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1.  平成22年3月期第3四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年12月31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3四半期 58,657 7.4 △70 ― 486 ― 229 ―

21年3月期第3四半期 54,622 ― △4,703 ― △4,431 ― △4,724 ―

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3四半期 0.89 ―

21年3月期第3四半期 △23.37 ―

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3四半期 48,452 23,624 49.0 92.17
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3四半期  23,758百万円 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  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 79,000 1.3 200 ― 800 ― 500 ― 1.94
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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月期通期業績予想を修正しております。 
詳細は本日発表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 
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。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・財務諸表等】３．連結業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 

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3四半期 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3四半期  78,481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3四半期 257,769,013株 21年3月期第3四半期 202,153,543株
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当期の概況 

当第３四半期連結累計期間（平成21年４月１日～12月31日）のわが国の経済は、国内企業における雇用や設備に対

する過剰感は依然として強く、更に、円高とデフレを背景に企業収益が一段と押し下げられるなど、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、消費者の購買意欲の低下にとも

なう低価格志向が一段と高まり、企業間の値下げ競争に拍車がかかり、経営環境は一層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販売施策を継続的

に実施するとともに、「ミルキークリームロール」をはじめとする新商品が来店客数の増加を牽引したことが、売上

増加の最大の要因となりました。又、クリスマスセールへの積極的な取り組みが奏功し、売上拡大に寄与いたしまし

た。 

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「24枚カントリーマアム」や「ペコウェファ

ースチョコレート」などの家庭用袋物商品の販売数が増加し、売上拡大の最大の要因となりました。又、「ミルキ

ー」ブランドは、10月発売の新商品「キャラメルミルキー」や「ミルキーのど飴」が順調に販売数を伸ばすととも

に、テレビ宣伝効果もあり、売上は堅調に推移いたしました。 

この結果、売上高は586億57百万円（前年同期比107.4％）となりました。 

損益面では、売上の増加及び原材料価格が比較的安定したことによる売上総利益の拡大と各工場におけるロス率低

減などコスト削減への取り組みが奏功し、収益を大幅に改善することができました。 

この結果、営業損失は70百万円（前年同期は47億３百万円の営業損失）、経常利益は４億86百万円（前年同期は44

億31百万円の経常損失）、四半期純利益は２億29百万円（前年同期は47億24百万円の四半期純損失）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３四半期連結累計期間における新設店が60店、閉鎖店が28

店となり、当第３四半期連結会計期間末店舗数は630店（前年同期末603店）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するとともに、「ミルキークリームロール」や「生ミルキー」などの新商品が客

数増を牽引し、売上増加に大いに貢献いたしました。特に、10月に発売しました「ミルキークリームロール」は、

「ミルキー」をイメージしたロールケーキが評判を呼び、マス・メディアにも大きく取り上げられ、来店客数増加

の最大の要因となりました。又、年間最大の商戦でありますクリスマスセールに積極的に取り組み、セール期間中

の売上は、前年同期を上回り、売上の拡大に寄与いたしました。更に、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」などの商品が好調に推移するとともに、「生ミルキー」や「ミルキーロール」

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、売上増加の一助となりました。 

高級洋菓子を取り扱い、百貨店などへの出店が多いダロワイヨ事業は、消費者の低価格志向の影響を受けたもの

の、店舗数の３店増加に加え、お中元、お歳暮商戦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159億31百万円（前年同期比110.8％）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店を閉鎖したため、当第３四半期連結会計期間末店

舗数は52店となり、売上は前年同期を下回りましたが、「ミルキークリームロール」人気が来店客数の増加を牽引

したことに加え、平成21年２月より展開し好評を博している「ケーキバイキング」が、既存店売上の拡大に大きく

貢献いたしました。更に、「三世代に愛されるレストラン」をコンセプトに全面改装を行った店舗の売上が好調に

推移するなど、既存店売上は前年同期を7.4％上回りました。 

この結果、外食事業売上高は38億99百万円（前年同期比88.1％）となりました。 

  

以上の結果、当第３四半期連結累計期間における小売事業全体の売上高は198億30百万円（前年同期比105.5％）

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、主力ブランドである「カントリーマアム」や「ホームパイ」の家庭用大袋商品が好評

を博すとともに、「ペコウェファースチョコレート」などのよりお求めになり易い価格帯の中袋商品が消費者のニ

ーズを取り込み、売上拡大の最大の要因となりました。同時に、「カントリーマアム」は「サクッ」とした食感が

特徴の「カントリーマアムクリスピー」が売上増加に貢献するとともに、11月より実施した「カントリーマアム」

を２枚増量するキャンペーンも、売上拡大の一助となりました。又、基幹ブランドのひとつである「ミルキー」

は、新商品の「キャラメルミルキー」や「ミルキーのど飴」の販売が好調に推移するとともに、テレビ宣伝効果も

あり堅調に売上を伸ばしました。更に、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、売上拡大に努めてまいりました。 

この結果、菓子事業売上高は339億84百万円（前年同期比108.2％）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40億24百万円（前年同期比113.3％）となりました。 

  

以上の結果、当第３四半期連結累計期間における卸売事業全体の売上高は380億８百万円（前年同期比108.8％）

となりました。 

  

＜不動産事業・その他の事業＞ 

不動産事業 

不動産事業は自社内有効活用を目的に縮小したため、賃貸収入が減少し、売上高は１億48百万円（前年同期比

75.6％）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６億69百万円（前年同期比98.5％）と

なりました。 

  

当第３四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214億31百万円で、主に売上債権増加により前連結会計年度末に比べ23億62百万円増加いたしました。

固定資産は270億21百万円で、主に外食事業の不採算店の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２億19百万円の減少となりました。この結果、総資産は484億52百万円で前連結会計年度末に比べ21

億43百万円増加いたしました。 

又、流動負債は178億14百万円で、主に短期借入金の減少により前連結会計年度末に比べ７億92百万円減少いたし

ました。固定負債は70億14百万円で、主に社債の発行により前連結会計年度末に比べ25億87百万円増加いたしまし

た。この結果、負債は合計248億28百万円で、前連結会計年度末に比べ17億95百万円増加いたしました。 

純資産は236億24百万円で、主に当四半期純利益の計上により前連結会計年度末に比べ３億48百万円増加いたしま

した。 

  

  次に、当第３四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、６億６百万円（前年同期は55億５百万円の使用）となりました。これは主に売掛

金の増加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、13億90百万円（前年同期は19億64百万円の使用）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、１億83百万円（前年同期は54億74百万円の獲得）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３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、61億17百万円となりました。 

  

２．連結財政状態に関する定性的情報
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平成22年３月期の業績見通しに関しましては、まだ不透明な部分は残りますが、売上高の増加及び原材料価格が比

較的安定したことによる売上総利益の拡大と各工場におけるロス率低減などコスト削減への取り組み等により収益が

改善したため、平成21年５月15日に公表した、平成22年３月期通期（連結・個別）業績予想数値を修正いたしまし

た。 

詳細につきましては、本日公表いたしました「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。  

  

（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。 

  

  

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
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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３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31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 6,128 7,942

受取手形及び売掛金 10,872 7,358

商品及び製品 2,740 2,263

仕掛品 273 277

原材料及び貯蔵品 1,415 1,272

繰延税金資産 17 6

その他 498 488

貸倒引当金 △514 △541

流動資産合計 21,431 19,068

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 7,140 7,365

機械装置及び運搬具（純額） 6,204 6,470

土地 2,879 2,879

リース資産（純額） 1,300 678

その他（純額） 333 443

有形固定資産合計 17,857 17,836

無形固定資産 408 488

投資その他の資産   

投資有価証券 5,096 4,656

繰延税金資産 43 42

敷金及び保証金 2,453 2,819

その他 1,434 1,668

貸倒引当金 △271 △270

投資その他の資産合計 8,755 8,915

固定資産合計 27,021 27,240

資産合計 48,452 46,309

㈱不二家（2211）平成22年３月期第３四半期決算短信
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31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 6,103 5,054

短期借入金 4,673 6,758

1年内償還予定の社債 404 100

リース債務 271 138

未払金 3,943 3,831

未払法人税等 164 238

賞与引当金 211 447

店舗閉鎖損失引当金 89 350

その他 1,953 1,688

流動負債合計 17,814 18,606

固定負債   

社債 2,041 －

長期借入金 1,684 1,494

リース債務 1,180 663

退職給付引当金 1,540 1,554

負ののれん 2 3

その他 564 710

固定負債合計 7,014 4,426

負債合計 24,828 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 △13,611 △13,840

自己株式 △14 △14

株主資本合計 24,002 23,773

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △238 △307

繰延ヘッジ損益 △6 △15

評価・換算差額等合計 △244 △322

少数株主持分 △133 △174

純資産合計 23,624 23,276

負債純資産合計 48,452 46,309
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（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 54,622 58,657

売上原価 32,228 32,675

売上総利益 22,393 25,981

販売費及び一般管理費 27,097 26,052

営業損失（△） △4,703 △70

営業外収益   

受取利息 23 12

受取配当金 38 38

持分法による投資利益 398 478

受取補償金 － 168

その他 133 105

営業外収益合計 594 802

営業外費用   

支払利息 200 132

株式交付費 62 －

社債発行費 － 67

その他 59 45

営業外費用合計 322 245

経常利益又は経常損失（△） △4,431 486

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 － 30

店舗閉鎖損失引当金戻入額 － 48

特別利益合計 13 82

特別損失   

固定資産廃棄損 164 138

店舗閉鎖損失引当金繰入額 182 －

投資有価証券評価損 62 －

その他 18 －

特別損失合計 427 138

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△4,845 431

法人税、住民税及び事業税 156 174

法人税等調整額 12 △14

法人税等合計 169 160

少数株主利益又は少数株主損失（△） △290 41

四半期純利益又は四半期純損失（△） △4,724 229
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△4,845 431

減価償却費 2,284 2,277

賞与引当金の増減額（△は減少） △369 △235

持分法による投資損益（△は益） △398 △478

株式交付費 62 －

社債発行費 － 67

売上債権の増減額（△は増加） △3,336 △3,513

たな卸資産の増減額（△は増加） △909 △615

仕入債務の増減額（△は減少） 741 1,048

未払金の増減額（△は減少） 768 79

その他 694 483

小計 △5,308 △456

利息及び配当金の受取額 195 184

利息の支払額 △185 △120

法人税等の支払額 △206 △213

営業活動によるキャッシュ・フロー △5,505 △606

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 △1,947 △1,547

固定資産の売却による収入 6 8

その他 18 147

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,964 △1,390

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） △1,155 △604

長期借入れによる収入 1,537 1,560

長期借入金の返済による支出 △2,939 △2,850

社債の発行による収入 － 2,432

割賦債務の返済による支出 △39 △43

リース債務の返済による支出 △31 △155

株式の発行による収入 7,807 －

少数株主からの払込みによる収入 350 －

少数株主への配当金の支払額 △2 －

その他 △51 △155

財務活動によるキャッシュ・フロー 5,474 183

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,995 △1,813

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 6,871 6,117
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 該当事項はありません。 

  

前第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日） 

当第３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31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３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日至 平成20年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間

（自 平成21年４月１日  至 平成21年12月31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３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間

（自 平成21年４月１日  至 平成21年12月31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  18,798  34,947  196  679  54,622  －  54,622

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 0  4  82  450  538 (538)  －

計  18,798  34,952  279  1,129  55,160 (538)  54,622

営業利益又は営業損失（△）  △2,934  △141  30  230  △2,815 (1,888)  △4,703

  
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  19,830  38,008  148  669  58,657  －  58,657

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  7  89  426  523 (523)  －

計  19,830  38,016  238  1,095  59,180 (523)  58,657

営業利益又は営業損失（△）  △644  1,965  △3  156  1,474 (1,545)  △70

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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  当第３四半期連結会計期間において、平成20年３月に解散決議をした連結子会社㈱ＦＦＳを清算いたしました。 

  

 （注）１．主要な事業の内容欄には、事業の種類別のセグメントの名称を記載しております。 

２．特定子会社に該当しておりません。 

  

  

６．その他の情報

名称 住所 
資本金
(百万円) 

主要な事業の
内容 

議決権の所有
(又は被所有)
割合（％） 

関係内容

（連結子会社）           

㈱ＦＦＳ 

(注)２ 
東京都中央区  480 小売事業  100.0

役員の兼任あり 

資金援助あり 
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