産の取得によ
る支出  

△56 

貸付による支出  △222 

貸付金の回収による収入  17 

長期前払費用の増加によ
る支出  

△30 

保証金及び敷金の支払額  △75 

保証金及び敷金の戻入額  363 

その他  △56 

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 8,267 

Ⅲ 財務活動によるキャッシ
ュ・フロー   

短期借入金の減少額  △1,866 

社債償還による支出  △50 

長期借入による収入  1,470 

長期借入金の返済による
支出  

△1,869 

自己株式の取得による支
出  

△1 

新株発行による収入  15,987 

少数株主の新株払込みに
よる収入  343 

少数株主に対する配当金
支払額  

△2 

財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 14,010 
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（３）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

前中間連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

 （注）事業区分は内部管理上採用している区分によっております。  

 
前中間連結会計期間 

（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

区分 金額（百万円） 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る
換算差額 2 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加
額 10,423 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首
残高 2,268 

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間
期末残高 

12,691 

   

 
小売事業 
（百万円） 

卸売事業 
（百万円）

不動産事業
（百万円）

その他の 
事業 

（百万円）

計 
（百万円） 

消去又は 
全社 

（百万円） 

連結 
（百万円）

売上高              

(1）外部顧客に対する売上高 10,049 11,949 133 385 22,518 － 22,518 

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
－ 1 65 384 451 (451) － 

計 10,049 11,951 198 769 22,969 (451) 22,518 

営業利益又は営業損失（△） △4,120 △2,067 16 138 △6,033 (1,147) △7,181 
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