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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 2,826 △3.3 74 △60.3 70 △61.9 28 △71.2

21年3月期第2四半期 2,922 ― 187 ― 184 ― 98 ―

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 7.86 ―

21年3月期第2四半期 27.26 ―

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 4,211 783 18.6 216.17
21年3月期 4,267 781 18.3 215.53

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  783百万円 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

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 ― 7.00 7.00

22年3月期 ― 0.00

22年3月期 
（予想）

― 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  有  
 

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 5,750 △1.4 127 △46.8 107 △52.0 43 △54.5 11.97

               



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22年３月期の通期業績予想につきましては、本日公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。 
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。 

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 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2四半期  5,360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2四半期 3,624,658株 21年3月期第2四半期 3,624,770株

               



当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、昨年秋の世界的な金融危機に端を発した景気悪化から、一部

輸出、生産に回復の兆しが見られるものの、設備投資、雇用情勢の低迷など、未だ先行き不透明な状況が続いてお

ります。 

当業界におきましても、個人消費の低迷、企業間競争の激化等が継続しており、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、製品の品質向上に努めました。新製品としましては、「デニッシュ」において、期間限定製品である「夏みか

ん小町」「デニッシュはちみつレモン」「緑茶小町」「ディズニーパンプキン小町」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、「ワッフル」３品、ＰＢ製品３品を発売しました。 

売上高につきましては、生活協同組合における企画数の回復、パンメーカーを通じた量販店における販売数量の

増加等、一部順調に推移した業態もあるものの、主に自動販売機による販売を行っている、工場を中心とした職域

において、販売数量が減少しており、また、他業態におきましても、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、運送会社の効率的運用による配送費の削減等、利益率向上に努めましたが、製造ライン

において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伴う減価償却費負担の影響によ

り、売上高の減少を吸収するまでには至らず、営業利益、経常利益、四半期純利益ともに計画を下回る結果となり

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28億２千６百万円（前年同期比3.3％減）、営業利益７千４百

万円（前年同期比60.3％減）、経常利益７千万円（前年同期比61.9％減）、四半期純利益２千８百万円（前年同期

比71.2％減）となりました。 

  

  

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５千６百万円減少し、42億１千１百万円とな

りました。これは主に受取手形及び売掛金の減少（６千７百万円）、リース資産の増加（２千８百万円）、現金及

び預金の減少（２千２百万円）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５千９百万円減少し、34億２千７百万円となりました。これは主に長期借入金

の返済による減少（９千８百万円）、長期リース債務の増加（２千４百万円）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２百万円増加し、７億８千３百万円となり、自己資本比率は18.6％と

なりました。 

（キャッシュ・フローの状況） 

 当第２四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２

千２百万円減少（前連結会計年度末比6.0％減）し、当第２四半期連結会計期間末には３億５千４百万円となりまし

た。 

 当第２四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２億２千３百万円の増加（前年同期比72.7％増）となりました。 

   これは主に税金等調整前四半期純利益（６千７百万円）、減価償却費（１億２千２百万円）、売上債権の減少額

（６千７百万円）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１億１千４百万円の支出（前年同期比22.2％減）となりました。 

   これは主に製造設備の取得による支出（１億７百万円）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１億３千１百万円の支出（前年同期比59.5％増）となりました。 

   これは主に長期借入金の返済による支出（１億円）、配当金の支払（２千５百万円）などによるものでありま

す。 

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

               



  

当第２四半期の業績を勘案し、平成21年５月11日に公表いたしました平成22年３月期（平成21年４月１日～平成

22年３月31日）の業績予想を修正いたしました。詳細は、本日公表いたしました「業績予想の修正に関するお知ら

せ」をご覧ください。  

  

  

 該当事項はありません。  

  

  

 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。 

  

  

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

               



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 354,397 376,819

受取手形及び売掛金 673,107 740,290

商品及び製品 50,280 52,287

仕掛品 7,147 11,601

原材料及び貯蔵品 88,088 67,809

その他 53,273 61,029

貸倒引当金 △800 △900

流動資産合計 1,225,494 1,308,939

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 637,638 644,857

機械装置及び運搬具（純額） 619,311 608,991

土地 1,187,049 1,187,049

リース資産（純額） 68,688 39,894

その他（純額） 36,899 38,946

有形固定資産合計 2,549,586 2,519,738

無形固定資産   

リース資産 4,371 4,866

その他 11,294 12,483

無形固定資産合計 15,666 17,350

投資その他の資産   

投資有価証券 170,242 171,875

その他（純額） 250,505 250,040

貸倒引当金 △424 －

投資その他の資産合計 420,324 421,916

固定資産合計 2,985,577 2,959,004

資産合計 4,211,072 4,267,943

               



（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) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 235,721 257,921

短期借入金 2,098,400 2,100,800

リース債務 14,392 8,556

未払金 217,191 215,975

未払法人税等 45,669 40,793

賞与引当金 50,573 46,118

その他 108,200 83,049

流動負債合計 2,770,147 2,753,214

固定負債   

社債 100,000 100,000

長期借入金 325,000 423,000

リース債務 63,687 39,082

退職給付引当金 54,656 56,559

役員退職慰労引当金 73,165 68,177

その他 40,862 46,700

固定負債合計 657,371 733,519

負債合計 3,427,519 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 2,410,672 2,407,559

自己株式 △8,128 △8,081

株主資本合計 2,758,943 2,755,877

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △42,734 △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 △1,975,390 △1,974,667

純資産合計 783,552 781,210

負債純資産合計 4,211,072 4,267,943

               



（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 2,922,326 2,826,804

売上原価 1,813,151 1,866,423

売上総利益 1,109,175 960,380

販売費及び一般管理費 921,403 885,763

営業利益 187,771 74,617

営業外収益   

受取利息 452 90

受取配当金 1,704 1,598

受取家賃 11,314 11,332

リサイクル委託費用返戻金 3,442 2,782

その他 2,203 2,711

営業外収益合計 19,117 18,516

営業外費用   

支払利息 18,722 18,826

その他 3,980 4,124

営業外費用合計 22,703 22,951

経常利益 184,185 70,182

特別利益   

貸倒引当金戻入額 200 －

特別利益合計 200 －

特別損失   

固定資産除却損 385 2,484

特別損失合計 385 2,484

税金等調整前四半期純利益 184,001 67,698

法人税、住民税及び事業税 82,514 42,329

法人税等調整額 2,669 △3,116

法人税等合計 85,183 39,212

四半期純利益 98,817 28,485

               



（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 184,001 67,698

減価償却費 86,920 122,145

貸倒引当金の増減額（△は減少） △577 324

賞与引当金の増減額（△は減少） 445 4,455

退職給付引当金の増減額（△は減少） 9,991 △1,902

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 4,987 4,987

受取利息及び受取配当金 △2,156 △1,689

支払利息 18,722 18,826

有形固定資産除却損 385 2,484

売上債権の増減額（△は増加） 57,792 67,182

たな卸資産の増減額（△は増加） △13,350 △13,817

その他の流動資産の増減額（△は増加） △2,504 2,699

仕入債務の増減額（△は減少） △23,353 △22,200

未払消費税等の増減額（△は減少） △8,584 21,738

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） △71,088 △8,688

その他 2,153 2,432

小計 243,783 273,729

利息及び配当金の受取額 2,156 1,689

利息の支払額 △18,594 △18,006

法人税等の支払額 △97,900 △33,915

営業活動によるキャッシュ・フロー 129,445 223,497

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 △76 △78

有形固定資産の取得による支出 △142,011 △107,981

その他 △4,750 △6,231

投資活動によるキャッシュ・フロー △146,838 △114,291

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入金の返済による支出 △50,400 △100,400

割賦債務の返済による支出 △6,488 －

配当金の支払額 △25,465 △25,180

リース債務の返済による支出 － △6,000

その他 △155 △47

財務活動によるキャッシュ・フロー △82,510 △131,628

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △99,902 △22,422

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 335,823 354,397

               



 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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