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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 34,964 8.0 △1,394 ― △1,155 ― △1,387 ―

21年3月期第2四半期 32,383 ― △4,116 ― △4,003 ― △4,126 ―

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 △5.38 ―

21年3月期第2四半期 △21.24 ―

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 45,273 22,062 49.0 86.08
21年3月期 46,309 23,276 50.6 90.98

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  22,188百万円 21年3月期  23,451百万円

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 ― 0.00 0.00
22年3月期 ― 0.00

22年3月期 
（予想）

― 0.00 0.00

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 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）  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 

１．平成21年５月15日に公表いたしました平成22年３月期第２四半期累計期間業績予想について、本日発表の「平成22年３月期第２四半期累計期間（連
結・個別）業績予想値と決算値との差異に関するお知らせ」において修正しております。 
２．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、５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。 

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 257,846,590株 21年3月期  257,846,590株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  78,119株 21年3月期  76,411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 257,769,391株 21年3月期第2四半期 194,308,753株
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当期の概況 

当第２四半期連結累計期間（平成21年４月１日～９月30日）のわが国の経済は、輸出と生産の増加が景気の持ち直

しを牽引し、プラス成長に転じたものの、国内における企業の設備や雇用に対する過剰感は依然として強く、本格的

な景気回復にはほど遠い状態が続きました。又、当社グループが属する業界におきましても、雇用と所得環境の悪化

から消費者の低価格志向が一段と高まり、企業間の値下げ競争が収益を圧迫し、経営環境は厳しい状況が続きまし

た。 

このような状況下にありまして、当社グループは、洋菓子事業では、消費者のニーズに対応したお買い得感のある

販売施策の実施、積極的な新規出店、さらにはコンビニエンスストアや量販店への洋菓子販売の拡大に継続的に取り

組んでまいりました。又、菓子事業におきましては、価格、品質など消費者のニーズに対応した商品の拡販や、大手

流通チェーンのプライベートブランド商品（以下、「ＰＢ商品」といいます。）への供給など新たな取り組みを実施

いたしました。さらに、「カントリーマアムクリスピー」、「大玉ミルキー」、「しおミルキー袋」など基幹ブラン

ドのバラエティー化を促進し、売上の増加を図ってまいりました。 

又、同年８月24日より14日間、期間限定で「銀座ペコちゃんミュージアム」を開催したところ、期間中２万人以上

ものお客様にご来場いただき、マス・メディアにも大きく取り上げられ、当社及び当社キャラクターのイメージアッ

プと売上の増進に結び付きました。 

この結果、売上高は349億64百万円（前年同期比108.0％）となりました。 

損益面では、売上の増加により工場の稼働率がアップし、生産効率が向上したことに加え、各工場でロス率低減な

どのコスト削減に取り組んだ結果、前年同期に比べ収益を大幅に改善することができました。又、原材料価格は一部

の原料で上昇又は高止まり状態ではあるものの、概ね下落したことに加え、外食事業における前連結会計年度の不採

算店の閉鎖やケーキバイキングなど既存店の営業効率化に徹底的に取り組んだことも、収益改善の一助となりまし

た。 

この結果、営業損失は13億94百万円（前年同期に比べ27億22百万円の圧縮）、経常損失は11億55百万円（前年同期

に比べ28億48百万円の圧縮）、四半期純損失は13億87百万円（前年同期に比べ27億38百万円の圧縮）となりました。

  

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の展開につきましては、当第２四半期連結累計期間における新設店が40店、閉鎖店が23

店となり、当第２四半期連結会計期間末店舗数は615店舗（前年同期末594店舗）となりました。 

営業面では、消費者のニーズに対応したお買い得感のある「999円セール（サンキューセール）」を週末やシル

バーウィークなどの需要期に展開し、セール対象品のカットケーキの販売が好調に推移したことに加え、「とろー

りシュークリーム」などの新商品や発売15周年を迎えた「ペコちゃんのほっぺ」の販売が堅調に推移し、売上を下

支えいたしました。又、コンビニエンスストアや量販店などへの洋菓子販売は、「プチチーズスフレ」などの新商

品が好調に推移いたしました。さらに、フレッシュタイプの「生ミルキー」を有名百貨店や空港売店で販売するな

ど積極的に販路を拡大したため、売上の増加に貢献いたしました。 

ダロワイヨ事業におきましては、消費者の低価格志向による百貨店の集客力低下の影響を受けたものの、店舗数

の２店舗増加に加え、お中元ギフトが比較的好調に推移したことにより、売上は前年同期を上回りました。 

  この結果、洋菓子事業売上高は89億81百万円（前年同期比110.2％）となりました。  

  

外食事業 

外食事業におきましては、前連結会計年度に不採算店など21店舗を閉鎖したため、当第２四半期連結会計期間末

店舗数は52店舗となり、売上は前年同期を下回りましたが、消費者のニーズに対応した「ケーキバイキング」など

の販売施策を継続的に展開したことに加え、シルバーウィークにさらなる売上増加を狙った販売促進策を実施した

ことが奏功し、既存店売上は前年同期を6.5％上回りました。 

この結果、外食事業売上高は26億61百万円（前年同期比88.6％）となりました。 

  

  以上の結果、当第２四半期連結累計期間における小売事業全体の売上高は116億42百万円（前年同期比104.4％）

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 

菓子事業におきましては、「ルック」、「ミルキー」及び「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」及び「ポップキャンディ」の２ブランドの育成強化を推進し、売上は前年同期

を大幅に上回りました。特に、消費者のニーズに対応し割安感のある「24枚カントリーマアム」及び「42枚ホーム

パイ」などの徳用大袋商品の販売数が増加したことに加え、「カントリーマアムクリスピー」、「大玉ミルキ

ー」、「しおミルキー袋」など新たなコンセプトで新商品を展開し、基幹ブランドの強化を図ってまいりました。

さらに、100円ショップや駅売店など業態、立地に対応した商品を開発して積極的に拡販し、販売チャネルを拡大

するとともに、大手流通チェーンのＰＢ商品を供給するなど新たな取り組みを実行し、売上の拡大を図ってまいり

ました。 

  この結果、菓子事業売上高は199億12百万円（前年同期比110.0％）となりました。 

  

食品事業 

  食品事業におきましては、「ネクターピーチ350g缶」及び紙容器ＬＬ飲料である「ミルキードリンク」や「ミル

キーカフェ・オレ」の販売が好調に推移したことに加え、山崎製パン株式会社（以下、「山崎製パン」といいま

す。）など他社ブランドへのＰＢ商品が順調に売上を伸ばし、前年同期を大幅に上回りました。 

  この結果、食品事業売上高は28億62百万円（前年同期比113.0％）となりました。 

  

  以上の結果、当第２四半期連結累計期間における卸売事業全体の売上高は227億75百万円（前年同期比110.3％）

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、主にテナントからの賃貸収入で１億３百万円（前年同期比82.8％）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４億43百万円（前年同期比96.2％）と

なりました。 

  

  当第２四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181億46百万円で、主に前連結会計年度末における未払金等の支払による現金及び預金の減少により前

連結会計年度末に比べ９億22百万円減少いたしました。固定資産は271億26百万円で、主に店舗閉鎖による敷金及び

保証金が減少したことにより前連結会計年度末に比べ１億14百万円の減少となりました。この結果、総資産は452億

73百万円で前連結会計年度末に比べ10億36百万円減少いたしました。 

  又、流動負債は158億12百万円で、主に未払金や短期借入金の減少により前連結会計年度末に比べ27億94百万円減

少いたしました。固定負債は73億98百万円で、主に社債の発行により前連結会計年度末に比べ29億71百万円増加いた

しました。この結果、負債は合計232億10百万円で、前連結会計年度末に比べ１億77百万円増加いたしました。 

  純資産は220億62百万円で主に当四半期純損失の計上により前連結会計年度末に比べ12億14百万円減少いたしまし

た。 

  

  次に、当第２四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、16億49百万円（前年同期は49億41百万円の使用）となりました。これは主に未払

金の減少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、９億45百万円（前年同期は10億59百万円の使用）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、９億26百万円（前年同期は６億51百万円の使用）となりました。これは主に社債

の発行によるものであります。 

  以上の結果、当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、62億62百万円となりました。 

２．連結財政状態に関する定性的情報
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－4－



  

  当第２四半期連結累計期間におきましては、消費者のニーズに対応した商品の開発や販売施策が奏功し、連結売上

高及び営業損失、経常損失、四半期純損失は予想より改善したため、平成21年５月15日に公表いたしました平成22年

３月期第２四半期累計期間連結業績予想数値を修正いたしました。 

  なお、通期の連結業績予想につきましては、景気の先行きの不透明感や新型インフルエンザの感染拡大など不確定

な要素が考えられるため、その影響を踏まえ据え置くことといたしました。 

  詳細につきましては、本日公表いたしました「平成22年３月期第２四半期累計期間（連結・個別）業績予想値と決

算値との差異に関するお知らせ」をご覧ください。 

  

  該当事項はありません。 

  

（簡便な会計処理）  

  該当事項はありません。  

（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。  

  

  当社グループは、当第２四半期連結累計期間におきまして、大幅な収益の改善を達成することができました

が、前連結会計年度同様、営業損失、経常損失、四半期純損失を計上し、営業キャッシュ・フローもマイナスと

なり、当第２四半期連結会計期間末におきましても、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。

しかしながら、当社は、山崎製パンとの間で、前事業年度に新たに業務資本提携契約を締結して同社を割当先

とする第三者割当増資（払込金額は78億70百万円）を実施し、経営基盤及び財務体質等を強化いたしました。

又、前事業年度の有価証券報告書の「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が一層深まっており、事業の早期再生に向

け順調に推移しております。  

以上により、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。 

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

（４）継続企業の前提に関する重要事象等

㈱不二家（2211）平成22年３月期第２四半期決算短信
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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 6,275 7,942

受取手形及び売掛金 7,407 7,358

商品及び製品 2,738 2,263

仕掛品 324 277

原材料及び貯蔵品 1,366 1,272

繰延税金資産 16 6

その他 523 488

貸倒引当金 △506 △541

流動資産合計 18,146 19,068

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 7,214 7,365

機械装置及び運搬具（純額） 6,345 6,470

土地 2,879 2,879

リース資産（純額） 1,202 678

その他（純額） 439 443

有形固定資産合計 18,081 17,836

無形固定資産 431 488

投資その他の資産   

投資有価証券 4,836 4,656

繰延税金資産 37 42

敷金及び保証金 2,494 2,819

その他 1,525 1,668

貸倒引当金 △280 △270

投資その他の資産合計 8,612 8,915

固定資産合計 27,126 27,240

資産合計 45,273 46,309

㈱不二家（2211）平成22年３月期第２四半期決算短信

－6－



（単位：百万円）

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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,959 5,054

短期借入金 4,948 6,758

1年内償還予定の社債 404 100

リース債務 244 138

未払金 2,923 3,831

未払法人税等 198 238

賞与引当金 457 447

店舗閉鎖損失引当金 136 350

その他 1,539 1,688

流動負債合計 15,812 18,606

固定負債   

社債 2,146 －

長期借入金 1,963 1,494

リース債務 1,107 663

退職給付引当金 1,542 1,554

負ののれん 2 3

その他 635 710

固定負債合計 7,398 4,426

負債合計 23,210 23,033

純資産の部   

株主資本   

資本金 18,280 18,280

資本剰余金 19,348 19,348

利益剰余金 △15,228 △13,840

自己株式 △14 △14

株主資本合計 22,385 23,773

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △192 △307

繰延ヘッジ損益 △3 △15

評価・換算差額等合計 △196 △322

少数株主持分 △126 △174

純資産合計 22,062 23,276

負債純資産合計 45,273 46,309
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（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

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 32,383 34,964

売上原価 19,622 20,118

売上総利益 12,761 14,846

販売費及び一般管理費 16,878 16,240

営業損失（△） △4,116 △1,394

営業外収益   

受取利息 18 8

受取配当金 24 24

持分法による投資利益 152 173

受取補償金 － 168

その他 95 55

営業外収益合計 291 430

営業外費用   

支払利息 130 91

社債発行費 － 67

その他 47 32

営業外費用合計 178 190

経常損失（△） △4,003 △1,155

特別利益   

固定資産売却益 － 3

役員退職慰労引当金戻入額 13 －

貸倒引当金戻入額 － 34

店舗閉鎖損失引当金戻入額 － 3

特別利益合計 13 41

特別損失   

固定資産廃棄損 131 105

貸倒引当金繰入額 － 5

店舗閉鎖損失引当金繰入額 5 －

投資有価証券評価損 52 －

その他 18 －

特別損失合計 208 110

税金等調整前四半期純損失（△） △4,197 △1,224

法人税、住民税及び事業税 115 127

法人税等調整額 △1 △12

法人税等合計 114 115

少数株主利益又は少数株主損失（△） △186 48

四半期純損失（△） △4,126 △1,387
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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）

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損失（△） △4,197 △1,224

減価償却費 1,476 1,479

賞与引当金の増減額（△は減少） △16 10

持分法による投資損益（△は益） △152 △173

社債発行費 － 67

売上債権の増減額（△は増加） △29 △48

たな卸資産の増減額（△は増加） △828 △615

仕入債務の増減額（△は減少） △499 △95

未払金の増減額（△は減少） △479 △909

その他 △127 △59

小計 △4,854 △1,569

利息及び配当金の受取額 176 165

利息の支払額 △123 △82

法人税等の支払額 △140 △163

営業活動によるキャッシュ・フロー △4,941 △1,649

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 △1,039 △1,053

固定資産の売却による収入 6 3

その他 16 104

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,059 △945

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） 32 △418

長期借入れによる収入 1,537 1,480

長期借入金の返済による支出 △2,373 △2,402

社債の発行による収入 － 2,432

割賦債務の返済による支出 △26 △27

リース債務の返済による支出 △13 △88

少数株主からの払込みによる収入 245 －

少数株主への配当金の支払額 △2 －

その他 △51 △50

財務活動によるキャッシュ・フロー △651 926

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △6,652 △1,668

現金及び現金同等物の期首残高 8,767 7,931

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 2,214 6,262
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 該当事項はありません。 

  

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） 

 （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 

   

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）  

  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）  

  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。  

  

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）  

  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。 

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）  

  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。 

  

 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）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  11,155  20,641  124  461  32,383  －  32,383

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 0  3  55  396  454 (454)  －

計  11,155  20,644  180  858  32,838 (454)  32,383

営業利益又は営業損失（△）  △2,486  △651  22  172  △2,943 (1,173)  △4,116

  
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  11,642  22,775  103  443  34,964  －  34,964

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  3  56  289  349 (349)  －

計  11,642  22,779  159  733  35,314 (349)  34,964

営業利益又は営業損失（△）  △1,082  655  2  95  △329 (1,064)  △1,394

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 

〔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
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