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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 54,622 ― △4,703 ― △4,431 ― △4,724 ―

20年3月期第3四半期 41,213 △33.2 △8,805 ― △8,605 ― 404 ―

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 △23.37 ―

20年3月期第3四半期 2.11 ―

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 48,948 24,302 49.8 94.66
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3四半期  24,400百万円 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） ――― ――― ――― 0.00 0.00

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 7,400 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） 

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。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。 
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 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3四半期  257,846,590株 20年3月期  194,376,590株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  75,841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3四半期  202,153,543株 20年3月期第3四半期  191,596,191株
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①当期の概況 

  当第３四半期連結累計期間（平成20年４月１日～12月31日）につきましては、雇用・所得環境の悪化による消費者

の節約志向が高まるなか、売上の増加を目指し、洋菓子事業では積極的な新規出店、おやつ菓子の拡売、新商品の投

入などを実施するとともに、山崎製パン株式会社（以下、「山崎製パン」といいます。）の販売ルートを活用してコ

ンビニエンスストア・量販店などへの販売を強化してまいりました。また、菓子事業につきましても「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の推進、消費者のニーズに合った徳用大袋

商品（24枚カントリーマアム等）の積極的な販売に取り組みました。 

  一方、コスト面では、洋菓子事業の物流を改善し大幅なコスト削減を実現したほか、菓子事業につきましても「カ

ントリーマアム」の生産性向上のための設備投資を実施いたしました。また「カントリーマアム」「ホームパイ」を

中心にロス率の低減に取り組むなど、徹底的にコスト削減と効率アップに努めてまいりました。しかしながら、乳製

品、植物油脂、小麦粉など依然高止まり状態である原材料価格の影響に加え、販売促進費の増加が収益を圧迫いたし

ました。 

  この結果、当第３四半期連結累計期間の業績につきましては、売上高は546億22百万円（前年同期比132.5％）とな

りました。損益面では、営業損失は47億３百万円（前年同期は88億５百万円の営業損失）、経常損失は44億31百万円

（前年同期は86億５百万円の経常損失）、四半期純損失は47億24百万円（前年同期は４億４百万円の四半期純利益）

となりました。 

  なお、山崎製パンとの間の業務・資本連携を一層強固なものとするために、平成20年11月７日に新たな業務資本提

携契約を締結するとともに、同年11月27日に経営基盤ならびに財務体質等の強化に向け、山崎製パンを割当先とする

第三者割当増資78億70百万円を実施いたしました。 

  

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３四半期連結累計期間における新設店が42店、閉鎖店が46店となり、当第３四

半期連結会計期間末店舗数は603店舗（前年同期末621店舗）となりました。第２四半期までは店舗数が減少してお

りましたが、当第３四半期に入り山崎製パンの協力のもと、大手量販店系ショッピングセンターへの積極的な出店

の効果もあり店舗数は増加に転じました（第３四半期末603店舗、第２四半期末594店舗）。年間50店舗の新規出店

計画の達成は確実であります。また、売上につきましては、おやつ菓子の拡売、積極的な新商品の投入およびクリ

スマス商戦の健闘が功を奏し、店舗売上はほぼ予定通り推移いたしました。 

  コンビニエンスストア・量販店などへの販売につきましては、「ミルキーシュークリーム」をはじめとするミル

キーブランド商品の販売は順調に推移いたしました。しかしながら、新規ルートへの展開や商品開発が遅れたた

め、販売計画を下回りました。 

  ダロワイヨ事業につきましては、主力商品の「マカロン」の好調な販売に加え、有名百貨店でお中元、お歳暮ギ

フトとして取り扱われるなど、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143億73百万円（前年同期比121.6％）となりました。 

  

外食事業 

  当第３四半期連結累計期間における外食産業は、消費者の節約志向や食の安全・安心への関心の高まりから中

食・内食需要へのシフトが進み、極めて厳しい状況に陥りました。 

  このような状況のもと、当第３四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、レストラン事業の再生および改革を継続的に進め、その効果が表れ始

めました。これを機に、生産性の向上、メニュー政策による原料率の改善および経費削減を行い、事業全体の採算

性の向上を目指してまいります。 

  しかしながら、平成19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44億24百万円（前年同期比88.6％）となりました。 

  

以上の結果、当第３四半期連結累計期間における小売事業全体の売上高は187億98百万円（前年同期比111.8％）と

なりました。 

  

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 
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＜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、売上は堅調に推移いたしました。特に消費者の節約志向の高まりから割安感のある「24枚カ

ントリーマアム」、「42枚ホームパイ」、「210gアーモンドチョコレート」および「270gピーナッツチョコレー

ト」などの徳用大袋商品の売上が大きく伸張いたしました。また「16枚カントリーマアム（いちご）」や「100gい

ちごミルキー袋」などの季節限定商品も売上増加に寄与いたしました。 

 一方、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を平成20年７月下旬

に実施し、徹底的なコスト削減に努めるとともに増産体制の整備を図ってまいりました。 

  この結果、菓子事業売上高は313億96百万円（前年同期比147.2％）となりました。 

  

食品事業 

  食品事業につきましては、「ネクター」の自販機販売の拡大や山崎製パン向けＰＢ（プライベートブランド）商

品の展開を積極的に実施し、秋口までは概ね堅調に推移いたしましたが、レモンスカッシュの不振に加え、消費者

の節約志向が高まるなか、高単価商品（プレミアム白桃など）の販売も低迷し、当第３四半期連結累計期間は販売

計画を下回りました。 

 この結果、売上高は35億51百万円（前年同期比154.0％）となりました。 

  

以上の結果、当第３四半期連結累計期間における卸売事業全体の売上高は349億47百万円（前年同期比147.8％）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、主にテナントからの賃貸収入で１億96百万円（前年同期比100.0％）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６億79百万円（前年同期比121.5％）

となりました。 

  

２．連結財政状態に関する定性的情報 

  当第３四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213億20百万円で、主に売上債権の増加により前連結会計年度末に比べ26億64百万円増加いたしました。

固定資産は276億28百万円で、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

96百万円の減少となりました。この結果、総資産は489億48百万円で前連結会計年度末に比べ25億67百万円増加いた

しました。 

  また、流動負債は196億14百万円で、主に仕入債務や短期借入金の増加により前連結会計年度末に比べ26億11百万円

増加いたしました。固定負債は50億31百万円で、主に長期借入金の減少により前連結会計年度末に比べ26億38百万円

減少いたしました。この結果、負債は合計246億45百万円で、前連結会計年度末に比べ26百万円減少いたしました。 

  純資産は当第３四半期累計期間における四半期純損失の計上等があったものの平成20年11月27日に実施した山崎製

パンを割当先とした第三者割当増資による資本金および資本剰余金の増で前連結会計年度末に比べ25億94百万円増加

し、243億2百万円となりました。 

  次に、当第３四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、55億５百万円となりました。これは主に当第３四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、19億64百万円となりました。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） 

  財務活動の結果得られた資金は、54億74百万円となりました。これは主に第三者割当増資実施によるものであり

ます。 

以上の結果、当第３四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19億95百万円

減少し、68億71百万円となりました。  
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  当四半期の連結売上高および営業利益・経常利益・純利益につきましては、現段階では想定範囲内であります。従

いまして、年間の連結業績予想につきましては、平成20年11月７日公表のとおりといたしました。  

  

     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。 

（簡便な会計処理）  

一般債権の貸倒見積高の算定方法  

  当第３四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．連結業績予想に関する定性的情報 

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） 

（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 

（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３四半期連結累計期間の営業損失は79百万円増加し、経常損失及び税金等調整前四半期純

損失は、それぞれ２百万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。  

 これによる当第３四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３四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

89百万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 6,881 8,774

受取手形及び売掛金 9,872 6,382

商品及び製品 2,686 1,951

仕掛品 214 245

原材料及び貯蔵品 1,589 1,244

繰延税金資産 7 19

その他 622 547

貸倒引当金 △553 △510

流動資産合計 21,320 18,655

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 7,472 7,614

機械装置及び運搬具（純額） 6,685 6,336

土地 2,879 2,849

リース資産（純額） 423 －

その他（純額） 447 611

有形固定資産合計 17,909 17,411

無形固定資産 485 589

投資その他の資産   

投資有価証券 4,875 5,157

繰延税金資産 40 50

敷金及び保証金 2,878 3,044

その他 1,707 1,718

貸倒引当金 △268 △247

投資その他の資産合計 9,233 9,723

固定資産合計 27,628 27,724

資産合計 48,948 46,380
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（単位：百万円）

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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 5,945 5,083

短期借入金 6,390 5,752

1年内償還予定の社債 100 100

リース債務 89 －

未払金 4,384 3,557

未払法人税等 131 224

賞与引当金 290 653

店舗閉鎖損失引当金 327 164

その他 1,955 1,467

流動負債合計 19,614 17,003

固定負債   

社債 50 100

長期借入金 2,082 4,832

繰延税金負債 － 47

退職給付引当金 1,645 1,732

役員退職慰労引当金 － 11

リース債務 447 －

負ののれん 5 8

その他 800 936

固定負債合計 5,031 7,669

負債合計 24,645 24,672

純資産の部   

株主資本   

資本金 18,280 14,345

資本剰余金 19,348 15,412

利益剰余金 △13,067 △8,342

自己株式 △14 △12

株主資本合計 24,546 21,402

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △144 315

繰延ヘッジ損益 △1 8

評価・換算差額等合計 △146 324

少数株主持分 △97 △18

純資産合計 24,302 21,708

負債純資産合計 48,948 46,380
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（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

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 54,622

売上原価 32,228

売上総利益 22,393

販売費及び一般管理費 27,097

営業損失（△） △4,703

営業外収益  

受取利息 23

受取配当金 38

持分法による投資利益 398

その他 133

営業外収益合計 594

営業外費用  

支払利息 200

株式交付費 62

その他 59

営業外費用合計 322

経常損失（△） △4,431

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 164

店舗閉鎖損失引当金繰入額 182

投資有価証券評価損 62

その他 18

特別損失合計 427

税金等調整前四半期純損失（△） △4,845

法人税、住民税及び事業税 156

法人税等調整額 12

法人税等合計 169

少数株主損失（△） △290

四半期純損失（△） △4,724
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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損失（△） △4,845

減価償却費 2,284

賞与引当金の増減額（△は減少） △369

持分法による投資損益（△は益） △398

株式交付費 62

売上債権の増減額（△は増加） △3,336

たな卸資産の増減額（△は増加） △909

仕入債務の増減額（△は減少） 741

未払金の増減額（△は減少） 768

その他 694

小計 △5,308

利息及び配当金の受取額 195

利息の支払額 △185

法人税等の支払額 △206

営業活動によるキャッシュ・フロー △5,505

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 △1,947

固定資産の売却による収入 6

その他 18

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,964

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） △1,155

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 △2,939

割賦債務の返済による支出 △39

リース債務の返済による支出 △31

株式の発行による収入 7,807

少数株主からの払込みによる収入 350

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 5,474

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,995

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 6,871
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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。 

  

  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３四半期連結累計期間におきましても、営業損失47億３百万円、経常損失44億31百万円、四半期純損失47

億24百万円を計上し、営業キャッシュ・フローは55億５百万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 

（４）継続企業の前提に関する注記 

㈱不二家（2211）平成21年３月期 第３四半期決算短信

－ 9 －



＜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、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りまし

た。 

  

  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 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

  

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） 

 （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３四半期連結累計期間の営業損失が「小売事

業」で42百万円、「卸売事業」で37百万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３四半期

連結累計期間の営業損失が「小売事業」で11百万円、「卸売事業」で77百万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  18,798  34,947  196  679  54,622  －  54,622

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 0  4  82  450  538 (538)  －

計  18,798  34,952  279  1,129  55,160 (538)  54,622

営業利益又は営業損失（△）  △2,934  △141  30  230  △2,815 (1,888)  △4,703

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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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）  

  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。  

  

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）  

  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。 

  

〔所在地別セグメント情報〕 

〔海外売上高〕 

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

  当社は、平成20年11月27日付で、山崎製パン株式会社から第三者割当増資の払込みを受けました。この結

果、当第３四半期連結会計期間において資本金が3,935百万円、資本準備金が3,935百万円増加し、当第３四半

期連結会計期間末において資本金が18,280百万円、資本準備金が19,348百万円となっております。  
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「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
（自 平成19年４月１日 

  至 平成19年12月31日） 

金額（百万円）

Ⅰ 売上高  41,213

Ⅱ 売上原価  25,731

売上総利益  15,481

Ⅲ 販売費及び一般管理費  24,287

営業損失  8,805

Ⅳ 営業外収益      

受取利息  31

受取配当金  59

持分法による投資利益  351

その他  165

計  607

Ⅴ 営業外費用      

支払利息   242

たな卸資産廃棄損   72

その他   90

計   406

経常損失  8,605

Ⅵ 特別利益  9,432

Ⅶ 特別損失  525

税金等調整前四半期純利益  301

法人税、住民税及び事業税  165

法人税等調整額 △0

少数株主利益 △269

四半期純利益  404
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（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

（自 平成19年４月１日 
  至 平成19年12月31日） 

区分 金額（百万円）

Ⅰ 営業活動によるキャッシ
ュ・フロー      

税金等調整前四半期純損
益   301

減価償却費   2,228

賞与引当金の減少額  △400

売上債権の増減額  △6,413

固定資産売却益  △8,430

たな卸資産の増減額  △1,291

仕入債務の増減額   2,678

未払金の増減額 △1,535

その他 △543

小計 △13,407

利息及び配当金の受取額  220

利息の支払額  △239

法人税等の支払額  △269

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 

△13,695

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  

△7

投資有価証券の売却による
収入   1,931

固定資産の取得による支
出  

△2,255

固定資産の売却による収
入   8,495

その他   103

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー   8,267
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前年同四半期

（自 平成19年４月１日 
  至 平成19年12月31日） 

区分 金額（百万円）

Ⅲ 財務活動によるキャッシ
ュ・フロー      

短期借入金の増減額  △1,860

社債償還による支出  △50

長期借入による収入   1,970

長期借入金の返済による支
出  

△3,769

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  

△4

その他  △1

財務活動によるキャッシ
ュ・フロー  12,615

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る
換算差額  9

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加
額（又は減少額）  7,196

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期末
残高  9,464
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前年同四半期（自 平成19年４月１日  至 平成19年12月31日） 

（３）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

  
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  16,818  23,638  196  559  41,213  －  41,213

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  1  96  605  703 (703)  －

計  16,818  23,640  293  1,164  41,916 703  41,213

営業利益又は営業損失（△）  △5,483  △1,898  10  212  △7,158 (1,647)  △8,805
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