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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12月31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3四半期 13,134 ― 1,059 ― 1,068 ― 621 ―

20年3月期第3四半期 12,994 4.5 585 △27.3 574 △28.4 129 △61.7

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3四半期 118.64 ―

20年3月期第3四半期 24.73 ―

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3四半期 12,598 4,618 36.7 887.93
20年3月期 11,422 4,142 36.3 789.19

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  4,618百万円 20年3月期  4,142百万円

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  有  
 

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 ― 20.00 20.00
21年3月期 ― 0.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 40.00 40.00

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  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 17,500 1.7 1,300 68.1 1,300 72.7 700 281.3 133.54

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  有  

（注）詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】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・財務諸表等】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．上記の業績予想及び配当予想につきましては、平成20年５月20日に公表しました内容から変更いたしております。詳細につきましては、平成21年２月３日付の「業績
予想に関するお知らせ」及び「配当予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。また、上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成した
ものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。なお、上記予想にする事項は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】３．
連結業績予想に関する定性的情報をご覧下さい。 
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3四半期  6,068,000株 20年3月期  6,068,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  867,080株 20年3月期  818,680株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第3四半期  5,241,890株 20年3月期第3四半期  5,249,320株
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定性的情報・財務諸表等 

※定性的情報における前年同期比較に関する情報は、参考として記載いたしております。 

１．連結経営成績に関する定性的情報 

 当第３四半期累計期間における経営環境は、米国におけるサブプライム問題に端を発した世界規模の金融不安

は、実体経済に大きな影響を与え、企業収益の急激な減少により雇用・所得環境は急速に悪化するなか、生活防衛

意識の高まりにより個人消費は一層落込み、また、食の安全に対する信頼を揺るがす事件が多発するなど、予断を

許さない情勢が続いております。 

 このような状況のもと、当社グループは、「寿スピリッツ革命は高い価値創造革命だ！」を経営スローガンに掲

げ、これまで以上に地域性及び専門店性を追求し、お客様に「選ばれる」魅力ある高付加価値商品とサービスの提

供に努めてまいりました。 

 また、高利益体質を図るため、通信販売の強化、店舗出店、高付加価値商品の開発、店舗・販促什器の改良など

ブランド価値を高める取り組みと、不採算店舗の退店、製品価格・アイテム数の見直し、生産性の向上、経費の効

率的使用など収益の改善に向けた事業施策を推進し、更に品質管理及び内部統制の強化に注力してまいりました。 

 その結果、当第３四半期累計期間の売上高は13,134百万円（前年同期比1.1％増）となり、利益面では、売上総利

益率が前年同期の43.4％から45.7％と2.3ポイント増加、販売管理費率が前年同期の38.9％から37.6％と1.3ポイン

ト減少し、営業利益は1,059百万円（前年同期比80.9％増）、経常利益は1,068百万円（前年同期比86.1％増）、ま

た、前年同期にあった過年度役員退職慰労引当金繰入額249百万円の特別損失計上がなかったことから四半期純利益

は621百万円（前年同期比379.1％増）となり、前年同期を大幅に上回る利益水準で推移いたしました。 

  

 グループ会社別の業績は次のとおりであります。 

① 寿製菓株式会社 

 寿製菓株式会社は、株式会社ケイシイシイから一部製造移管された「ラングドシャ」の売上が加わりグループ

向け売上が増加し、売上高は5,166百万円（前年同期比4.2％増）となりました。利益面では売上総利益率が、前

年同期の30.9％から33.2％と2.3ポイント増加、更に、前期上期に実施した「お菓子の壽城」のリニューアル費用

の解消と販売促進費など経費の効率的使用に努めたことにより販売管理費が前年同期に比べ77百万円減少したこ

とにより、営業利益は377百万円（前年同期比218.2％増）となり前年同期を大幅に上回る利益水準で推移いたし

ました。 

② 株式会社但馬寿 

 株式会社但馬寿は、通信販売の強化、煎餅ラインの新製品投入などにより、売上高は868百万円（前年同期比

4.4％増）、利益面では売上総利益率が前年同期の25.1％から28.9％と3.7ポイント増加した結果、営業利益は97

百万円（前年同期比32.8％増）となりました。 

③ 株式会社ケイシイシイ 

 株式会社ケイシイシイは卸部門では、「ラングドシャ」製品の一部を寿製菓株式会社に移管したことによりグ

ループ向け売上が減少した一方、ルタオ部門では、通信販売が新製品の投入などにより好調に推移したことによ

り、売上高は3,917百万円（前年同期比1.2％増）となりました。利益面では売上総利益率は、前年同期の50.1％

から54.4％と4.3ポイント増加、また、百貨店催事の採算管理強化を図り、経費の効率的使用に努めた結果、営業

利益は636百万円（前年同期比21.1％増）となりました。 

 なお、新規出店では、平成20年７月小樽臨港線沿に「ルタオプラス店」、同年９月、ルタオ本店の真向かいに

「ルタオチーズケーキラボ」を立上げました。また、生産面では、第２工場を改修し、「ドゥーブルフロマージ

ュ」・「焼き菓子」の増産体制を構築と通信販売作業スペースの拡充を図りました。 

④ 株式会社つきじちとせ 

 株式会社つきじちとせは、売上高は前期に実施した不採算店舗の退店、東京大丸店の売場縮小、などに伴い売

上高は619百万円（前年同期比12.5％減）となったものの、利益面では経費の減少などにより営業損失は34百万円

（前年同期は、営業損失30百万円）となり前年並みとなりました。 

⑤ 株式会社九十九島グループ 

 株式会社九十九島グループは、前期に実施した不採算店舗の退店、テーマパーク及びグループ向け売上の減少

などにより、売上高は2,390百万円（前年同期比7.9％減）となった一方、利益面では売上総利益率が前年同期の

34.5％から36.4％と1.9ポイント増加、更に、経費の削減に努め、営業利益は121百万円（前年同期比47.9％増）

となり、前年同期を上回りました。 



⑥ 販売子会社（11社） 

 販売子会社は、関西地区において平成20年３月に出店した「コンディトライ神戸新大阪店」が好調に推移、ま

た宮崎地区では、マンゴー関連の新商品の発売などにより、売上高は2,914百万円（前年同期比4.2％増）とな

り、利益面では前期に実施した関西地区の不採算直営店の退店などにより収益が改善され、営業利益は127百万円

（前年同期比133.4％増）となりました。 

  

２．連結財政状態に関する定性的情報 

 ① 資産、負債及び純資産の状況 

 当第３四半期会計期間末の資産総額は、前連結会計年度末に比べ1,176百万円増加し12,598百万円となりましま

した。流動資産は5,251百万円となり、594百万円増加いたしました。主な要因は、営業活動による受取手形及び

売掛金の増加（409百万円）、たな卸資産の増加（184百万円）などであります。固定資産は、7,347百万円とな

り、581百万円増加いたしました。主な要因は、設備投資に伴う有形固定資産の増加（637百万円）などでありま

す。 

 負債合計は、前連結会計年度末に比べ700百万円増加し7,980百万円となりました。流動負債は5,007百万円とな

り233百万円増加いたしました。主な要因は、１年以内返済予定長期借入金の増加（154百万円）、未払法人税等

の増加（95百万円）などであります。固定負債は2,973百万円となり466百万円増加いたしました。主な要因は、

長期借入金の増加（245百万円）、受入建設協力金の取得によるその他の固定負債の増加（191百万円）などであ

ります。 

 純資産合計は、前連結会計年度末に比べ475百万円増加し4,618百万円となりました。主な要因は、当四半期純

利益（621百万円）の計上による増加、配当金の支払い（104百万円）による減少、自己株式の取得（34百万円）

による減少などであります。 

 この結果、自己資本比率は、前連結会計年度末の36.3％から36.7％となり、0.4ポイント増加いたしました。 

  

② キャッシュ・フローの状況 

 当第３四半期累計期間末の現金及び現金同等物残高は、前連結会計年度末に比べ85百万円増加し1,407百万円と

なりました。 

 当第３四半期累計期間末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） 

 営業活動の結果得られた資金は、695百万円となりました。 

 主な要因は、税金等調整前四半期純利益1,063百万円、減価償却費及びのれん償却費を390百万円の計上があっ

た一方、売上債権の増加409百万円、たな卸資産の増加191百万円などの減少要因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、974百万円となりました。 

 主な要因は、有形固定資産の取得による支出957百万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） 

 財務活動の結果獲得した資金は、364百万円となりました。 

 主な要因は、長期借入れによる収入900百万円及びその他の収入（建設協力金の受入による収入）135百万円の

増加要因と長期借入金の返済による支出500百万円及び配当金の支払い104百万円などの減少要因によるものであ

ります。 

  

３．連結業績予想に関する定性的情報 

 第３四半期累計期間における業績の進捗を勘案し、業績予想の見直しを行った結果、平成20年５月20日発表の通

期の業績予想を修正いたしております。 

 詳細は、本日別途開示する「業績予想の修正に関するお知らせ」及び「配当予想の修正に関するお知らせ」をご

参照下さい。 

  



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 

 税金費用の計算 

 税金費用については、当第３四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計

適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。な

お、法人税等調整額は、「法人税、住民税及び事業税」に含めて表示しております。 

  

（３）四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続き、表示方法の変更 

 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 たな資産の評価基準及び評価方法 

 通常の販売目的で保有するたな卸資産について、従来、主として移動平均法による原価法によっておりまし

たが、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、主として移動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。この変更に伴う損益に与える影響はありません。

  

（４）追加情報 

   有形固定資産の耐用年数の変更 

 当第１四半期連結会計期間より、連結子会社の機械及び装置の耐用年数については、法人税法の改正を契機

として見直しを行い、改正後の法人税法に基づく耐用年数に変更しております。 

 この変更に伴う損益に与える影響額は軽微であります。 



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３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 1,960,568 1,874,973

受取手形及び売掛金 2,215,935 1,806,736

商品 52,195 42,421

製品 424,889 298,516

半製品 17,576 15,565

原材料 289,626 235,220

仕掛品 23,559 34,506

その他 291,116 353,735

貸倒引当金 △24,183 △4,426

流動資産合計 5,251,281 4,657,246

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,268,888 2,925,816

機械装置及び運搬具（純額） 359,030 343,887

工具、器具及び備品（純額） 218,442 229,525

土地 2,344,340 2,027,873

建設仮勘定 － 25,729

有形固定資産合計 6,190,700 5,552,830

無形固定資産 61,142 85,664

投資その他の資産   

その他 1,131,179 1,165,632

貸倒引当金 △35,778 △38,882

投資その他の資産合計 1,095,401 1,126,750

固定資産合計 7,347,243 6,765,244

資産合計 12,598,524 11,422,490

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 971,008 923,469

短期借入金 2,250,000 2,280,000

1年内返済予定の長期借入金 748,408 594,209

未払法人税等 253,538 158,015

賞与引当金 134,627 217,358

その他 649,455 600,164

流動負債合計 5,007,036 4,773,215

固定負債   

長期借入金 1,836,208 1,590,894

退職給付引当金 635,061 611,962

役員退職慰労引当金 278,521 270,421

その他 223,667 33,276

固定負債合計 2,973,457 2,506,553

負債合計 7,980,493 7,279,768



（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,217,800 1,217,800

資本剰余金 2,556,077 2,556,077

利益剰余金 2,050,053 1,533,155

自己株式 △1,221,348 △1,186,411

株主資本合計 4,602,582 4,120,621

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 15,449 22,101

評価・換算差額等合計 15,449 22,101

純資産合計 4,618,031 4,142,722

負債純資産合計 12,598,524 11,422,490



（２）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）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 13,134,761

売上原価 7,136,547

売上総利益 5,998,214

販売費及び一般管理費 4,938,723

営業利益 1,059,491

営業外収益  

受取利息 2,646

受取配当金 2,716

受取地代家賃 34,779

その他 26,245

営業外収益合計 66,386

営業外費用  

支払利息 51,320

その他 5,906

営業外費用合計 57,226

経常利益 1,068,651

特別利益  

受取補償金 10,949

特別利益合計 10,949

特別損失  

固定資産売却損 525

固定資産除却損 9,203

たな卸資産廃棄損 6,223

特別損失合計 15,951

税金等調整前四半期純利益 1,063,649

法人税、住民税及び事業税 441,765

四半期純利益 621,884



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12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 1,063,649

減価償却費 360,379

のれん償却額 30,000

貸倒引当金の増減額（△は減少） 16,653

賞与引当金の増減額（△は減少） △82,731

退職給付引当金の増減額（△は減少） 23,099

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 8,100

受取利息及び受取配当金 △5,362

支払利息 51,320

有形固定資産売却損益（△は益） 525

有形固定資産除却損 9,203

売上債権の増減額（△は増加） △409,199

たな卸資産の増減額（△は増加） △191,109

仕入債務の増減額（△は減少） 47,539

その他の特別損益（△は益） △4,726

その他 170,496

小計 1,087,836

利息及び配当金の受取額 3,604

利息の支払額 △52,156

その他の収入 10,949

法人税等の支払額 △354,698

営業活動によるキャッシュ・フロー 695,535

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 △11,450

定期預金の払戻による収入 11,200

投資有価証券の取得による支出 △905

有形固定資産の取得による支出 △957,230

有形固定資産の売却による収入 294

無形固定資産の取得による支出 △16,891

貸付けによる支出 △140

貸付金の回収による収入 120

その他 222

投資活動によるキャッシュ・フロー △974,780

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） △30,000

長期借入れによる収入 900,000

長期借入金の返済による支出 △500,487

自己株式の取得による支出 △34,937

配当金の支払額 △104,986

その他の収入 135,000

財務活動によるキャッシュ・フロー 364,590

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 85,345

現金及び現金同等物の期首残高 1,322,073

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,407,418



　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）セグメント情報

　該当事項はありません。

　

（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。



 

「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表 

（要約）四半期連結損益計算書 

前年同四半期 
(平成 20 年３月期 
第３四半期） 科目 

金額（千円） 
Ⅰ 売上高 12,994,112 

Ⅱ 売上原価 7,356,413 

売上総利益 5,637,699 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 5,051,960 

営業利益 585,739 

Ⅳ 営業外収益 52,832 

Ⅴ 営業外費用 64,313 

経常利益 574,258 

Ⅵ 特別利益 14,666 

Ⅶ 特別損失 258,620 

税金等調整前四半期純利益 330,304 

税金費用 200,495 

四半期純利益 129,809 
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