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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年6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 ％

22年3月期第1四半期 4,245 7.6 200 39.6 209 52.3 87 18.8
21年3月期第1四半期 3,944 ― 143 ― 137 ― 74 ―

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

22年3月期第1四半期 16.95 ―

21年3月期第1四半期 14.10 ―

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

22年3月期第1四半期 12,059 4,586 38.0 884.28
21年3月期 12,267 4,702 38.3 906.54

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  4,586百万円 21年3月期  4,702百万円

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

21年3月期 ― 0.00 ― 40.00 40.00
22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

0.00 ― 40.00 40.00

3.  平成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）

（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

第2四半期 
連結累計期間

8,850 7.7 440 3.7 460 10.9 230 0.6 44.34

通期 18,500 6.4 1,420 8.1 1,450 9.2 780 8.3 150.38
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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）  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） 

(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 

平成21年５月19日発表の業績予想を修正しておりません。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、4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。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第1四半期 6,068,000株 21年3月期  6,068,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  881,080株 21年3月期  881,080株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 5,186,920株 21年3月期第1四半期 5,249,320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１四半期連結会計期間における経営環境は、雇用・所得環境の悪化が消費マインドに大きく影響を及ぼし、

生活防衛意識、節約志向の高まりにより個人消費は回復せず、依然として厳しい環境となっています。 

 このような状況のもと、当社グループは、お客様にとってなくてはならない、圧倒的に知名度の高い「商品」、

「お店」、「会社」を目指し、『強いブランド創造革命』を2009年度の経営方針に掲げ、この方針に基づき事業施

策を推進いたしております。 

 重点項目として、通信販売の強化、高付加価値製品の開発、魅力的な売り場・ディスプレー・ＰＯＰの提供、接

客のレベルアップに努めブランド価値の育成に注力いたしました。 

 特に、中核ブランドであります北海道の「ルタオ」では、通信販売事業の更なる拡大に向け、期初よりプロモー

ション活動を積極的に展開し、新規顧客の獲得を図っております。 

 以上の結果、当第１四半期連結会計期間の売上高は、新型インフルエンザの国内感染によるマイナス要因があっ

たものの、高速道路・有料道路の割引効果などによりＳＡ・ＰＡ向け売上が堅調に推移し、更に、ルタオ通販の伸

長により4,245百万円（前年同期比7.6％増）と前年同期を上回りました。利益面では、戦略的なプロモーション活

動に伴う販売促進費の使用などにより、売上高に対する販売管理費比率は、前年同期の40.3％から43.2％と2.9ポイ

ント上昇した一方、売上総利益率は前年同期の44.0％から47.9％と3.9ポイント上昇したことにより、結果として営

業利益は200百万円（前年同期比39.6％増）、経常利益は209百万円（前年同期比52.3％増）、四半期純利益は87百

万円（前年同期比18.8％増）となり前年同期を上回る状況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、売上高は1,473百万円（前年同期比2.4％減）となり前年同期を下回ったものの、利益面で

は、売上総利益率が前年同期の32.6％から33.6％と1.0ポイント上昇したことにより営業利益は63百万円（前年同期

比4.6％増）となり前年同期を上回りました。 

 なお、平成19年８月より発売いたしました「白ウサギフィナンシェ」が２００９年度モンドセレクション金賞を

受賞しました。 

② 株式会社但馬寿 

 株式会社但馬寿は、売上高は224百万円（前年同期比9.4％減）、営業利益は13百万円（前年同期比42.7％減）と

なり、売上面、利益面ともに前年同期を下回りました。 

 なお、主力商品であります遊月亭の「黒豆茶」が２００９年度モンドセレクション銀賞を受賞しました。 

③ 株式会社ケイシイシイ 

 株式会社ケイシイシイは、「ルタオ」部門において通信販売の新規顧客獲得に向け、新聞折込チラシの配布、新

聞広告、テレビＣＭの全国放映などのプロモーション活動が奏功し、ルタオ通販売上が584百万円（前年同期比

192.0％増）と大きく伸長したことが寄与し、売上高は1,592百万円（前年同期比40.0％増）となり、利益面では、

販売促進費など新規顧客獲得コストの計画的使用により販売管理費が増加した一方、売上総利益率が前年同期の

51.8％から58.7％と6.9ポイント上昇したことにより営業利益は211百万円（前年同期比51.6％増）となり、売上

面、利益面ともに前年同期を上回りました。 

 なお、本年６月、小樽市で５店舗目となります「エキモルタオ店」をＪＲ小樽駅前に出店いたしました。 

④ 株式会社つきじちとせ 

 株式会社つきじちとせは、好評を頂いている「かりんとうかりんとせ」の販売強化に努めたものの、小田急新宿

店（平成21年２月退店）、キオスク東京駅八重洲南口店（平成21年３月退店）の閉店により売上高は145百万円（前

年同期比25.7％減）、営業損失は26百万円（前年同期は営業損失18百万円）となり、売上面、利益面ともに前年同

期を下回りました。 

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、テーマパーク向け売上の低迷などにより売上高は684百万円（前年同期比13.5％

減）と前年同期を下回ったものの、利益面では、「のれん償却費」の解消による販売管理費の減少に加え、売上総

利益率が前年同期の33.9％から38.3％と4.4ポイント上昇したことにより営業利益は31百万円（前年同期比94.0％

増）と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、ＳＡ・ＰＡ向け売上が堅調に推移したものの、関西地区では新型インフルエンザの感染の影響に

より低迷した結果、売上高は862百万円（前年同期比1.3％減）、営業利益は７百万円（前年同期比45.5％減）とな

り、売上面、利益面ともに前年同期を下回りました。 

  



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１四半期末の総資産は、前連結会計年度末に比べ208百万円減少し12,059百万円となりました。流動資産は

4,804百万円となり、154百万円減少いたしました。主な要因は、受取手形及び売掛金の減少（335百万円）などで

す。固定資産は、7,254百万円となり、53百万円減少いたしました。主な要因は、有形固定資産において減価償却

費が有形固定資産の取得を上回り75百万円減少したことなどです。 

 負債合計は、前連結会計年度末に比べ92百万円減少し7,472百万円となりました。流動負債は4,644百万円とな

り47百万円減少いたしました。主な要因は、賞与引当金の減少（108百万円）、確定納付による未払法人税等の減

少（316百万円）、１年以内返済予定長期借入金の減少（212百万円）などの減少要因と賞与関連の未払費用及び

役員退職慰労未払金の発生によるその他流動負債の増加（674百万円）による増加要因によるものです。固定負債

は2,828百万円となり45百万円減少いたしました。主な要因は、長期借入金の増加（120百万円）、役員退職慰労

引当金の減少（177百万円）などです。 

 純資産合計は、前連結会計年度末に比べ115百万円減少し4,586百万円となりました。主な要因は、四半期純利

益（87百万円）の計上による増加、配当金の支払い（207百万円）による減少などです。 

 この結果、自己資本比率は、前連結会計年度末に比べ0.3％減少し38.0％となりました。 

  

② キャッシュ・フローの状況 

 当第１四半期のキャッシュ・フローは68百万円増加し、当第１四半期末の現金及び現金同等物（以下「資金」

という。）の残高は、1,647百万円（前年同期比16.2％増）となりました。 

 当第１四半期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、384百万円（前年同期比25.7％増）となりました。 

 主な要因は、税金等調整前四半期純利益を167百万円、減価償却費を123百万円計上するとともに、売上債権の

減少292百万円、その他の増加584百万円などの増加要因があった一方、賞与引当金の減少108百万円、役員退職慰

労引当金の減少177百万円、法人税等の支払416百万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、14百万円（前年同期比82.7％減）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18百万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） 

 財務活動の結果使用した資金は、302百万円（前年同期比135.1％増）となりました。 

 主な要因は、配当金の支払い207百万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 

 当第１四半期の業績は、前期実績を上回っているものの、当社グループを取り巻く事業環境は、前述いたしまし

たとおり、今後も厳しい状況で推移するものと予想されます。 

 このような状況を踏まえ、本資料発表日現在におきましては、第２四半期連結累計期間及び通期とも前回公表数

字（平成21年５月19日付「平成21年３月期決算短信」）からの変更はありません。 

 当社グループにおきましては、引続き通信販売の強化、高付加価値商品の開発、経費の効率的使用に努め、期初

に掲げております業績予想の達成を目指してまいります。 

  

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１四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、表示方法等の変更 

 該当事項はありません。 

  



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１四半期連結会計期間末
(平成21年６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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,193,319 2,132,879

受取手形及び売掛金 1,551,669 1,887,514

商品及び製品 398,249 370,052

仕掛品 24,290 24,367

原材料及び貯蔵品 313,462 313,839

その他 327,484 252,091

貸倒引当金 △4,124 △21,556

流動資産合計 4,804,349 4,959,186

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,129,825 3,204,921

機械装置及び運搬具（純額） 345,218 349,711

工具、器具及び備品（純額） 200,904 200,390

土地 2,344,340 2,344,340

リース資産（純額） 60,891 57,616

建設仮勘定 7,846 7,321

有形固定資産合計 6,089,024 6,164,299

無形固定資産 48,881 51,256

投資その他の資産   

その他 1,167,234 1,126,114

貸倒引当金 △50,224 △33,483

投資その他の資産合計 1,117,010 1,092,631

固定資産合計 7,254,915 7,308,186

資産合計 12,059,264 12,267,372

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 661,294 746,149

短期借入金 1,950,000 1,950,000

1年内返済予定の長期借入金 523,828 736,128

未払法人税等 101,560 418,153

賞与引当金 144,408 252,501

その他 1,263,213 588,418

流動負債合計 4,644,303 4,691,349

固定負債   

長期借入金 1,805,484 1,684,941

退職給付引当金 659,184 650,603

役員退職慰労引当金 103,647 281,271

その他 259,959 257,072

固定負債合計 2,828,274 2,873,887

負債合計 7,472,577 7,565,236



（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６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21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 2,028,821 2,148,383

自己株式 △1,232,916 △1,232,916

株主資本合計 4,569,782 4,689,344

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 16,905 12,792

評価・換算差額等合計 16,905 12,792

純資産合計 4,586,687 4,702,136

負債純資産合計 12,059,264 12,267,372



（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 3,944,680 4,245,227

売上原価 2,210,160 2,211,274

売上総利益 1,734,520 2,033,953

販売費及び一般管理費 1,591,169 1,833,864

営業利益 143,351 200,089

営業外収益   

受取利息 542 430

受取配当金 1,149 1,178

受取地代家賃 4,971 19,949

その他 6,468 4,773

営業外収益合計 13,130 26,330

営業外費用   

支払利息 16,172 16,412

その他 2,757 561

営業外費用合計 18,929 16,973

経常利益 137,552 209,446

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 555

特別利益合計 － 555

特別損失   

固定資産売却損 46 7

固定資産除却損 1,434 2,989

役員退職慰労金 － 20,450

減損損失 － 18,669

特別損失合計 1,480 42,115

税金等調整前四半期純利益 136,072 167,886

法人税等 62,048 79,971

四半期純利益 74,024 87,915



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６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 136,072 167,886

減価償却費 110,779 123,315

のれん償却額 10,000 －

減損損失 － 18,669

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,450 △691

賞与引当金の増減額（△は減少） △96,064 △108,093

退職給付引当金の増減額（△は減少） 12,267 8,581

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 2,700 △177,624

受取利息及び受取配当金 △1,691 △1,608

支払利息 16,172 16,412

固定資産売却損益（△は益） 46 7

固定資産除却損 1,434 2,989

売上債権の増減額（△は増加） 273,495 292,564

たな卸資産の増減額（△は増加） △84,894 △27,743

仕入債務の増減額（△は減少） △158,124 △84,855

その他 252,714 584,841

小計 476,356 814,650

利息及び配当金の受取額 1,155 1,203

利息の支払額 △15,226 △14,565

法人税等の支払額 △156,316 △416,616

営業活動によるキャッシュ・フロー 305,969 384,672

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 △450 △3,450

定期預金の払戻による収入 1,200 11,200

有形固定資産の取得による支出 △64,972 △18,402

有形固定資産の売却による収入 47 42

無形固定資産の取得による支出 △14,297 －

貸付けによる支出 △140 △150

投資有価証券の取得による支出 △301 △294

貸付金の回収による収入 － 60

その他 △3,154 △3,219

投資活動によるキャッシュ・フロー △82,067 △14,213

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） 100,000 －

長期借入れによる収入 － 250,000

長期借入金の返済による支出 △123,602 △341,757

ファイナンス・リース債務の返済による支出 － △3,035

配当金の支払額 △104,986 △207,477

財務活動によるキャッシュ・フロー △128,588 △302,269

現金及び現金同等物に係る換算差額 － －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 95,314 68,190

現金及び現金同等物の期首残高 1,322,073 1,579,379

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,417,387 1,647,569



（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。
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