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(注) 当四半期における配当予想の修正有無 ： 無 

 当期の配当予想は、決算期変更に伴い９ヶ月間の変則決算を前提としております。 

(％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) 当四半期における業績予想の修正有無 ： 無 

 当社は、決算期を毎年３月31日から毎年12月31日に変更するため、決算期間は平成22年12月末日ま 

  での９ヶ月間となります。このため通期予想は９ヶ月間の予想数値を記載しており、通期の対前期 

  増減率については参考として当年同期である平成21年第３四半期連結累計期間の実績数値との比較 

  を記載しております。 
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1. 平成22年12月期第１四半期の連結業績（平成22年４月１日～平成22年６月30日）

 (1) 連結経営成績(累計)

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12月期第１四半期 18,627 8.0 △472 － △193 － △396 －

22年３月期第１四半期 17,242 4.4 △825 － △626 － △777 －

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12月期第１四半期 △1 54 －
22年３月期第１四半期 △3 02 －

 (2) 連結財政状態

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12月期第１四半期 44,691 23,689 53.4 92 57

 22年３月期 47,464 24,059 51.0 93 87

(参考) 自己資本 22年12月期第１四半期 23,860百万円 22年３月期 24,197百万円

2. 配当の状況

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

22年３月期 － 0 00 － 0 00 0 00

22年12月期 0 00

22年12月期(予想) － － 0 00 0 00

3. 平成22年12月期の連結業績予想（平成22年４月１日～平成22年12月31日）

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 37,500 7.3 △900 － △400 － △750 － △2 91

通期 63,000 7.4 850 － 1,450 197.8 1,050 357.5 4 07

HO156010
新規スタンプ



 

 
  （注）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有な会計処理の適用の有無となります。 

  

 

 
 （注）「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、表示方法等の変更の有無となります。 
    

(4) 発行済株式数（普通株式） 

 
  

・この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算

短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期連結財務諸表のレビュー手続は終了していま

せん。 

・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条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、四半

期決算短信（添付資料）４ページ「(3) 連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4. その他（詳細は、【添付資料】P.4「2.その他の情報」をご覧ください。）

(1) 当四半期中における重要な子会社の異動 ： 無

  （注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ： 有

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更

 ① 会計基準等の改正に伴う変更 ： 有

 ② ①以外の変更 ： 有

 

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 22年12月期１Ｑ 257,846,590株 22年３月期 257,846,590株

② 期末自己株式数 22年12月期１Ｑ 79,197株 22年３月期 78,486株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 22年12月期１Ｑ 257,767,722株 22年３月期１Ｑ 257,769,934株

(※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示)

(※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項）
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当第１四半期連結会計期間（平成22年４月１日～６月30日）のわが国の経済環境は、輸出と生産の回復

により景気の持ち直しの動きがみられたものの、ギリシャ危機による株安、円高による経済不安や失業率

が高水準で推移するなど、景気回復の動きは緩やかなものにとどまりました。 

 このような環境の中で、当社グループは、持続的な黒字化体質づくりをめざして、各事業部で様々な施

策を実行してまいりました。洋菓子事業におきましては、消費者の節約志向に対応したキャンペーンなど

の販売施策をゴールデンウィークなどに集中的に実施することにより来店客数の増加に取り組みました。

また積極的な新規出店を行い、店舗数は純増となるなど、売上の拡大を図ってまいりました。製菓事業に

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開発を推進すると共に、流通小売業の変

化に即したディスカウントストアなどへ積極的に対応した拡販に取り組み、売上は伸長いたしました。 

 この結果、売上高は186億27百万円(前年同四半期比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、更に生産効率が向上したことに加え、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を進めたことにより生産性が向上し、売上総利益が拡大

しました。また、原材料価格は一部で上昇したものの、全体では比較的安定したことにより収益を大幅に

改善することができました。 

 この結果、営業損失は４億72百万円（前年同四半期に比べ３億52百万円圧縮）、経常損失は１億93百万

円（前年同四半期に比べ４億32百万円の圧縮）、四半期純損失は３億96百万円（前年同四半期に比べ３億

81百万円の圧縮）となりました。 

セグメントの業績は以下のとおりであります。 

＜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１四半期連結会計期間における新設店が22店、

閉鎖店が13店となり、当第１四半期連結会計期間末店舗数は621店舗（前年同四半期末607店舗）となり

ました。 

 営業面では、ご好評をいただいている「999円セール（サンキューセール）」をゴールデンウィーク

に投入するとともに、「母の日セール」などを積極的に展開してまいりました。また、昨年１０月に発

売し、大変好評を博している「ミルキークリームロール」の効果や「ミルキークリームプリン」をはじ

めとする新商品の投入、「スクラッチキャンペーン」などの取り組みにより、店舗売上の拡大につなが

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は、消費者の低価格志向や節約志向の

影響を受けたものの、前期に店舗を新設した効果と積極的な外販活動の成果により、売上は前年同四半

期を上回りました。 

 この結果、ケーキ等の洋菓子類の売上高は45億44百万円となりました。 

 レストランにおきましては、個人消費の回復基調が見え始めたものの、競合他社との競争はますます

激化いたしました。 

 このような状況のもと、新しいコンセプトで４月23日にオープンした「名古屋アンパンマン＆ペコズ

キッチン」や改装を行った店舗の売上が好調に推移しました。また、グランドメニューの変更や「100

周年記念フェアメニュー」の継続展開、「ケーキバイキング」などの販売施策が奏功し、売上は前年同

四半期を上回りました。 

 この結果、レストラン売上高は16億８百万円となりました。 

1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報

(1) 連結経営成績に関する定性的情報
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 以上の結果、当第１四半期連結会計期間における洋菓子事業全体の売上高は61億53百万円（前年同四

半期比107.1％）となりました。 

  

＜製菓事業＞ 

菓子におきましては、前期に引き続き基幹３ブランドを含む主力商品の拡販継続と、チョコレートの

販売強化が奏功し、売上は前年同四半期を上回りました。特に、市場のニーズに対応し、よりお買い求

めになりやすい価格帯の「15枚ハートチョコレート（ピーナッツ）」および「ペコウェハースチョコレ

ート」などのチョコレートを中心とした袋物商品の販売数が増加し、売上拡大に大きく貢献いたしまし

た。また、ドラッグストアや駅売店など業態、立地に対応した商品開発の推進と積極的な拡販により、

売上の拡大を図ってまいりました。 

 この結果、菓子売上高は109億４百万円となりました。 

飲料におきましては、主力商品である「ネクターピーチ350g缶」および「レモンスカッシュ350ml

缶」などの販売が好調に推移しましたが、前年度に比べ、他社ブランドのＯＥＭ商品不振により、売上

は前年同四半期を下回りました。 

 この結果、飲料売上高は13億６百万円となりました。 

  

以上の結果、当第１四半期連結会計期間における製菓事業全体の売上高は122億11百万円（前年同四

半期比108.8％）となりました。 

  

＜その他＞ 

主に不動産事業のテナントからの賃貸収入及び株式会社不二家システムセンターの事務受託業務の売

上で、売上高は２億63百万円となりました。 

  

当第１四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178億８百万円で、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

や売掛債権の減により前連結会計年度末に比べ30億16百万円減少いたしました。固定資産は268億82百万

円で、主に投資有価証券の時価評価に伴う増や有形固定資産の増により、前連結会計年度末に比べ２億44

百万円の増加となりました。 

 この結果、総資産は446億91百万円で前連結会計年度末に比べ27億72百万円減少いたしました。 

また、流動負債は147億68百万円で、主に仕入債務や未払金の減により前連結会計年度末に比べ21億14百

万円減少いたしました。固定負債は62億33百万円で、主に社債の償還により前連結会計年度末に比べ２億

87百万円減少いたしました。 

 この結果、負債は合計210億２百万円で、前連結会計年度末に比べ24億２百万円減少いたしました。 

 純資産は236億89百万円で、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３億69百万円減

少いたしました。 

 次に、当第１四半期連結会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、５億29百万円（前年同四半期は12億54百万円の使用）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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これは主に賞与引当金の減少と法人税の支払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、６億85百万円（前年同四半期は３億97百万円の使用）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） 

 財務活動の結果使用した資金は、４億84百万円（前年同四半期は４億80百万円の獲得）となりました。

これは主に借入金の返済によるものであります。 

 以上の結果、当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、73億82百万円となりまし

た。 

  

第２四半期連結累計期間の業績予想につきましては、前回公表値（平成22年５月13日公表）を修正して

おりません。また、通期の業績予想につきましても、前回公表値を修正しておりません。  

  （注）上記の業績予想は、現時点で入手可能な情報に基づき当社で判断したものであり、実際の業績は予想と異

なる可能性があります。 

  

該当事項はありません。  

  

（簡便な会計処理）  

 一般債権の貸倒見積高の算定方法 

当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がない

と認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率を使用して貸倒見積高を算定しております。 

（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。 

  

① 会計基準等の改正に伴う変更 

  「資産除去債務に関する会計基準」等の適用 

 当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 

  平成20年３月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針 

 第21号 平成20年３月31日）を適用しております。 

    これにより、営業損失及び経常損失はそれぞれ３百万円増加し、税金等調整前四半期純損失 

  は１億57百万円増加しております。 

  

   表示方法の変更 

  (四半期連結損益計算書関係) 

   「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号  平成20年12月26日)に基づき財務 

  諸表等規則等の一部を改正する内閣府令(平成21年３月24日  内閣府令第５号)の適用に伴い、 

(3) 連結業績予想に関する定性的情報

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要
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  当第１四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目を表示しており 

  ます。 

  

② ①以外の変更  

当第１四半期連結会計期間より、当社の決算日を12月31日に変更したことで持分法適用関連会社Ｂ－

Ｒ サーティワン アイスクリーム㈱の決算日と連結決算日が同一となったことに伴い、当該関連会社の

損益を平成22年１月１日から平成22年６月30日までの６ヶ月間取り込んでおります。これにより、経常

損失、税金等調整前四半期純損失は、それぞれ97百万円減少しております。 
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3. 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１四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 7,487 9,086

受取手形及び売掛金 6,436 7,835

商品及び製品 2,308 2,323

仕掛品 312 309

原材料及び貯蔵品 1,148 1,190

繰延税金資産 11 31

その他 551 506

貸倒引当金 △447 △457

流動資産合計 17,808 20,825

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 7,148 7,077

機械装置及び運搬具（純額） 5,900 5,961

土地 2,879 2,879

リース資産（純額） 1,394 1,312

その他（純額） 387 320

有形固定資産合計 17,711 17,551

無形固定資産 381 412

投資その他の資産

投資有価証券 5,424 5,093

繰延税金資産 46 43

敷金及び保証金 2,279 2,441

その他 1,285 1,355

貸倒引当金 △247 △260

投資その他の資産合計 8,789 8,673

固定資産合計 26,882 26,638

資産合計 44,691 47,464

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 4,521 5,313

短期借入金 4,455 4,484

1年内償還予定の社債 354 354

リース債務 313 288

未払金 2,982 3,934

未払法人税等 70 271

賞与引当金 253 533

店舗閉鎖損失引当金 57 84

その他 1,760 1,620

流動負債合計 14,768 16,883
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日)

固定負債

社債 1,864 1,969

長期借入金 1,007 1,262

リース債務 1,237 1,180

退職給付引当金 1,568 1,560

負ののれん 2 2

その他 553 546

固定負債合計 6,233 6,521

負債合計 21,002 23,404

純資産の部

株主資本

資本金 18,280 18,280

資本剰余金 5,070 19,348

利益剰余金 631 △13,250

自己株式 △14 △14

株主資本合計 23,966 24,363

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △98 △164

繰延ヘッジ損益 △8 △2

評価・換算差額等合計 △106 △166

少数株主持分 △171 △137

純資産合計 23,689 24,059

負債純資産合計 44,691 47,464
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(2) 四半期連結損益計算書

  【第１四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

前第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)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年６月30日)

売上高 17,242 18,627

売上原価 10,089 10,281

売上総利益 7,152 8,346

販売費及び一般管理費 7,978 8,819

営業損失（△） △825 △472

営業外収益

受取利息 4 3

受取配当金 20 12

持分法による投資利益 84 229

受取補償金 168 －

その他 21 79

営業外収益合計 298 324

営業外費用

支払利息 47 34

社債発行費 38 －

その他 14 10

営業外費用合計 100 45

経常損失（△） △626 △193

特別利益

固定資産売却益 3 －

貸倒引当金戻入額 15 7

特別利益合計 18 7

特別損失

固定資産売却損 － 2

固定資産廃棄損 37 7

店舗閉鎖損失引当金繰入額 34 －

貸倒引当金繰入額 5 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 154

特別損失合計 77 164

税金等調整前四半期純損失（△） △685 △350

法人税、住民税及び事業税 56 61

法人税等調整額 2 17

法人税等合計 58 79

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △429

少数株主利益又は少数株主損失（△） 33 △33

四半期純損失（△） △777 △396

㈱不二家(2211)平成22年12月期第１四半期決算短信

8



(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

（単位：百万円）

前第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)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22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損失（△） △685 △350

減価償却費 719 725

賞与引当金の増減額（△は減少） △240 △280

持分法による投資損益（△は益） △84 △229

社債発行費 38 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 154

売上債権の増減額（△は増加） 935 1,399

たな卸資産の増減額（△は増加） 6 52

仕入債務の増減額（△は減少） △352 △791

未払金の増減額（△は減少） △1,270 △990

その他 △134 18

小計 △1,068 △292

利息及び配当金の受取額 32 16

利息の支払額 △45 △29

法人税等の支払額 △172 △224

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,254 △529

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 － △100

固定資産の取得による支出 △510 △513

固定資産の売却による収入 3 5

その他 108 △77

投資活動によるキャッシュ・フロー △397 △685

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） 79 17

長期借入れによる収入 500 100

長期借入金の返済による支出 △1,509 △401

社債の発行による収入 1,461 －

社債の償還による支出 － △105

割賦債務の返済による支出 △13 △13

リース債務の返済による支出 △37 △81

その他 △0 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー 480 △484

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,171 △1,700

現金及び現金同等物の期首残高 7,931 9,082

現金及び現金同等物の四半期末残高 6,759 7,382
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当第１四半期連結累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年６月30日) 

該当事項はありません。 

  

前第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) 

  

 
(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) 

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) 

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。

  

(追加情報) 

当第１四半期連結会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第17号

平成21年３月27日)及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用

指針第20号 平成20年３月21日)を適用しております。 

  

１  報告セグメントの概要 

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会

が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているもので

(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

5,742 11,221 51 226 17,242 ― 17,242

  (2) セグメント間の内部 
      売上高又は振替高

― 1 27 144 173 (173) ―

計 5,742 11,222 79 371 17,415 (173) 17,242

営業利益又は営業損失(△) △509 214 0 54 △240 (584) △825

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】

【セグメント情報】
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あります。 

当社は、本社に製品・サービス別の事業本部を置き、各事業本部は取り扱う製品・サービスについ

て戦略を立案し、事業活動を展開しております。 

従って、当社は事業本部を基礎とした製品・サービス別セグメントから構成されており、「洋菓子

事業」及び「製菓事業」の２つを報告セグメントとしております。 

「洋菓子事業」は、ケーキ、ベーカリー、デザート等の洋菓子類の販売と飲食店の運営をしており

ます。「製菓事業」は、チョコレート、キャンディ、ビスケット等菓子類と飲料、乳製品等の販売を

しております。 

  

２  報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

当第１四半期連結累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年６月30日) 

 
(注)１ 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産事業及び事務受託業務等を含

んでおります。 

    ２ セグメント損益(△は損失)の調整額△575百万円には、固定資産減価償却費の調整額５百万円、その他の調整

額△０百万円及び各報告セグメントに配分していない全社費用△580百万円が含まれております。全社費用は、

主に報告セグメントに帰属しない一般管理費に係る費用であります。 

    ３ セグメント損益(△は損失)は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

当第１四半期連結累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年６月30日) 

該当事項はありません。 

  

  

(単位：百万円)

報告セグメント
その他
(注)１

合計
調整額 
(注)２

四半期連結
損益計算書
計上額 
(注)３洋菓子事業 製菓事業 計

売上高

  外部顧客への売上高 6,153 12,211 18,364 263 18,627 － 18,627

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

－ 157 157 169 327 △327 －

計 6,153 12,368 18,522 433 18,955 △327 18,627

セグメント損益(△は損失) △473 499 25 76 102 △575 △472

(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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