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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年9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2四半期 9,215 12.2 793 87.0 810 95.4 436 90.9
21年3月期第2四半期 8,215 ― 424 ― 414 ― 228 ―

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2四半期 84.17 ―

21年3月期第2四半期 43.56 ―

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2四半期 12,463 4,928 39.5 950.25
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2四半期  4,928百万円 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

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
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 ― 0.00

22年3月期 
（予想）

― 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 18,860 8.5 1,780 35.5 1,800 35.6 950 31.9 183.15
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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 

※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10月26日発表の通期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、上記予想に関する事項は、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2四半期 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2四半期  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2四半期 5,186,920株 21年3月期第2四半期 5,249,320株



 当第２四半期連結累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。 

 以上の結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は、積極的な広告宣伝及び販促活動などの事業施策遂行の成果

により9,215百万円（前年同期比12.2％増）と前年同期を上回りました。利益面では、販売促進費、運賃、広告宣伝

費の増加などにより、売上高に対する販売管理費比率は、前年同期の38.8％から40.2％と1.4ポイント上昇した一

方、売上総利益率は、売上高の増収効果に加え、生産の効率化など利益率向上に向けた諸施策に全社を挙げて積極

的に取り組んだことなどにより採算面が改善され前年同期の44.0％から48.8％と4.8ポイント上昇いたしました。結

果として営業利益は793百万円（前年同期比87.0％増）、経常利益は810百万円（前年同期比95.4％増）、四半期純

利益は436百万円（前年同期比90.9％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、「白ウサギフィナンシェ」のモンドセレクション金賞受賞キャンペーンなど積極的な販促活

動により売上高は3,342百万円（前年同期比0.9％増）となり概ね前年同水準で推移いたしました。利益面では、売

上総利益率が前年同期の32.4％から33.8％と1.4ポイント上昇したことにより営業利益は250百万円（前年同期比

33.9％増）となり前年同期を上回りました。 

② 株式会社但馬寿 

 株式会社但馬寿は、通信販売は堅調に推移したものの、5月から6月にかけ、新型インフルエンザの影響による受

注減により主力ラインの稼働率が低迷したことなどにより売上高は543百万円（前年同期比4.2％減）、営業利益は

57百万円（前年同期比8.1％減）となり、売上面、利益面ともに前年同期を下回りました。 

③ 株式会社ケイシイシイ 

 株式会社ケイシイシイは、通信販売の新規顧客の獲得を図るため実施したプロモーション活動が奏功し、ルタオ

通販売上が1,103百万円（前年同期比187.9％増）と大きく伸長いたしました。また、直営店舗及び外商部門にもプ

ロモーション活動の波及効果があったことなどにより売上高は3,294百万円（前年同期比46.2％増）となりました。

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52.1％から60.0％と7.9ポイント上昇したことにより営業利益は507百万円（前年同期比92.7％増）とな

り、売上面、利益面ともに前年同期を大幅に上回りました。 

④ 株式会社つきじちとせ 

 株式会社つきじちとせは、前期に実施いたしました小田急新宿店（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）の退店に伴い売上高は327百万円（前年同期比19.5％減）となり前年同期を下回りまし

た。利益面におきましては、新商品「かりんとうかりんとせ」「籠摘みぶどう」の販売強化、また、経費の削減に

努め、営業損失は28百万円（前年同期は営業損失32百万円）となり損失額は前年同期に比べ減少いたしました。 

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、主力製品売上は伸長いたしましたもののテーマパーク向け売上が低迷したことなど

により売上高は1,453百万円（前年同期比5.7％減）となり前年同期を下回りました。一方、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、不採算製品の廃止などにより採算が改善され、売上総利益率が前年同期

の34.6％から39.5％と4.9ポイント上昇し営業利益は107百万円（前年同期比178.9％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、駅、空港向け売上が低迷した一方、高速道路のＳＡ・ＰＡ向け売上が堅調に推移したことなどによ

り、売上高は1,952百万円（前年同期比3.9％増）、営業利益は75百万円（前年同期比9.2％増）となり売上面、利益

面ともに前年同期を上回りました。 

  

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



該当事項はありません。 

  

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２四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196百万円増加し12,463百万円となりまし

た。流動資産は5,223百万円となり、264百万円増加いたしました。主な要因は、季節変動要因による受取手形及

び売掛金の増加（241百万円）などです。固定資産は、7,240百万円となり、67百万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77百万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30百万円減少し7,534百万円となりました。流動負債は5,230百万円とな

り539百万円増加いたしました。主な要因は、支払手形及び買掛金の増加（108百万円）、短期借入金の増加

（250百万円）、１年以内返済予定の長期借入金の増加（184百万円）などです。固定負債は2,304百万円となり

569百万円減少いたしました。主な要因は、長期借入金の減少（411百万円）、役員退職慰労引当金の減少（175

百万円）などです。 

 純資産合計は、前連結会計年度末に比べ226百万円増加し4,928百万円となりました。主な要因は、四半期純利

益（436百万円）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1.2％増加し39.5％となりました。 

  

② キャッシュ・フローの状況 

 当第２四半期連結累計期間のキャッシュ・フローは18百万円減少し、当第２四半期連結累計期間末の現金及び

現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、1,560百万円（前年同期比19.0％増）となりました。 

 当第２四半期連結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、330百万円（前年同期比17.0％減）となりました。 

 主な要因は、税金等調整前四半期純利益を768百万円、減価償却費を250百万円計上するとともに、仕入債務の

増加108百万円などの増加要因があった一方、売上債権の増加284百万円、役員退職慰労引当金の減少175百万

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、150百万円（前年同期比47.7％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148百万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、198百万円（前年同期比63.2％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

 通期業績予想につきましては、平成21年10月26日発表（「業績予想の修正に関するお知らせ」）からの変更はあ

りません。上半期の業績は、通信販売の好調、生産性の向上などにより売上面及び利益面ともに期初予想を上回り

ましたが、今後の市場環境は、雇用・所得環境の悪化による個人消費の低迷を背景に依然として厳しい状況が続く

ものと懸念され、下半期の業績見通しは概ね期初計画どおりで想定いたしており、売上高は18,860百万円（前年同

期比8.5％増）、営業利益1,780百万円（前年同期比35.5％増）、経常利益1,800百万円（前年同期比35.6％増）、当

期純利益950百万円（前年同期比31.9％増）を見込んでおります。 

  

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２四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、「法人税等」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



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２四半期連結会計期間末
(平成21年９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 2,107,109 2,132,879

受取手形及び売掛金 2,128,632 1,887,514

商品及び製品 392,323 370,052

仕掛品 27,192 24,367

原材料及び貯蔵品 311,516 313,839

その他 262,476 252,091

貸倒引当金 △5,753 △21,556

流動資産合計 5,223,495 4,959,186

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,098,055 3,204,921

機械装置及び運搬具（純額） 361,438 349,711

工具、器具及び備品（純額） 192,247 200,390

土地 2,344,340 2,344,340

リース資産（純額） 66,999 57,616

建設仮勘定 24,175 7,321

有形固定資産合計 6,087,254 6,164,299

無形固定資産 46,813 51,256

投資その他の資産   

その他 1,156,522 1,126,114

貸倒引当金 △50,352 △33,483

投資その他の資産合計 1,106,170 1,092,631

固定資産合計 7,240,237 7,308,186

資産合計 12,463,732 12,267,372

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 854,631 746,149

短期借入金 2,200,000 1,950,000

1年内返済予定の長期借入金 920,268 736,128

未払法人税等 343,183 418,153

賞与引当金 285,468 252,501

その他 626,973 588,418

流動負債合計 5,230,523 4,691,349

固定負債   

長期借入金 1,273,587 1,684,941

退職給付引当金 667,979 650,603

役員退職慰労引当金 105,571 281,271

その他 257,221 257,072

固定負債合計 2,304,358 2,873,887

負債合計 7,534,881 7,565,236



（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９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 2,377,489 2,148,383

自己株式 △1,232,916 △1,232,916

株主資本合計 4,918,450 4,689,344

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 10,401 12,792

評価・換算差額等合計 10,401 12,792

純資産合計 4,928,851 4,702,136

負債純資産合計 12,463,732 12,267,372



（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 8,215,571 9,215,510

売上原価 4,603,914 4,718,699

売上総利益 3,611,657 4,496,811

販売費及び一般管理費 3,187,438 3,703,725

営業利益 424,219 793,086

営業外収益   

受取利息 2,050 1,056

受取配当金 1,663 1,415

受取地代家賃 9,957 39,893

その他 14,804 10,567

営業外収益合計 28,474 52,931

営業外費用   

支払利息 32,705 32,798

その他 5,049 2,394

営業外費用合計 37,754 35,192

経常利益 414,939 810,825

特別利益   

受取補償金 10,782 －

特別利益合計 10,782 －

特別損失   

固定資産売却損 46 476

固定資産除却損 9,146 3,113

役員退職慰労金 － 20,450

たな卸資産廃棄損 6,223 －

減損損失 － 18,669

特別損失合計 15,415 42,708

税金等調整前四半期純利益 410,306 768,117

法人税等 181,622 331,534

四半期純利益 228,684 436,583



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９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 410,306 768,117

減価償却費 228,041 250,861

のれん償却額 20,000 －

減損損失 － 18,669

貸倒引当金の増減額（△は減少） 16,221 1,066

賞与引当金の増減額（△は減少） 20,620 32,967

退職給付引当金の増減額（△は減少） 13,583 17,376

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 5,400 △175,700

受取利息及び受取配当金 △3,713 △2,471

支払利息 32,705 32,798

固定資産売却損益（△は益） 46 476

固定資産除却損 9,146 3,113

売上債権の増減額（△は増加） △86,940 △284,399

たな卸資産の増減額（△は増加） △40,191 △22,773

仕入債務の増減額（△は減少） △176,690 108,482

その他の特別損益（△は益） △4,559 －

その他 130,609 29,172

小計 574,584 777,754

利息及び配当金の受取額 2,633 1,660

利息の支払額 △34,075 △32,875

その他の収入 10,782 －

法人税等の支払額 △155,763 △416,020

営業活動によるキャッシュ・フロー 398,161 330,519

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 △900 △3,900

定期預金の払戻による収入 1,200 11,200

投資有価証券の取得による支出 △603 △601

有形固定資産の取得による支出 △268,776 △148,861

有形固定資産の売却による収入 47 518

無形固定資産の取得による支出 △16,891 △886

貸付けによる支出 △140 △150

貸付金の回収による収入 60 270

その他 △1,083 △7,649

投資活動によるキャッシュ・フロー △287,086 △150,059

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） △30,000 250,000

長期借入れによる収入 400,000 250,000

長期借入金の返済による支出 △386,873 △477,214

ファイナンス・リース債務の返済による支出 － △6,739

建設協力金の返済による支出 － △7,500

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 △121,859 △198,930

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △10,784 △18,470

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 1,311,289 1,560,909



該当事項はありません。 

  

（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
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