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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 1,453 △2.4 62 △46.7 61 △47.1 28 △54.4
21年3月期第1四半期 1,490 ― 116 ― 116 ― 63 ―

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 7.97 ―
21年3月期第1四半期 17.48 ―

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 4,269 791 18.5 218.32
21年3月期 4,267 781 18.3 215.53

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  791百万円 21年3月期  781百万円

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 ― 7.00 7.00
22年3月期 ―
22年3月期 

（予想）
0.00 ― 7.00 7.00

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

2,962 1.4 105 △43.6 93 △49.5 39 △60.2 10.84

通期 6,000 2.8 243 2.1 215 △3.4 95 0.7 26.48



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） 

(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 
 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事項については、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。 

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 3,630,000株 21年3月期  3,630,000株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  5,340株 21年3月期  5,330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 3,624,665株 21年3月期第1四半期 3,624,800株



当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、一部の業種においては在庫調整が進み、生産・輸出に持ち直

しの兆しが見られるものの、企業業績の不振、設備投資の抑制など、依然として厳しい状況が続いております。 

当業界におきましても、雇用環境、所得の悪化による先行きの不安感から、消費への節約志向が高まっており、

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

に努めました。新製品としましては、「デニッシュ」において、夏期限定製品である「夏みかん小町」「デニッシ

ュはちみつレモン」に加え、「デニッシュメープルキャラメル」、「クッキーデニッシュ」３品を発売しました。

また、「クロワッサン」においては「Disney野菜クロワッサン」を、「その他」においては、「ワッフル」３品を

発売しました。 

売上高につきましては、導入店舗数の増加等による量販店の増加、企画数の増加による生活協同組合の回復等、

一部順調に推移した業態もあるものの、景気低迷の影響による、工場を中心とした職域における自動販売機による

販売数の減少、卸価格の値上げに伴う競合他社製品の導入等により、総じて低調に推移しました。 

利益面につきましては、運送会社の効率的利用による配送費の削減、自動販売機の新規設置の抑制等により、販

売費及び一般管理費は減少しました。しかしながら、製造ラインで使用する消耗品の購入、前連結会計年度中に行

った製造ラインの新設による減価償却費負担の増大等により、売上原価率は上昇し、結果としてほぼ当初の見込み

通りとなりました。  

以上の結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は14億５千３百万円（前年同期比2.4％減）、営業利益６千２百

万円（前年同期比46.7％減）、経常利益６千１百万円（前年同期比47.1％減）、四半期純利益２千８百万円（前年

同期比54.4％減）となりました。  

  

 当第１四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１百万円増加し、42億６千９百万円となりま

した。これは、主に現金及び預金の増加（３千３百万円）、受取手形及び売掛金の減少（２千６百万円）などによ

るものであります。 

 負債は、前連結会計年度末に比べ８百万円減少し、34億７千８百万円となりました。これは主に夏季賞与の支給

に伴う未払金の増加（６千７百万円）、長期借入金の返済による減少（５千６百万円）、夏季賞与の支給による賞

与引当金の減少（３千４百万円）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１千万円増加し、７億９千１百万円となり、自己資本比率は18.5％と

なりました。 

（キャッシュ・フローの状況）  

 当第１四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

３千３百万円増加（前連結会計年度末比9.0％増）し、当第１四半期連結会計期間末には４億１千万円となりまし

た。 

 当第１四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１億６千５百万円の増加（前年同期比161.7％増）となりました。 

   これは主に税金等調整前四半期純利益（６千１百万円）、減価償却費（５千９百万円）、賞与引当金の減少額

（３千４百万円）、法人税等の支払額（３千３百万円）、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４千９百万円の支出（前年同期比48.3％減）となりました。 

   これは主に製造設備の取得による支出（４千５百万円）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８千１百万円との支出（前年同期は４千３百万円の獲得）となりまし

た。 

    これは主に長期借入金の返済による支出（５千８百万円）、配当金の支払（２千万円）などによるものであり

ます。  

  

当第１四半期連結累計期間の業績は概ね計画通り推移しており、前回発表（平成21年５月11日）の第２四半期連

結累計期間業績予想及び通期業績予想に変更はありません。   

  

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

２．連結財政状態に関する定性的情報

３．連結業績予想に関する定性的情報

               



  

 該当事項はありません。 

  

  

 ①簡便な会計処理 

  該当事項はありません。 

 ②四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。  

  

  

 該当事項はありません。 

  

  

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

               



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 410,782 376,819

受取手形及び売掛金 713,994 740,290

商品及び製品 46,201 52,287

仕掛品 10,082 11,601

原材料及び貯蔵品 73,184 67,809

その他 38,477 61,029

貸倒引当金 △900 △900

流動資産合計 1,291,823 1,308,939

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 649,657 644,857

機械装置及び運搬具（純額） 599,605 608,991

土地 1,187,049 1,187,049

リース資産（純額） 58,902 39,894

その他（純額） 37,718 38,946

有形固定資産合計 2,532,933 2,519,738

無形固定資産   

リース資産 4,619 4,866

その他 11,888 12,483

無形固定資産合計 16,508 17,350

投資その他の資産   

投資有価証券 178,555 171,875

その他（純額） 249,949 250,040

投資その他の資産合計 428,504 421,916

固定資産合計 2,977,946 2,959,004

資産合計 4,269,770 4,267,943

               



（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) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 249,340 257,921

短期借入金 2,098,800 2,100,800

リース債務 12,167 8,556

未払金 283,428 215,975

未払法人税等 19,026 40,793

賞与引当金 12,066 46,118

その他 110,191 83,049

流動負債合計 2,785,019 2,753,214

固定負債   

社債 100,000 100,000

長期借入金 366,300 423,000

リース債務 55,528 39,082

退職給付引当金 54,203 56,559

役員退職慰労引当金 70,671 68,177

その他 46,700 46,700

固定負債合計 693,403 733,519

負債合計 3,478,423 3,486,733

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 2,411,061 2,407,559

自己株式 △8,097 △8,081

株主資本合計 2,759,364 2,755,877

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △35,361 △42,010

土地再評価差額金 △1,932,656 △1,932,656

評価・換算差額等合計 △1,968,018 △1,974,667

純資産合計 791,346 781,210

負債純資産合計 4,269,770 4,267,943

               



（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 1,490,263 1,453,825

売上原価 910,414 935,254

売上総利益 579,849 518,570

販売費及び一般管理費 463,416 456,524

営業利益 116,432 62,046

営業外収益   

受取利息 2 2

受取配当金 663 555

受取家賃 5,466 5,438

リサイクル委託費用返戻金 3,442 2,782

その他 1,163 1,681

営業外収益合計 10,739 10,460

営業外費用   

支払利息 8,988 9,284

その他 1,781 1,634

営業外費用合計 10,769 10,919

経常利益 116,402 61,587

特別利益   

貸倒引当金戻入額 100 －

特別利益合計 100 －

特別損失   

固定資産除却損 272 540

特別損失合計 272 540

税金等調整前四半期純利益 116,229 61,046

法人税、住民税及び事業税 61,963 17,282

法人税等調整額 △9,108 14,889

法人税等合計 52,855 32,172

四半期純利益 63,373 28,874

               



（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 116,229 61,046

減価償却費 42,559 59,022

貸倒引当金の増減額（△は減少） △100 －

賞与引当金の増減額（△は減少） △33,216 △34,052

退職給付引当金の増減額（△は減少） 3,135 △2,355

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 2,499 2,493

受取利息及び受取配当金 △666 △557

支払利息 8,988 9,284

有形固定資産除却損 272 540

売上債権の増減額（△は増加） 43,063 26,295

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,788 2,230

その他の流動資産の増減額（△は増加） △2,914 △162

仕入債務の増減額（△は減少） △10,979 △8,581

未払消費税等の増減額（△は減少） △3,230 19,179

未収消費税等の増減額（△は増加） － 7,053

その他の流動負債の増減額（△は減少） 6,570 64,898

その他 805 1,075

小計 171,227 207,411

利息及び配当金の受取額 666 557

利息の支払額 △9,343 △8,812

法人税等の支払額 △99,336 △33,711

営業活動によるキャッシュ・フロー 63,213 165,445

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 △30 △29

有形固定資産の取得による支出 △91,915 △45,776

その他 △3,772 △3,714

投資活動によるキャッシュ・フロー △95,717 △49,520

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 －

長期借入金の返済による支出 △33,700 △58,700

割賦債務の返済による支出 △3,230 －

配当金の支払額 △19,532 △20,606

リース債務の返済による支出 － △2,640

その他 △108 △15

財務活動によるキャッシュ・フロー 43,429 △81,961

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 10,925 33,962

現金及び現金同等物の期首残高 435,726 376,819

現金及び現金同等物の四半期末残高 446,651 410,782

               



 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

   

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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