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1.  21年3月期の連結業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期 73,778 25.5 △5,374 ― △5,035 ― △5,497 ―

20年3月期 58,784 △8.0 △10,600 ― △10,327 ― △1,075 ―

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当た

り当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

21年3月期 △25.47 ― △24.3 △10.9 △7.3

20年3月期 △5.59 ― △7.4 △24.7 △18.0

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  491百万円 20年3月期  455百万円

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 46,309 23,276 50.6 90.98
20年3月期 46,380 21,708 46.8 111.81

（参考） 自己資本   21年3月期  23,451百万円 20年3月期  21,726百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

21年3月期 △3,554 △2,550 5,169 7,931
20年3月期 △13,010 7,504 12,012 8,767

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（年間）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）（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 百万円 ％ ％

20年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―

21年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―

22年3月期 
（予想）

― 0.00 ― 0.00 0.00 ―

3.  22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22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）

 

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

34,300 5.9 △2,100 ― △2,000 ― △2,100 ― △8.14

通期 78,000 5.7 △1,200 ― △1,000 ― △1,200 ― △4.65
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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、8ページ 「企業集団の状況」をご覧ください。 

(2) 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（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

（注）詳細は、20ページ 「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注）１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、25ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

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 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  76,411株 20年3月期  64,475株

（参考）個別業績の概要 

1.  21年3月期の個別業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期 63,157 30.2 △4,752 ― △4,377 ― △4,981 ―

20年3月期 48,524 △5.1 △9,147 ― △8,865 ― △1,538 ―

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

21年3月期 △23.07 ―

20年3月期 △8.00 ―

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 42,942 22,763 53.0 88.31
20年3月期 43,029 20,498 47.6 105.49

（参考） 自己資本 21年3月期  22,763百万円 20年3月期  20,498百万円

2.  22年3月期の個別業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

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となる仮定及び業
績予想のご利用にあたっての注意事項等については、3ページ「１．経営成績（１）経営成績に関する分析」をご覧ください。 

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 
累計期間

29,700 10.0 △2,100 ― △2,000 ― △2,100 ― △8.14

通期 68,500 8.5 △1,200 ― △1,000 ― △1,200 ― △4.65
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(1）経営成績に関する分析 

①当期の概況 

  当連結会計年度におけるわが国の経済環境は、年度初めより原油をはじめとする資源価格の高騰が企業収益を圧迫

し、景気に減速感が表れはじめました。さらに、昨年９月のリーマン・ショック以降の海外景気の悪化により、わが

国の輸出関連企業が業績不振に陥り、設備投資や雇用の削減などにつながりました。そして、わが国においても消費

者の消費意欲が減退し、国内景気は急速に後退局面に入りました。 

  当社グループが属する洋菓子・菓子業界におきましては、輸入小麦の政府売渡価格が昨年４月に30％、10月に10％

と大幅に引き上げられ、これを受けて業務用小麦粉が２回にわたり値上げされました。加えて、乳製品、植物油脂な

ど原材料の価格が軒並み高騰し、高止まり状態で推移いたしました。また、経済環境の急速な悪化から、消費者の節

約志向が一段と強まり、特売品など単価の安い商品に需要がシフトするなど、価格競争の激化が企業収益を圧迫し、

大変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、お客様、お取引先様からの信頼の向上を 優先課題と位置づけるととも

に、早期の事業再建を果たすべく諸施策を実施し、売上の増加と収益の改善に努めてまいりました。 

 洋菓子事業では、売上の拡大を目指して新規店舗の開発を積極的に行い、年間61店舗の新規出店を実現いたしまし

た。また、来店客数の増加を狙い、「88円シュークリーム」や「ペコちゃんのほっぺ」をはじめとするおやつ菓子な

ど低単価商品の拡販に努めるとともに、新商品の積極投入や消費者の節約志向に対応した諸施策を実施いたしまし

た。さらに、新規市場の開拓を目指し、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

活用したコンビニエンスストアや量販店などへの洋菓子販売を強化してまいりました。 

 菓子事業におきましては、「ルック」、「ミルキー」および「カントリーマアム」の基幹３ブランドを集中的に拡

販したことに加え、「ホームパイ」、「ポップキャンディ」の２ブランドの育成強化を図るとともに、「24枚カント

リーマアム」など消費者の節約志向に合ったお買い得感のある商品を積極的に販売いたしました。 

 また、収益の改善を目指し、洋菓子および菓子の両事業におきまして、製造ラインにおけるロス率の低減や人員配

置の見直しによる原価管理を徹底し、コスト削減に取り組むとともに、労務費や物流費の削減に取り組んでまいりま

した。 

 なお、当社は、山崎製パンと事業におけるシナジー効果を増大させ、両社のブランド価値および企業価値のさらな

る向上を目指し、同社との間で平成20年11月７日に新たな業務資本提携契約を締結いたしました。また、当社は、同

年11月27日、経営基盤および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（払込金額は78億

70百万円）を実施し、同社の連結子会社となりました。なお、この増資で得られた資金は、洋菓子事業における積極

的な店舗開発や店舗改装の費用および新製品の製造設備を取得するための費用、また、菓子事業における新製品の製

造設備の取得や工場の生産性向上に向けた設備更新のための費用、さらには、関連会社における不採算店舗の閉鎖の

費用等に充当する予定であります。 

 当社は、山崎製パンの連結子会社となることで、山崎製パングループとの連携を一層深め、同社グループの経営資

源を活用しながら事業のシナジー効果を増大させることにより、早期の事業再生および業績の向上を図り、不二家ブ

ランドの維持・向上に努めてまいります。   

 以上の結果、当連結会計年度の業績につきましては、売上高は737億78百万円（前期比25.5％増）となりました。

利益面では、乳製品、植物油脂、小麦粉など原材料価格の高騰が大きく利益を圧迫したことに加え、小売事業におけ

る閉鎖店舗の影響による事業規模拡大の遅れや卸売事業における販売促進費の増加により、営業損失は53億74百万円

（前期は106億円の営業損失で、前期に比べ52億26百万円圧縮）、経常損失は50億35百万円（前期は103億27百万円の

経常損失で、前期に比べ52億92百万円圧縮）となりました。特別損失につきましては、主として不採算店舗の閉鎖に

ともなう固定資産の廃棄損２億57百万円を計上したこともあり、当期純損失は54億97百万円（前期は固定資産売却益

など特別損益90億59百万円の計上により、10億75百万円の当期純損失）となりました。 

②セグメント別売上高の状況  

１．経営成績

  平成21年3月期 平成20年3月期 増減 

金額 構成比 金額 構成比 金額 率 

小売事業 25,295 34.3 23,041 39.2 2,253 9.8

卸売事業 47,335 64.2 34,701 59.0 12,634 36.4

不動産事業 255 0.4 271 0.5 △15 △5.8

その他の事業 892 1.2 770 1.3 121 15.8

合計 73,778 100.0 58,784 100.0 14,993 25.5
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  セグメント別の売上高の概要は下記のとおりであります。 

  

◎小売事業 

  物販事業 

  不二家洋菓子チェーン店の展開につきましては、大手量販店系ショッピングセンターへの出店を中心に店舗開発

を積極的に行い、当連結会計年度の新設店は、年間目標の50店舗を上回る61店舗となりました。一方、店舗の閉鎖

は70店舗となり、期末店舗数は、前期末比９店舗減の598店舗となりましたが、おかげさまで、ここ数年の店舗数

の減少傾向に歯止めをかけることができました。 

 営業面では、来店客数の増加を狙い「88円シュークリーム」や新商品の「ペコちゃんふわふわワッフル」をはじ

めとする低単価のおやつ菓子を積極的に販売いたしました。同時に、フランス 高職人パティシエ「J.M.オスモン

氏」監修による「プレミアム・モンブラン」、「アマンド・ショコラ」などの「プティ・フランス」シリーズや

「生ミルキー」など新商品を積極的に投入し、その販売は好調に推移いたしました。また、クリスマスセールをは

じめとする各種イベントの際の売上も堅調に推移するとともに、消費者の節約志向をとらえた「生活応援価格セー

ル」やお買い得感のある「999円セール（サンキューセール）」など販売促進策を次々に実施し、売上が拡大して

まいりました。 

 一方、新規市場の開拓を目指したコンビニエンスストアや量販店などへの洋菓子販売は、「ミルキーシュークリ

ーム」や「ミルキーパフ」等の商品が販売量を順調に伸ばし、洋菓子事業全体の売上拡大に貢献いたしました。 

 ダロワイヨ事業におきましては、消費マインドが冷え込む厳しい市場環境の中、主力商品の「マカロン」が好調

に推移したことに加え、有名百貨店での特設コーナーへの出店やお中元・お歳暮のギフトカタログへの参入が奏功

し、売上の拡大に寄与いたしました。さらに、ブライダル関係の外商部門の売上も大きく伸長し、売上は前期を上

回りました。 

 この結果、洋菓子事業の売上高は194億47百万円（前期比17.2％増）となりました。 

  

  外食事業 

  外食産業全体におきましては、消費者の節約志向の高まりから中食・内食需要へのシフトが進み、競合他社との

競争が一段と激化いたしました。このような状況の中、当社グループでは、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進め、生産性の向上、原材料比率の改善および経費削減に取り組み、事業

全体の採算性の向上に努めてまいりました。さらに、店舗の売上増進対策のひとつとして、不二家らしさを前面に

打ち出した「ケーキバイキング」を平成21年２月から34店舗で実施し、客数、客単価とも増加してまいりました。

  以上のような諸施策に積極的に取り組んだ結果、不採算店の閉鎖を行っても、事業の健全化を確保しうる体制が

整ったと判断し、不採算店など21店舗の閉鎖を断行いたしました。 

  この結果、外食事業の売上高は58億47百万円（前期比9.3％減）となりました。 

  

  以上の結果、小売事業全体の売上高は252億95百万円（前期比9.8％増）となりました。 

  

◎卸売事業 

 菓子事業 

  菓子事業におきましては、「ルック」、「ミルキー」および「カントリーマアム」の基幹３ブランドを集中的に

拡販したことに加え、「ホームパイ」、「ポップキャンディ」の２ブランドの育成強化を積極的に推進し、売上は

堅調に推移いたしました。さらに、消費者の節約志向に対応した「24枚カントリーマアム」、「42枚ホームパイ」

および「210gアーモンドチョコレート」などお買い得感のある大袋商品が売上を大きく伸ばしました。 

 一方、生産能力の増強および食品安全衛生体制の強化を図るべく、平成20年７月に「カントリーマアム」製造ラ

インの生産増強工事を実施するとともに、徹底したコスト削減に取り組み、生産性が大幅に向上いたしました。 

 また、各工場の製造ラインにつきましても、コスト削減を図るため、ロス率の低減や人員体制の見直しによる原

価管理を徹底するとともに、ライン稼働率向上を目指した製品開発体制を整え、収益の確保に努めてまいりまし

た。 

 この結果、菓子事業の売上高は427億40百万円（前期比34.8％増）となりました。 
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  食品事業 

食品事業におきましては、「ネクター」の自販機販売の拡大やネクターブランドでの「ネクタープレミアム」、

「ネクタースパークリング」など新商品の販売が好調に推移したことに加え、「ミルキーカフェオレ」など紙容器

ＬＬ飲料の積極販売が売上を押し上げました。また、山崎製パンの販売ルートによる「ミルキードリンク」の発売

や山崎製パン向けＰＢ(プライベートブランド)商品の積極的展開も奏功し、売上は前期を大きく上回りました。 

この結果、食品事業の売上高は45億94百万円（前期比53.5％増）となりました。 

  

  以上の結果、卸売事業全体の売上高は473億35百万円（前期比36.4％増）となりました。 

  

◎不動産事業・その他の事業 

 不動産事業 

  不動産事業の売上高は、社有資産のテナント収入で２億55百万円（前期比5.8％減）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８億92百万円（前期比15.8％増）とな

りました。 

  

③次期の見通しについて 

   次期の業績見通しにつきましては、政府による経済対策の効果が期待されますが、世界経済の悪化の影響を受け

て、国内景気の後退局面の長期化が避けられない見通しであります。また、当社グループの属する洋菓子・菓子業

界につきましても、消費者の生活防衛意識がさらに高まり、低価格志向が強まる市場環境のもとで価格競争が一段

と激化するとともに、原材料価格の高止まりといった事情もあり、厳しい収益環境が続くものと予測されます。当

社は、後記３.の(4)「会社の対処すべき課題」に記載の経営上の施策を実行し、下記見通しを達成できるよう努め

てまいります。 

＜連結＞  

  

＜単体＞ 

   

  

第２四半期連結累計期間 通期 

見通し 前年同期比増減 見通し 前期比増減 

売上高 ３４３億円 ５.９％増  ７８０億円 ５.７％増 

営業利益 △２１億円 －  △１２億円 － 

経常利益 △２０億円 －  △１０億円 － 

当期純利益 △２１億円 －  △１２億円 － 

  
第２四半期累計期間 通期 

見通し 前年同期比増減 見通し 前期比増減 

売上高 ２９７億円 １０.０％増  ６８５億円 ８.５％増 

営業利益 △２１億円 －  △１２億円 － 

経常利益 △２０億円 －  △１０億円 － 

当期純利益 △２１億円 －  △１２億円 － 
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(2）財政状態に関する分析 

①資産、負債、純資産の状況 

  当連結会計年度末における資産、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190億68百万円で、主に売上債権の増加により前連結会計年度末に比べ４億13百万円の増加いたしまし

た。固定資産は272億40百万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４億84百万円の減少となりました。この結果、総資産は463億９百万円で前連結会計年度末に比べ71百万円減少い

たしました。 

 また、流動負債は186億６百万円で、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16億３百万

円減少いたしました。固定負債は44億26百万円で、主に長期借入金の減少により前連結会計年度末に比べ32億42百万

円減少いたしました。 

 純資産は当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15億67百万円増加し、232億76百万円となりまし

た。この結果自己資本比率は50.6%（前期は46.8%）となり、１株当たり純資産は90円98銭（前期末比20円83銭減）と

なりました。 

  

②当連結会計年度のキャッシュ・フローの状況 

キャッシュ・フローについては、当連結会計年度末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て８億35百万円減少し、79億31百万円となりました。 

 営業活動の結果使用した資金は、35億54百万円（前期末比94億56百万円の改善）となりました。これは主に当連結

会計年度の税金等調整前当期純損失の計上等によるものであります。 

 投資活動の結果使用した資金は、25億50百万円（前期は75億４百万円の獲得）となりました。これは主に有形固定

資産の取得等によるものであります。 

 財務活動の結果得られた資金は、51億69百万円（前期末比68億43百万円の減少）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。 

  なお、当社グループのキャッシュ・フロー関連指標の推移は下記のとおりであります。  

 （注）自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 

・各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。 

・株式時価総額は、自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。 

・キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業キャッシュ・フローを使用しておりま 

  す。有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象とし 

  ております。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しておりま 

  す。 

・平成19年３月期年度末以降については営業キャッシュ・フローがマイナスであるため、キャッシュ・フロ 

  ー対有利子負債比率及びインタレスト・カバレッジ・レシオは記載しておりません。 

  

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

  当社は、収益力向上に向け、企業体質の強化を図りながら、株主の皆様への利益還元を充実させていくことが経営

の 重要課題と考えております。今後、確実に収益をあげられる体質を早期に構築し、安定的な収益企業としての基

盤を確立する所存であります。当期は遺憾ながら無配の見込みでありますが、全社一丸となって改革を進め、早期に

復配できるよう努めてまいります。  

  

  111期 112期 113期 114期 

  平成18年3月期 平成19年3月期 平成20年3月期 平成21年3月期 

自己資本比率（％） 33.4 19.4 46.8 50.6

時価ベースの自己資本比率（％） 65.6 89.4 63.7 67.3

キャッシュ・フロー対有利子負債比率 11.7 － － －

インタレスト・カバレッジ・レシオ 4.2 － － －
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(4）事業等のリスク 

  当決算短信に記載した事業の状況、財務の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響をおよぼす可能

性がある事項には、以下のようなものがあります。当社グループは、事業等のリスクが発生する可能性を認識した上

で、その発生の回避および発生した場合の対応に努める所存であります。 

  なお、以下の文中には将来に関する事項が含まれておりますが、当該事項は当決算発表時点において判断したもの

であります。  

①「食」の安全性について 

  食品事故の未然防止と製品の安全性を向上させるため、ＡＩＢ（American Institute of Baking）国際検査統合

基準による指導監査システムを平成19年に導入し、継続的な監査を行っております。また、通常の品質管理業務と

は別に、平成20年１月より毎月11日を「食品安全の日」と定め、工場、店舗および関連会社の品質管理状況を確認

するとともに、製造委託会社の点検も実施し、不二家グループ全体の食品安全衛生の維持向上に継続的に取り組ん

でおります。しかしながら、食品業界で過去に発生しました中国製餃子中毒事件や未認可添加物を使用した輸入原

料問題などと同様な想定外の事象が発生した場合は、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。 

②原材料価格について 

  当社の主原料であります乳製品、植物油脂、小麦粉等の原材料が、世界的な需給状況の変化や輸出国の政情不安

等により量的確保が困難となった場合、売上原価の悪化や生産活動への支障が発生し、当社グループの業績に影響

をおよぼす可能性があります。 

③新型インフルエンザについて 

  わが国において、新型インフルエンザの感染が拡大し、消費および生産活動に関して多大な打撃をこうむった場

合、当社グループの業績に影響をおよぼす可能性があります。 

④大地震等を含む自然環境の変化について 

  当社グループの事業は、その特性上、過度の気温上昇によって消費者の購買動向が影響を受け、売上の減少につ

ながる恐れがあります。また、近年日本各地で発生したものと同等規模の大規模地震が発生した場合、消費および

生産活動に関して多大な打撃をこうむる可能性があります。 

⑤株式市場の動向について 

  当社保有の株式については、すでに減損処理を実施してきましたので、今後については大きな影響はないものと

考えますが、株式市場の予想を上回る大幅な下落が発生した場合については、投資有価証券評価損等の特別損失を

発生させる可能性があります。 

⑥訴訟について 

  当社を被告として、５件４億52百万円の損害賠償請求訴訟が係争中であります。これらは、いずれも一連の問題

を契機とした売上不振により、原告が経営している不二家ファミリーチェーン店舗の売上が大きく減少したため、

多大なる損害を受けたと主張したものであり、その損害をそれぞれ当社に対し賠償請求しているものであります。

  現在、これらの訴訟は東京地方裁判所において審理中であり、結審に至るまでには期間を要するものと思われ、

現時点において結果を予想するのは困難であります。仮に当社にとって不利な判決がなされた場合は、当社グルー

プの業績に影響をおよぼす可能性があります。 

  

(5）継続企業の前提に関する重要事象等 

当社グループは、当連結会計年度におきまして、営業損失53億74百万円、経常損失50億35百万円、当期純損失を 

54億97百万円計上し、また、営業キャッシュ・フローは、35億54百万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事象等が存在しております。 

 そこで、当社は、山崎製パンとの間で平成20年11月７日に新たな業務資本提携契約を締結し、同年11月27日に経営

基盤および財務体質等の強化に向け、同社を割当先とする第三者割当増資（払込金額は78億70百万円）を実施いたし

ました。 

 当社グループといたしましては、継続企業の前提に関する重要事象等が存在しておりますが、後記３.の(4)「会社

の対処すべき課題」に記載しております経営上の施策の実行に加え、山崎製パンの連結子会社となることで、山崎製

パングループとの連携を一層深め、同社グループの経営資源を活用しながら事業のシナジー効果を増大させることに

より、早期の事業再生および業績の向上を図ると同時に、不二家ブランドのさらなる向上に努めてまいります。 

 従いまして、継続企業の前提に関する重要な不確実性は、認められないものと判断しておりますので、連結財務諸

表および財務諸表の注記には記載しておりません。  
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  当社グループは、当社、親会社、子会社９社及び関連会社４社により構成されており、当社グループが営んでいる事

業内容は、菓子食品の製造販売並びに洋菓子類の製造販売及び喫茶、飲食店の経営を主な内容とし、更にこれらに関連

する事業活動を展開しております。 

  当グループの事業に係る位置付け及び事業の種類別セグメントとの関連は次のとおりであります。  

  

企業集団の状況についての事業系統図は次のとおりであります。 

  （注）１. 休眠会社でありました㈱スーパーハイウェイは平成20年９月より事業を開始しております。 

        ２. ㈱ＦＦＳは平成20年３月に解散決議をしております。  

２．企業集団の状況

事業区分 主要製品及び業務内容 主要な会社 

小売事業 ケーキ、ベーカリー、デザー

ト、アイスクリーム等洋菓子の

製造・販売、喫茶及び飲食店の

経営 

当社、 

(株)不二家フードサービス、（株）ＦＦＳ、(株)ダロワイ

ヨジャポン 

(株)ユトリア不二家、(株)甲信不二フード、 

Ｂ－Ｒ サーティワン アイスクリーム(株)、(株)スーパーハ

イウェイ、 

山崎製パン(株)               (会社総数９社) 

卸売事業  チョコレート、キャンディ、 

焼菓子、飲料及び乳製品等 

菓子食品の製造・販売 

当社、 

日本食材(株)、不二家サンヨー(株)、不二家乳業(株) 

不二家(杭州)食品有限公司    

                                       (会社総数５社) 

不動産事業 不動産の賃貸、管理等 当社                                   (会社総数１社) 

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、食品加工機械の保守 

当社、 

(株)不二家システムセンター、不二家テクノ(株) 

  

                         (会社総数３社) 
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(1）会社の経営の基本方針 

当社グループは、経営基盤の強化と業績の回復を目指して「中期経営計画」（平成20年３月期～平成22年３月期）

を策定し、「基幹事業の強化および事業領域の拡大」「事業インフラの構築と組織構造の再設計」「経営の透明性確

保と社会的責任の遂行」を基本戦略とし、新しい経営理念として、『常により良い商品と 善のサービス（ベストク

オリティ・ベストサービス）を通じて、お客様ご家族に、おいしさ、楽しさ、満足を提供する。』を定め、この理念

のもとに不二家ブランド再生に向けて、従業員の意識改革に努めるとともに、山崎製パン株式会社（以下「山崎製パ

ン」）の人材と経営ノウハウを加え、両社の特長と強みを 大限に発揮する事業運営を進めてまいります。 

また、その前提となる、食品安全衛生と社会的信頼回復の２つのテーマを、会社再生の基盤と考え、必要なコスト

を投じ、組織体制・スタッフの強化を図り、全社レベルで継続的に取り組んでまいります。   

  

(2）目標とする経営指標 

当社グループは、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り、黒字化を目指してまいります。  

  

(3）中長期的な会社の経営戦略 

  中期経営計画に基づき以下の戦略を推進してまいります。 

 ＜基本戦略＞ 

   ◆基幹事業の強化および事業領域の拡大 

     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 

        ◆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   

  

(4）会社の対処すべき課題 

  今後の見通しといたしましては、わが国経済は、政府による経済対策の効果が期待されますが、世界経済の悪化の

影響を受けて、国内景気の後退局面の長期化が避けられない見通しであります。また、当社グループの属する洋菓

子・菓子業界につきましても、消費者の生活防衛意識がさらに高まり、低価格志向が強まる市場環境のもとで価格競

争が一段と激化するとともに、原材料価格の高止まりといった事情もあり、厳しい収益環境が続くものと予測されま

す。 

  このような状況下にありまして、当社グループは、「常により良い商品と 善のサービス（ベストクオリティ・ベ

ストサービス）を通じて、お客様ご家族に、おいしさ、楽しさ、満足を提供する。」という経営理念のもと、平成22

年の創業100周年に向け、全力で黒字化を目指してまいります。 

  

◎小売事業 

  洋菓子事業 

  第一に、洋菓子事業の根幹であります洋菓子チェーン店の売上確保に取り組んでまいります。そのためには、ま

ず、従来以上にフランチャイズ店のオーナーとのコミュニケーションを図り、信頼関係をさらに醸成するととも

に、直営店の収益改善にも取り組んでまいります。また、引き続き新規店舗の開発に注力し、店舗数の拡大に努め

るとともに、来店客数の増加を狙い、季節ごとの各種イベントなど週単位のきめ細かい販売促進計画による店舗の

活性化に取り組んでまいります。加えて、消費者の節約志向に対応した、週末お買い得セールの「金・土セール」

３．経営方針
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やお買い得感のある「999円セール」の実施、発売15周年を迎える「ペコちゃんのほっぺ」の積極的な販売促進策

の展開や「シュークリーム」などおやつ菓子の重点販売、さらには、新規顧客の来店促進につながる魅力ある新製

品の開発を積極的に行うことにより、需要の喚起に取り組んでまいります。 

  コンビニエンスストアや量販店などへの洋菓子の販売につきましては、商品アイテムの充実を図るとともに、新

規エリアへの展開を推し進め、洋菓子事業全体の売上拡大を図ってまいります。 

  また、生産面では、工場の運営管理全体を見直し、原価管理の徹底によるコスト削減や生産性の向上を目指し、

収益の改善に積極的に取り組んでまいります。 

  外食事業  

  外食事業におきましては、競合他社との競争が一段と激化する中、他社との差別化を図るべく、「ケーキバイキ

ング」など不二家らしさを前面に打ち出し、しかもお客様のニーズにお応えしたメニューの開発に取り組み、来店

客数の増加を目指してまいります。また、接客サービスの向上やスピーディーな料理の提供など具体的な取り組み

を着実に実行することにより、店舗オペレーションを改善するとともに生産性の向上に努め、事業の黒字化を目指

してまいります。  

   

◎卸売事業  

  菓子事業  

  菓子事業におきましては、「ルック」、「ミルキー」および「カントリーマアム」の基幹３ブランドに加え、

「ホームパイ」、「ポップキャンディ」の２ブランドのさらなる育成強化に取り組んでまいります。発売25周年を

迎える「カントリーマアム」につきましては、積極的なキャンペーンを展開し、拡販を図るとともに、価格帯のバ

リエーションも拡げてまいります。また、エリア限定の手土産用カントリーマアムを発売し、新しい販売ルートを

開拓してまいります。さらに、発売55周年を迎える「ポップキャンディ」につきましても、積極的な販売促進を展

開し、売上の拡大を目指してまいります。  

  「ペコちゃん」および「アンパンマン」といったキャラクターを用いた子供向け商品につきましては、量販店を

中心に積極的なコーナー展開に取り組み、次世代の顧客の開拓に努めてまいります。同時に、製品開発のスピード

アップを図り、上記ブランドに続く新規ブランドの構築を目指すとともに、お客様のニーズに合ったお買い得感の

ある製品をタイムリーに展開してまいります。  

  一方、生産面では、引き続き各工場の製造ラインにおける原価管理を徹底するとともに、ライン稼働率向上を目

指した製品開発体制を整えるなど工場の運営管理全体を見直し、さらなる収益の向上を実現できる体制を整えてま

いります。  

  食品事業  

  食品事業におきましては、「ネクター」、「レモンスカッシュ」など基幹商品の一層の販売強化に取り組んでま

いります。特に、発売45周年を迎える「ネクター」につきましては、積極的な販売促進を実施し、売上の拡大を図

ってまいります。また、「ネクターブランド」や「桃（ピーチ）」を中心とした新製品の開発および自販機商品や

チルド商品の開発を積極的に行い、事業の拡大を目指してまいります。さらに、販売提携先でありますサッポロ飲

料株式会社との取引関係を強化するとともに、山崎製パンとの連携を深め、一層の拡販に努めてまいります。同時

に、子会社であります不二家サンヨー株式会社との業務の連携を深め、工場における稼働率の向上に取り組んでま

いります。  

   

  当社は、平成21年２月より『本物の５Ｓ（整理、整頓、清掃、清潔、しつけ）』を埼玉工場、野木工場および本社

に順次導入してまいりました。この「本物の５Ｓ」は、単なる美化運動ではなく、経営トップ自らが先頭に立ち、従

業員全員が参加する業務の改善活動であります。無駄を省き、利益を生み出すことはもちろんのこと、安全で衛生的

かつ効率的な「不二家生産方式」を作り上げ、それを基本としながら経営の抜本的改革を目指すものであります。当

社は、この「本物の５Ｓ」に全力で取り組むことにより、一段と厳しさが増す経済環境に耐え抜くことのできる企業

体質に変革し、早期の事業再生を目指してまいります。  
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４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 8,774 7,942

受取手形及び売掛金 6,382 7,358

たな卸資産 3,441 －

商品及び製品 － 2,263

仕掛品 － 277

原材料及び貯蔵品 － 1,272

繰延税金資産 19 6

その他 547 488

貸倒引当金 △510 △541

流動資産合計 18,655 19,068

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 7,614 7,365

機械装置及び運搬具（純額） 6,336 6,470

工具、器具及び備品（純額） 543 384

土地 2,849 2,879

リース資産（純額） － 678

建設仮勘定 67 58

有形固定資産合計 17,411 17,836

無形固定資産   

ソフトウエア 422 320

その他 166 167

無形固定資産合計 589 488

投資その他の資産   

投資有価証券 5,157 4,656

長期貸付金 327 344

繰延税金資産 50 42

敷金及び保証金 3,044 2,819

前払年金費用 700 675

その他 690 648

貸倒引当金 △247 △270

投資その他の資産合計 9,723 8,915

固定資産合計 27,724 27,240

資産合計 46,380 46,309
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 5,083 5,054

短期借入金 5,752 6,758

1年内償還予定の社債 100 100

未払金 3,557 3,831

リース債務 － 138

未払法人税等 224 238

賞与引当金 653 447

店舗閉鎖損失引当金 164 350

その他 1,467 1,688

流動負債合計 17,003 18,606

固定負債   

社債 100 －

長期借入金 4,832 1,494

リース債務 － 663

退職給付引当金 1,732 1,554

役員退職慰労引当金 11 －

負ののれん 8 3

繰延税金負債 47 －

その他 936 710

固定負債合計 7,669 4,426

負債合計 24,672 23,033

純資産の部   

株主資本   

資本金 14,345 18,280

資本剰余金 15,412 19,348

利益剰余金 △8,342 △13,840

自己株式 △12 △14

株主資本合計 21,402 23,773

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 315 △307

繰延ヘッジ損益 8 △15

評価・換算差額等合計 324 △322

少数株主持分 △18 △174

純資産合計 21,708 23,276

負債純資産合計 46,380 46,309
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（２）連結損益計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 58,784 73,778

売上原価 35,929 43,496

売上総利益 22,854 30,282

販売費及び一般管理費 33,455 35,657

営業損失（△） △10,600 △5,374

営業外収益   

受取利息 41 24

受取配当金 70 42

負ののれん償却額 8 9

持分法による投資利益 455 491

雑収入 262 161

営業外収益合計 839 728

営業外費用   

支払利息 306 245

株式交付費 － 62

たな卸資産廃棄損 105 －

雑損失 154 81

営業外費用合計 566 389

経常損失（△） △10,327 △5,035

特別利益   

固定資産売却益 8,430 11

投資有価証券売却益 869 －

その他 388 13

特別利益合計 9,688 24

特別損失   

固定資産廃棄損 412 257

固定資産売却損 16 －

減損損失 4 －

投資有価証券評価損 － 76

貸倒引当金繰入額 － 16

店舗閉鎖損失引当金繰入額 32 205

子会社分割関連費用 88 －

事務所移転費用 70 －

その他 4 55

特別損失合計 628 611

税金等調整前当期純損失（△） △1,268 △5,622

法人税、住民税及び事業税 235 231

法人税等調整額 △1 12

法人税等合計 234 243

少数株主損失（△） △426 △368

当期純損失（△） △1,075 △5,497
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（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 6,317 14,345

当期変動額   

新株の発行 8,027 3,935

当期変動額合計 8,027 3,935

当期末残高 14,345 18,280

資本剰余金   

前期末残高 7,453 15,412

当期変動額   

新株の発行 7,959 3,935

当期変動額合計 7,959 3,935

当期末残高 15,412 19,348

利益剰余金   

前期末残高 △7,267 △8,342

当期変動額   

当期純損失（△） △1,075 △5,497

当期変動額合計 △1,075 △5,497

当期末残高 △8,342 △13,840

自己株式   

前期末残高 △10 △12

当期変動額   

自己株式の取得 △1 △1

当期変動額合計 △1 △1

当期末残高 △12 △14

株主資本合計   

前期末残高 6,492 21,402

当期変動額   

新株の発行 15,987 7,870

当期純損失（△） △1,075 △5,497

自己株式の取得 △1 △1

当期変動額合計 14,909 2,370

当期末残高 21,402 23,773
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 734 315

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △418 △622

当期変動額合計 △418 △622

当期末残高 315 △307

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 6 8

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 2 △23

当期変動額合計 2 △23

当期末残高 8 △15

評価・換算差額等合計   

前期末残高 740 324

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △416 △646

当期変動額合計 △416 △646

当期末残高 324 △322

少数株主持分   

前期末残高 69 △18

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △88 △156

当期変動額合計 △88 △156

当期末残高 △18 △174

純資産合計   

前期末残高 7,302 21,708

当期変動額   

新株の発行 15,987 7,870

当期純損失（△） △1,075 △5,497

自己株式の取得 △1 △1

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △504 △802

当期変動額合計 14,405 1,567

当期末残高 21,708 23,276
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純損失（△） △1,268 △5,622

減価償却費 3,074 3,118

減損損失 4 －

負ののれん償却額 △8 △9

貸倒引当金の増減額（△は減少） 116 52

賞与引当金の増減額（△は減少） △56 △213

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） △711 186

たな卸資産廃棄損失引当金の増減額（△は減少） △469 －

ＦＣ営業補償引当金の増減額（△は減少） △270 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） △207 △218

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △9 △13

受取利息及び受取配当金 △112 △67

支払利息 306 245

持分法による投資損益（△は益） △455 △491

株式交付費 － 62

固定資産廃棄損 412 257

固定資産売却損益（△は益） △8,430 △11

投資有価証券売却損益（△は益） △868 －

投資有価証券評価損益（△は益） 1 76

売上債権の増減額（△は増加） △4,296 △822

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,154 △230

仕入債務の増減額（△は減少） 2,337 △148

未払金の増減額（△は減少） △733 253

未払消費税等の増減額（△は減少） 82 275

その他の流動資産の増減額（△は増加） 372 54

前払年金費用の増減額（△は増加） △80 25

その他の流動負債の増減額（△は減少） △139 △37

その他の固定負債の増減額（△は減少） △272 △172

その他 3 13

小計 △12,833 △3,433

利息及び配当金の受取額 408 325

利息の支払額 △302 △233

法人税等の支払額 △283 △211

営業活動によるキャッシュ・フロー △13,010 △3,554
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

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 △8 △3

定期預金の払戻による収入 8 －

投資有価証券の取得による支出 △7 △6

投資有価証券の売却による収入 1,931 0

少数株主からの連結子会社株式の取得による支出 － △42

その他投資の投資による支出 △4 △3

その他投資の回収による収入 0 －

有形固定資産の取得による支出 △2,684 △2,527

有形固定資産の売却による収入 8,472 19

無形固定資産の取得による支出 △154 △77

貸付けによる支出 △497 △64

貸付金の回収による収入 48 47

長期前払費用の増加による支出 △52 △22

敷金及び保証金の差入による支出 △214 △102

敷金及び保証金の回収による収入 778 330

その他 △110 △96

投資活動によるキャッシュ・フロー 7,504 △2,550

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） △1,901 △406

社債の償還による支出 △100 △100

長期借入れによる収入 1,970 1,537

長期借入金の返済による支出 △4,246 △3,909

新株発行による収入 15,987 7,807

少数株主の新株払込みによる収入 343 350

リース債務の返済による支出 － △52

割賦債務の返済による支出 △32 △53

自己株式の取得による支出 △1 △1

少数株主への配当金の支払額 △4 △2

財務活動によるキャッシュ・フロー 12,012 5,169

現金及び現金同等物に係る換算差額 △7 －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 6,498 △935

現金及び現金同等物の期首残高 2,268 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期末残高 8,767 7,931
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該当事項はありません。 

  

  

１．連結の範囲に関する事項  

(1）連結子会社の数  ６社 

連結子会社は㈱不二家フードサービス、㈱ダロワイヨジャポン、不二家乳業㈱、㈱不二家システムセンター、不

二家サンヨー㈱及び㈱ＦＦＳ 

不二家サンヨー㈱は、重要性が増したため当連結会計年度より連結の範囲に含めております。 

(2）主要な非連結子会社の名称等 

主要な非連結子会社  不二家テクノ㈱ 

（連結の範囲から除いた理由） 

非連結子会社は、いずれも小規模会社であり、合計の総資産額、売上高、当期純損益（持分に見合う額）及び利

益剰余金（持分に見合う額）等はいずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないためであります。 

２．持分法の適用に関する事項  

(1）持分法適用の関連会社数  ２社  Ｂ－Ｒ サーティワンアイスクリーム㈱、日本食材㈱ 

(2）持分法を適用していない非連結子会社（不二家テクノ㈱他）及び関連会社（㈱ユトリア不二家他）は、それ 

ぞれ当期純損益及び利益剰余金等に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体としても重要性がないため、持分法

の適用から除外しております。 

(3）持分法の適用会社のうち、Ｂ－Ｒ サーティワンアイスクリーム㈱は決算日が連結決算日と異なるため、同社 

の事業年度に係る財務諸表を使用しております。 

３．連結子会社の事業年度等に関する事項  

連結子会社の事業年度末日と連結決算日は一致しております。 

４．会計処理基準に関する事項 

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法 

①  有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの  決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価 

                は移動平均法により算定） 

時価のないもの  移動平均法による原価法 

② たな卸資産 

製品・仕掛品・貯蔵品は主として総平均法による原価法を、また原材料は 終仕入原価法による原価法を採用

しております。（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）  

③ デリバティブ 

時価法 

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法 

① 有形固定資産（リース資産除く） 

定率法 

なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。ただし、

平成10年４月１日以降に取得した建物（附属設備を除く）については、定額法を採用しております。 

（追加情報） 

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、当連結会計

年度より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、営業損失、経常損失及び税金等調整前当

期純損失が128百万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。 

② 無形固定資産（リース資産除く）  

定額法 

なお、耐用年数については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。 

また、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法を採用してお

ります。 

(5)継続企業の前提に関する注記

(6)連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項
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③ リース資産 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。 

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。 

(3）重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

将来の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権に

ついては、個別に回収可能性を検討し回収不能見込額を計上しております。 

② 賞与引当金 

従業員に支給する賞与に充てるため、賞与支給規程に従い、将来の支給見込額のうち当連結会計年度の負担額

を計上しております。 

③  店舗閉鎖損失引当金 

翌連結会計年度の店舗閉鎖に伴って発生すると見込まれる損失額を計上しております。 

④ 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上

しております。なお、会計基準変更時差異（9,843百万円）の一部について、当社保有株式による退職給付信

託を設定し、残額（7,947百万円）については15年による按分額を費用処理しております。 

数理計算上の差異は、主として各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数

（９年）による定額法により、それぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理しております。 

(4）重要なヘッジ会計の方法 

① ヘッジ会計の方法 

繰延ヘッジ処理によっております。 

なお、金利スワップ取引については、すべて金利スワップの特例処理の要件を満たしているため、当該特例処

理を適用しております。 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段……為替予約取引等、金利スワップ取引 

ヘッジ対象……原材料輸入に係る外貨建予定取引、借入金の変動金利 

③ ヘッジ方針 

原材料輸入に係る為替変動リスク及び将来の支払利息に係る金利変動リスクについて、ヘッジしております。 

④ ヘッジ有効性評価の方法 

ヘッジ対象及びヘッジ手段の相場変動又はキャッシュ・フロー変動の累計を比較し、その変動額の比率によっ

て有効性を評価しています。ただし、特例処理によっている金利スワップについては、有効性の評価を省略し

ております。 

(5）重要な繰延資産の処理方法 

株式交付費については、支出時に全額費用として処理しております。  

(6）その他連結財務諸表作成のための重要な事項 

消費税等の会計処理 

消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。 

５．連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 

連結子会社の資産及び負債の評価については、全面時価評価法によっております。 

６．負ののれんの償却に関する事項 

負ののれんの償却については、５年間の均等償却を行っております。 

７．連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負

わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。 
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（棚卸資産の評価に関する会計基準） 

  当連結会計年度より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準９号  平成18年７月５日公表分）を適

用しております。これにより、営業損失は157百万円増加し、経常損失及び税金等調整前当期純損失は、それぞれ

20百万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。 

  

（リース取引に関する会計基準）  

  所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によってお

りましたが、当連結会計年度より「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

適用し、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を適用しております。 

  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。 

  これによる当連結会計年度の影響額は軽微のため記載を省略しております。 

  

表示方法の変更 

  

（連結貸借対照表） 

 「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日  内閣府

令第50号）が適用となることに伴い、前連結会計年度において、「たな卸資産」として掲記されていたものは、当連

結会計年度から「商品及び製品」「仕掛品」「原材料及び貯蔵品」に区分掲記しております。なお、前連結会計年度

の「たな卸資産」に含まれる「商品及び製品」「仕掛品」「原材料及び貯蔵品」は、それぞれ1,951百万円、245百万

円、1,244百万円であります。 

  

(7)連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更
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（連結貸借対照表関係） 

  

(8)連結財務諸表に関する注記事項

当連結会計年度 
（平成21年３月31日） 

  １．有形固定資産の減価償却累計額 

 52,109百万円 

  ２．非連結子会社及び関連会社に対するものは次のとお

りであります。 

投資有価証券(株式) 3,625百万円

出資金 219百万円

  ３．担保に供している資産 

建物及び構築物 4,328百万円

土地  2,268 

投資有価証券  391 

計  6,988 

担保付債務は次のとおりであります。 

短期借入金 6,248百万円

長期借入金  1,451 

計  7,700 

 ４．保証債務 

連結会社以外の関係会社の金融機関の借入金に対す

る保証 

不二家(杭州)食品有限公司  28百万円

㈱ユトリア不二家  46 

計  74 

関係会社他の営業債務に対する保証 

㈱ジェフグルメカード 30百万円

計  30 
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（連結損益計算書関係） 

  

（連結株主資本等計算書関係） 

当連結会計年度（自平成20年４月１日 至平成21年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

   （注）１．発行済株式総数の増加63,470千株は、第三者割当による新株の発行による増加であります。 

         ２．自己株式の株式数の増加11千株は、単元未満株式の買取りによるものです。  

２．配当に関する事項 

  該当事項はありません。 

  

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

  １．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は、次のとおりであります。 

１．運賃及び倉庫料 4,261百万円

２．販売促進費  11,633 

３．広告宣伝費  1,893 

４．水道光熱費  697 

５．地代家賃  2,157 

６．給料及び手当  6,612 

７．賞与引当金繰入額  269 

８．退職給付引当金繰入額  652 

９．委託業務費  994 

10．貸倒引当金繰入額  85 

  ２．一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費

は次のとおりであります。 

114百万円

  ３．固定資産売却益は、建物、機械装置及び工具器具備

品によるものであります。 

  ４．固定資産廃棄損は、機械装置及び運搬具の毀損等に

よるものであります。 

  
前連結会計年度末
株式数（千株） 

当連結会計年度増
加株式数（千株） 

当連結会計年度減
少株式数（千株） 

当連結会計年度末
株式数（千株） 

発行済株式         

普通株式（注）１  194,376  63,470  －  257,846

合計  194,376  63,470  －  257,846

自己株式         

普通株式（注）２  64  11  －  76

合計  64  11  －  76
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

  

当連結会計年度（自平成20年４月１日 至平成21年３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．当連結会計年度における営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は2,364百万

円であり、その主なものは当社の総務、管理、経理、人事部門及び基礎研究等に係る費用であります。 

４．当連結会計年度における資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は9,289百万円であり、

その主なものは、当社での長期投資資金（投資有価証券）及び本社等に係る資産等であります。 

５．減価償却費及び資本的支出には長期前払費用と同費用に係る償却額が含まれております。 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記さ

れている科目との関係 

  （百万円）

現金及び預金勘定 7,942

預入期間が３ヵ月を超える定期預金 △11

現金及び現金同等物 7,931

（セグメント情報）

ａ．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）

Ⅰ 売上高及び営業損益               

売上高               

(1）外部顧客に対する売上高  25,295  47,335  255  892  73,778  －  73,778

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 0  7  109  733  850 (850)  －

計  25,296  47,342  365  1,625  74,629 (850)  73,778

営業費用  28,802  47,166  325  1,344  77,639  1,514  79,153

営業利益または営業損失

（△） 
 △3,506  175  39  281  △3,009 (2,364)  △5,374

Ⅱ 資産、減価償却費、減損損失

及び資本的支出 
              

資産  16,239  18,832  942  1,006  37,020  9,289  46,309

減価償却費  1,281  1,580  51  120  3,034  83  3,118

減損損失  －  －  －  －  －  －  －

資本的支出  1,227  1,848  20  44  3,140  230  3,371

事業区分 主要な事業内容

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 不動産の賃貸、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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６．会計方針の変更 

（棚卸資産の評価に関する会計基準） 

    当連結会計年度より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準９号  平成18年７月５日公表分）

を適用しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合と比べて、営業損失が「小売事業」で75百

万円及び「卸売事業」で81百万円それぞれ増加しております。 

７．追加情報 

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、当連結会

計年度より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。この変更に伴い、従来の方法によった場合と比

べて、営業損失が「小売事業」で20百万円、「卸売事業」で108百万円及び「その他の事業」で０百万円そ

れぞれ減少しております。 

  

当連結会計年度（自平成20年４月１日 至平成21年３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。 

  

当連結会計年度（自平成20年４月１日 至平成21年３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。 

  

（開示の省略）  

リース取引、関連当事者との取引、税効果会計、有価証券、デリバティブ取引、退職給付 

決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。 

  

（ストック・オプション等）（企業結合等） 

該当事項はありません。 

  

ｂ．所在地別セグメント情報

ｃ．海外売上高
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 （注）１株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

 １．１株当たり当期純損失金額 

  

 ２．１株当たり純資産額 

  

  

（重要な後発事象） 

該当事項はありません。  

（１株当たり情報）

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

１株当たり純資産額 90.98円 

１株当たり当期純損失 25.47円 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益の金額につい

ては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

  
当連結会計年度

(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

当期純損失（百万円）  5,497

普通株主に帰属しない金額（百万円）  －

普通株式に係る当期純損失（百万円）  5,497

期中平均株式数（千株）  215,867

  
当連結会計年度

(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

純資産の部の合計額（百万円）  23,276

普通株式に係る期末の純資産額（百万円）  23,451

貸借対照表の純資産の部の合計額と１株当

たり純資産額の算定に用いられた普通株式

に係る期末の純資産額との差額の主な内訳

（百万円） 

  

少数持主持分  △174

普通株式の発行済株式数（千株）  257,846

普通株式の自己株式数（千株）  76

１株当たり純資産額の算定に用いられた普

通株式の数（千株） 
 257,770
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５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：百万円）

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 7,896 7,030

受取手形 80 96

売掛金 6,001 6,837

製品・商品 1,876 －

商品及び製品 － 1,986

仕掛品 217 277

原材料 957 －

貯蔵品 199 －

原材料及び貯蔵品 － 1,140

前払費用 179 148

関係会社短期貸付金 5,933 6,179

その他 306 297

貸倒引当金 △5,846 △6,252

流動資産合計 17,801 17,742

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 6,756 6,447

構築物（純額） 381 372

機械及び装置（純額） 6,191 6,291

車両運搬具（純額） 35 34

工具、器具及び備品（純額） 392 284

土地 2,813 2,813

リース資産（純額） － 613

建設仮勘定 67 58

有形固定資産合計 16,639 16,915

無形固定資産   

借地権 105 105

商標権 0 0

ソフトウエア 203 130

その他 55 78

無形固定資産合計 365 314

投資その他の資産   

投資有価証券 1,626 970

関係会社株式 2,915 3,577

出資金 12 11

関係会社出資金 219 219

長期貸付金 268 294

従業員長期貸付金 59 50
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（単位：百万円）

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

関係会社長期貸付金 139 －

破産更生債権等 38 6

長期前払費用 256 153

敷金及び保証金 2,239 2,053

前払年金費用 700 675

その他 135 228

貸倒引当金 △387 △270

投資その他の資産合計 8,223 7,970

固定資産合計 25,228 25,200

資産合計 43,029 42,942

負債の部   

流動負債   

支払手形 355 339

買掛金 4,477 4,368

短期借入金 3,578 3,000

1年内返済予定の長期借入金 1,908 3,089

1年内償還予定の社債 100 100

リース債務 － 126

未払金 2,394 2,331

未払歩戻奨励金 931 1,269

未払消費税等 94 294

未払費用 517 509

未払法人税等 156 143

前受金 102 81

賞与引当金 519 345

店舗閉鎖損失引当金 164 151

設備関係支払手形 464 480

その他 45 44

流動負債合計 15,809 16,675

固定負債   

社債 100 －

長期借入金 4,700 1,297

リース債務 － 608

繰延税金負債 47 －

退職給付引当金 1,355 1,196

債務保証損失引当金 18 －

預り保証金 498 400

固定負債合計 6,720 3,503

負債合計 22,530 20,179
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（単位：百万円）

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 14,345 18,280

資本剰余金   

資本準備金 15,412 19,348

資本剰余金合計 15,412 19,348

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 △9,558 △14,539

利益剰余金合計 △9,558 △14,539

自己株式 △10 △12

株主資本合計 20,189 23,076

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 309 △312

評価・換算差額等合計 309 △312

純資産合計 20,498 22,763

負債純資産合計 43,029 42,942
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（２）損益計算書 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 48,524 63,157

売上原価 32,082 39,363

売上総利益 16,441 23,794

販売費及び一般管理費 25,588 28,546

営業損失（△） △9,147 △4,752

営業外収益   

受取利息 128 54

受取配当金 452 547

雑収入 218 134

営業外収益合計 799 736

営業外費用   

支払利息 278 226

たな卸資産廃棄損 105 －

株式交付費 － 62

雑損失 133 71

営業外費用合計 517 360

経常損失（△） △8,865 △4,377

特別利益   

固定資産売却益 8,330 －

投資有価証券売却益 869 －

その他 65 －

特別利益合計 9,265 －

特別損失   

固定資産廃棄損 351 222

固定資産売却損 16 －

減損損失 4 －

投資有価証券評価損 － 8

関係会社株式評価損 685 29

貸倒引当金繰入額 688 227

店舗閉鎖損失引当金繰入額 32 6

事務所移転費用 70 －

その他 3 18

特別損失合計 1,853 512

税引前当期純損失（△） △1,453 △4,889

法人税、住民税及び事業税 84 91

法人税等合計 84 91

当期純損失（△） △1,538 △4,981
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（３）株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 6,317 14,345

当期変動額   

新株式の発行 8,027 3,935

当期変動額合計 8,027 3,935

当期末残高 14,345 18,280

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 7,453 15,412

当期変動額   

新株式の発行 7,959 3,935

当期変動額合計 7,959 3,935

当期末残高 15,412 19,348

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金   

前期末残高 △8,019 △9,558

当期変動額   

当期純損失（△） △1,538 △4,981

当期変動額合計 △1,538 △4,981

当期末残高 △9,558 △14,539

自己株式   

前期末残高 △8 △10

当期変動額   

自己株式の取得 △1 △1

当期変動額合計 △1 △1

当期末残高 △10 △12

株主資本合計   

前期末残高 5,742 20,189

当期変動額   

新株式の発行 15,987 7,870

当期純損失（△） △1,538 △4,981

自己株式の取得 △1 △1

当期変動額合計 14,447 2,887

当期末残高 20,189 23,076
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（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 696 309

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △386 △622

当期変動額合計 △386 △622

当期末残高 309 △312

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 6 －

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △6 －

当期変動額合計 △6 －

当期末残高 － －

評価・換算差額等合計   

前期末残高 702 309

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △393 △622

当期変動額合計 △393 △622

当期末残高 309 △312

純資産合計   

前期末残高 6,445 20,498

当期変動額   

新株式の発行 15,987 7,870

当期純損失（△） △1,538 △4,981

自己株式の取得 △1 △1

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △393 △622

当期変動額合計 14,053 2,264

当期末残高 20,498 22,763
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該当事項はありません。 

  

(4)継続企業の前提に関する注記
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(1）役員の異動 

  

１．代表者の異動 

該当事項はありません。 

  

２．その他の役員の異動（平成２１年６月２５日付予定） 

  

(1) 新任取締役候補  

専務取締役       後藤   信也  （現 当社顧問） 

取締役          河村   宣行  （現 当社執行役員社長室長兼総務部長） 

  

(2) 退任予定取締役 

専務取締役              和泉田 勝男 

（退任後、当社顧問に就任予定）  

  

(3) 昇格予定取締役 

常務取締役              佐々木 達雄  （現 取締役菓子事業本部長兼食品事業担当） 

  

  

                                                                         以  上 

   

６．その他
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