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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 2,922 ― 187 ― 184 ― 98 ―
20年3月期第2四半期 2,995 8.8 181 337.5 172 608.5 95 ―

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 27.26 ―
20年3月期第2四半期 26.36 ―

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 3,891 794 20.4 219.15
20年3月期 4,076 753 18.5 207.78

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  794百万円 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 ― 0.00 ― 7.00 7.00
21年3月期 ― 0.00 ――― ――― ―――

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  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

通期 6,043 △0.1 319 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） 

（注）詳細は、２ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。  

(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12日に公表いたしました連結業績予想は、平成20年11月４日に公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」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。 
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2四半期  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2四半期  5,280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2四半期  3,624,770株 20年3月期第2四半期  3,624,893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２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、米国でのサブプライムローン問題に端を発した世界的な金融

不安に加え、依然として、原油・諸原材料価格の高騰も継続しており、景気は後退局面に入っております。　

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揺るがす事件・事故も相次

ぎ、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、

ならびに製品の品質向上に努めました。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、その他デニッシュ２アイテムについてリ

ニューアルを行い、品質の向上に努めました。また、「クロワッサン」「その他」においても、計４アイテムのリ

ニューアルを行い、品質の向上に努めました。

売上高につきましては、量販店における売場の増加等、順調に推移した業態もあるものの、競合メーカーの参入、

卸価格の値上げに伴う小売価格の上昇が、生活協同組合における企画数の減少、卸問屋関係等他業態における販売

点数の落ち込みへとつながり、総じて低調に推移しました。

利益面につきましては、製造設備に関係する消耗品購入の抑制及び、製造ラインの新設について、設置場所の再

検討、機械設備の更なる効率化を図ったことから完了が下期にずれ込み、減価償却費が予想を下回ることとなり、

当初予想を上回る結果となりました。　

以上の結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は29億２千２百万円、営業利益１億８千７百万円、経常利益１

億８千４百万円、四半期純利益９千８百万円となりました。

２．連結財政状態に関する定性的情報

　当第２四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ１億８千５百万円減少し、38億９千１百万円

となりました。これは、主に現金及び預金の減少（９千９百万円）、受取手形及び売掛金の減少（５千７百万円）

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４千１百万円増加し、７億９千４百万円となり、自己資本比率は

20.4％となりました。

（キャッシュ・フローの状況）

　当第２四半期連結累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

９千９百万円減少（前連結会計年度末比22.9％減）し、当第２四半期連結会計期間末には３億３千５百万円となり

ました。

　当第２四半期連結累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１億２千９百万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（１億８千４百万円）、法人税等の支払額（９千７百万円）、減価償却費

（８千６百万円）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１億４千６百万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（１億４千２百万円）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８千２百万円の支出となりました。

　　　これは主に長期借入金の返済による支出（５千万円）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

第２四半期の業績を勘案し、平成20年５月12日に公表いたしました平成21年３月期（平成20年４月１日～平成21

年３月31日）の業績予想を修正いたしました。詳細は平成20年11月４日公表の「業績予想の修正に関するお知ら

せ」をご覧下さい。

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）

　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．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、当第２四半期連結累計期間の営業利益が8,243千円、経常利益及び税金等調整前四半期純利益が

361千円、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 335,823 435,726

受取手形及び売掛金 699,439 757,231

商品及び製品 50,067 38,856

仕掛品 9,250 9,726

原材料及び貯蔵品 65,059 62,443

その他 54,074 54,367

貸倒引当金 △900 △1,000

流動資産合計 1,212,815 1,357,352

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 514,257 527,288

機械装置及び運搬具（純額） 480,760 502,662

土地 1,187,049 1,187,049

建設仮勘定 25,725 －

その他（純額） 26,085 26,714

有形固定資産合計 2,233,876 2,243,715

無形固定資産 6,733 5,352

投資その他の資産   

投資有価証券 187,868 219,956

その他（純額） 249,781 250,587

貸倒引当金 － △477

投資その他の資産合計 437,649 470,066

固定資産合計 2,678,260 2,719,134

資産合計 3,891,075 4,076,487



（単位：千円）

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   

買掛金 245,905 269,259

短期借入金 2,100,800 2,100,800

未払金 167,469 311,920

未払法人税等 84,977 103,954

賞与引当金 45,160 44,715

その他 98,553 103,425

流動負債合計 2,742,866 2,934,074

固定負債   

社債 100,000 100,000

長期借入金 98,400 148,800

退職給付引当金 45,543 35,551

役員退職慰労引当金 63,190 58,202

その他 46,700 46,700

固定負債合計 353,833 389,254

負債合計 3,096,700 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 2,411,113 2,337,669

自己株式 △8,003 △7,847

株主資本合計 2,759,509 2,686,222

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △32,478 △407

土地再評価差額金 △1,932,656 △1,932,656

評価・換算差額等合計 △1,965,135 △1,933,063

純資産合計 794,374 753,158

負債純資産合計 3,891,075 4,076,487



（２）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）

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 2,922,326

売上原価 1,813,151

売上総利益 1,109,175

販売費及び一般管理費 921,403

営業利益 187,771

営業外収益  

受取利息 452

受取配当金 1,704

受取家賃 11,314

リサイクル委託費用返戻金 3,442

その他 2,203

営業外収益合計 19,117

営業外費用  

支払利息 18,722

その他 3,980

営業外費用合計 22,703

経常利益 184,185

特別利益  

貸倒引当金戻入額 200

特別利益合計 200

特別損失  

固定資産除却損 385

特別損失合計 385

税金等調整前四半期純利益 184,001

法人税、住民税及び事業税 82,514

法人税等調整額 2,669

法人税等合計 85,183

四半期純利益 98,817



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

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利益 184,001

減価償却費 86,920

貸倒引当金の増減額（△は減少） △577

賞与引当金の増減額（△は減少） 445

退職給付引当金の増減額（△は減少） 9,991

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 4,987

受取利息及び受取配当金 △2,156

支払利息 18,722

有形固定資産除却損 385

売上債権の増減額（△は増加） 57,792

たな卸資産の増減額（△は増加） △13,350

その他の流動資産の増減額（△は増加） △2,504

仕入債務の増減額（△は減少） △23,353

未払消費税等の増減額（△は減少） △8,584

その他の流動負債の増減額（△は減少） △71,088

その他 2,153

小計 243,783

利息及び配当金の受取額 2,156

利息の支払額 △18,594

法人税等の支払額 △97,900

営業活動によるキャッシュ・フロー 129,445

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 △76

有形固定資産の取得による支出 △142,011

その他 △4,750

投資活動によるキャッシュ・フロー △146,838

財務活動によるキャッシュ・フロー  

長期借入金の返済による支出 △50,400

割賦債務の返済による支出 △6,488

配当金の支払額 △25,465

その他 △155

財務活動によるキャッシュ・フロー △82,510

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △99,902

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 335,823



　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

　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

　該当事項はありません。



「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（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高  2,995,415 100.0

Ⅱ　売上原価  1,841,976 61.5

売上総利益  1,153,439 38.5

Ⅲ　販売費及び一般管理費  971,683 32.4

営業利益  181,755 6.1

Ⅳ　営業外収益    

１．受取利息 460   

２．受取配当金 1,748   

３．受取家賃 11,729   

４．その他 8,008 21,946 0.7

Ⅴ　営業外費用    

１．支払利息 21,176   

２．棚卸資産廃棄損 4,679   

３．貸倒引当金繰入額 1,800   

４．その他 3,192 30,848 1.0

経常利益  172,854 5.8

Ⅵ　特別損失    

　　固定資産除却損 1,335 1,335 0.0

税金等調整前中間純利益  171,519 5.8

法人税、住民税及び事業税 80,200   

法人税等調整額 △4,242 75,958 2.6

中間純利益  95,561 3.2



（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（千円）

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 171,519

減価償却費 91,995

貸倒引当金の増加額 2,488

賞与引当金の増加額 9,121

退職給付引当金の増加額 6,984

役員退職慰労引当金の減少額 △1,162

受取利息及び受取配当金 △2,208

支払利息 21,176

有形固定資産除却損 1,335

売上債権の増加額 △2,509

たな卸資産の増加額 △9,866

その他流動資産の増加額 △2,482

仕入債務の減少額 △18,815

未払消費税等の増加額 11,891

その他流動負債の増加額 49,781

その他 △2,589

小計 326,657

利息及び配当金の受取額 2,208

利息の支払額 △21,157

法人税等の支払額 △59,400

営業活動によるキャッシュ・フロー 248,307



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（千円）

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 △74

有形固定資産の取得による支出 △72,187

その他 △2,500

投資活動によるキャッシュ・フロー △74,762

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の純減少額 △100,000

長期借入金の借入による収入 300,000

長期借入金の返済による支出 △196,832

割賦未払金等の支払による支出 △51,404

配当金の支払額 △25,309

その他 △109

財務活動によるキャッシュ・フロー △73,656

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 99,888

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中間期末残高 580,578
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