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1.  平成23年3月期第2四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22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 ％

23年3月期第2四半期 9,169 △0.5 573 △27.6 599 △26.0 267 △38.7

22年3月期第2四半期 9,215 ― 793 ― 810 ― 436 ―

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

23年3月期第2四半期 25.80 ―

22年3月期第2四半期 84.17 ―

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

23年3月期第2四半期 12,481 5,466 43.8 526.91
22年3月期 12,635 5,475 43.3 1,055.66

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  5,466百万円 22年3月期  5,475百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無  
 

年間配当金

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 ― 50.00 50.00
23年3月期 ― 0.00

23年3月期 
（予想）

― 25.00 25.00

3.  平成23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 19,290 3.0 1,620 △8.9 1,650 △9.1 850 △13.4 81.94
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(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  
（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の会計処理の適用の有無となります。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（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） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
・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
づく四半期財務諸表のレビュー手続きは終了していません。 

※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22年４月１日付をもって、普通株式１株につき２株の割合で、株式分割を実施しております。 
・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、（添付資料）３ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧下さい。 

4.  その他 （詳細は、[添付資料]４ページ「その他の情報」をご覧ください。）

新規 ―社 （社名 - ）、 除外 ―社 （社名 - ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期2Q 10,373,840株 22年3月期  5,186,920株

② 期末自己株式数 23年3月期2Q  229株 22年3月期  95株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q 10,373,639株 22年3月期2Q 5,186,920株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第２四半期連結累計期間における経営環境は、個人消費は持ち直しの動きがあるものの、依然として厳しい

雇用情勢、個人所得の低迷による生活防衛意識を背景に、厳しい環境が続いております。 

 このような状況のもと、当社グループは、地域性と専門店性を追求し、「ものづくり力」と「営業力」のレベ

ルアップに努めることで他社との差別化を図り、期初に掲げた以下の重点施策をテーマにグループ各社は事業施

策を遂行いたしております。 

・「熱狂的ファンづくり」の徹底実践 

・地域限定有店舗の通信販売の強化 

・高付加価値製品の創出とお客様への伝え方の進化 

・コンプライアンス強化と全員参画型経営の推進 

 その結果、積極的に販売促進・広告宣伝活動を推進したことにより一定の効果があったものの、夏場の記録的

な猛暑の影響、また、前年において大型連休効果で好調だった９月が低調に推移したことなどにより、売上高は

9,169百万円（前年同期比0.5％減）、営業利益は573百万円（前年同期比27.6％減）、経常利益は599百万円（前

年同期比26.0％減）となり、売上面及び利益面ともに前年同期を下回りました。 

 四半期純利益につきましても、「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）及び同適用指針（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）の適用に伴い、特別損失に資産除去債

務会計基準の適用に伴う影響額49百万円を計上したことなどにより、267百万円（前年同期比38.7％減）とな

り、前年同期を下回りました。 

  

 セグメント別の業績は次のとおりであります。 

（注） 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）及び同適用指針（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、セグメント

の業績を記載いたしております。これに伴い、各セグメントの前年同期比較に関する情報は、記載いたして

おりません。 

  

 ① ケイシイシイ 

 ケイシイシイは、北海道の「ルタオ」において、前期に引続き、新聞広告・テレビＣＭの全国放映などのプロ

モーション活動を積極的に展開したものの、夏場の記録的な猛暑の影響などにより、通信販売、百貨店での催事

販売が低調に推移しました。新商品では、12周年記念スイーツとして「ヴェネチア・ランデヴー」を発売し、販

売強化に努めました。また、道内店舗のルタオ大丸札幌店の全面改装を本年５月に実施いたしました。その結

果、売上高は3,192百万円となり、営業利益は239百万円となりました。 

 ② 寿製菓 

 寿製菓は、前年９月大型連休特需の反動があったものの、山陰地区では「白ウサギフィナンシェ」の販促強

化、「お菓子の壽城」が集客増加などにより堅調に推移いたしました。その結果、売上高は3,339百万円とな

り、営業利益は199百万円となりました。 

 ③ 販売子会社（11社） 

 販売子会社（11社）は、交通機関市場を中心に、主力製品の専用什器展開、新製品の投入に努めました。地域

では、「コンディトライ神戸」ブランドを擁する関西地区が、新商品「神戸バニラフロマージュ」の販売強化、

主力商品「神戸クリームチーズケーキ」モンドセレクション金賞受賞ＰＲ展開などにより堅調に推移いたしまし

た。その結果、売上高は2,011百万円となり、営業利益は63百万円となりました。 

 ④ 九十九島グループ 

 九十九島グループは、直営店舗が猛暑の影響などにより低迷した一方、焼き芋まんじゅう「龍馬伝」の販売強

化、主力製品「九十九島せんぺい」、「はなかご」のモンドセレクション 高金賞Ｗ受賞のＰＲ展開により、卸

売は、前年同水準となりました。その結果、売上高は1,436百万円となり、営業利益は43百万円となりました。 

 ⑤ 但馬寿 

 但馬寿は、遊月亭の黒豆茶が、テレビで紹介されたことなどにより認知度が高まり、通信販売が好調に推移い

たしました。その結果、売上高は548百万円となり、営業利益は46百万円となりました。 

 ⑥ つきじちとせ 

 つきじちとせは、主力商品「かりんとうかりんとせ」、季節の創作和菓子の販売強化、また通信販売に注力い

たしました。その結果、売上高は329百万円となり、営業損失は26百万円となりました。 

 ⑦ その他 

 その他におきましては、損害保険代理業が含まれております。売上高は２百万円となり、営業利益は０百万円

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



（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154百万減少し12,481百万円となりまし

た。流動資産は5,062百万円となり、331百万円減少いたしました。主な要因は、現金及び預金の減少（473百

万円）などです。固定資産は、7,418百万円となり、177百万円増加いたしました。主な要因は、有形固定資産

において、減価償却費計上による減少（233百万円）があった一方、店舗用地取得などの設備投資（430百万

円）実施によるものであります。 

 負債合計は、前連結会計年度末に比べ144百万円減少し7,015百万円となりました。流動負債は4,788百万円

となり249百万円減少いたしました。主な要因は、１年内返済予定の長期借入金の減少（111百万円）、未払法

人税等の減少（237百万円）などの減少要因と、短期借入金の増加（200百万円）による増加要因によるもので

す。固定負債は2,226百万円となり104百万円増加いたしました。主な要因は、会計基準適用に伴う資産除去債

務の計上（50百万円）などその他が増加したことによるものです。 

 純資産合計は、前連結会計年度末に比べ９百万円減少し5,466百万円となりました。主な要因は、四半期純

利益（267百万円）の計上による増加、配当金の支払い（259百万円）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0.5ポイント増加し43.8％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・フローは前連結会計年度末に比べ468百万円減少し、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、1,490百万円（前年同期比4.5％

減）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） 

 営業活動の結果得られた資金は、138百万円（前年同期比58.0％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546百万円、減価償却費を256百万円計上するとともに、資産除去

債務会計基準の適用に伴う影響額49百万円などの増加要因があった一方、売上債権の増加87百万円、法人税等

の支払491百万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、455百万円（前年同期203.3％増）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436百万円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、151百万円（前年同期比23.8％減）となりました。 

 主な要因は、短期借入金の純増額が200百万円あった一方で、配当金の支払い259百万円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22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。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19,290百万円（前

年同期比3.0％増）、営業利益1,620百万円（前年同期比8.9％減）、経常利益1,650百万円（前年同期比9.1％

減）、当期純利益850百万円（前年同期比13.4％減）を見込んでおります。 

 今後の見通しにつきましては、引続き厳しい経営環境が続くものと予想されますが、秋の行楽シーズン、ク

リスマス・年末商戦、バレンタイン商戦に向け、効率的な広告宣伝、販売促進活動を推進し、業績の向上にグ

ループ一丸となり対処してまいります。 

  



  

（１）重要な子会社の異動の概要 

   該当事項はありません。 

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

   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）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

   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、当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益がそれぞれ1,556千円減少し、税金等調整

前四半期純利益が50,913千円減少しております。 

  

（４）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

   該当事項はありません。 

  

２．その他の情報



３．四半期連結財務諸表 
（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22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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,035,146 2,508,922

受取手形及び売掛金 1,959,764 1,872,175

商品及び製品 409,773 351,996

仕掛品 22,592 28,116

原材料及び貯蔵品 316,473 310,990

その他 333,355 328,410

貸倒引当金 △14,445 △6,255

流動資産合計 5,062,658 5,394,354

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,042,407 3,084,294

機械装置及び運搬具（純額） 403,877 397,233

工具、器具及び備品（純額） 198,041 191,578

土地 2,571,639 2,344,340

リース資産（純額） 77,501 69,256

建設仮勘定 24,106 27,292

有形固定資産合計 6,317,571 6,113,993

無形固定資産 84,728 82,527

投資その他の資産   

その他 1,070,087 1,098,180

貸倒引当金 △53,505 △53,133

投資その他の資産合計 1,016,582 1,045,047

固定資産合計 7,418,881 7,241,567

資産合計 12,481,539 12,635,921

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 711,483 680,268

短期借入金 2,200,000 2,000,000

1年内返済予定の長期借入金 751,108 862,312

未払法人税等 256,554 494,265

賞与引当金 316,226 307,676

その他 553,611 693,583

流動負債合計 4,788,982 5,038,104

固定負債   

長期借入金 1,109,279 1,072,629

退職給付引当金 701,882 685,302

役員退職慰労引当金 116,304 111,971

その他 299,090 252,373

固定負債合計 2,226,555 2,122,275

負債合計 7,015,537 7,160,379



（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22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22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 1,323,161 1,323,161

利益剰余金 2,930,713 2,922,448

自己株式 △219 △187

株主資本合計 5,471,455 5,463,222

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △5,453 12,320

評価・換算差額等合計 △5,453 12,320

純資産合計 5,466,002 5,475,542

負債純資産合計 12,481,539 12,635,921



（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21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 9,215,510 9,169,685

売上原価 4,718,699 4,741,797

売上総利益 4,496,811 4,427,888

販売費及び一般管理費 3,703,725 3,853,948

営業利益 793,086 573,940

営業外収益   

受取利息 1,056 491

受取配当金 1,415 1,686

受取地代家賃 39,893 39,909

その他 10,567 12,130

営業外収益合計 52,931 54,216

営業外費用   

支払利息 32,798 26,772

その他 2,394 1,616

営業外費用合計 35,192 28,388

経常利益 810,825 599,768

特別損失   

固定資産売却損 476 36

固定資産除却損 3,113 4,289

役員退職慰労金 20,450 －

減損損失 18,669 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 49,357

特別損失合計 42,708 53,682

税金等調整前四半期純利益 768,117 546,086

法人税等 331,534 278,480

少数株主損益調整前四半期純利益 － 267,606

四半期純利益 436,583 267,606



（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21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22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 768,117 546,086

減価償却費 250,861 256,216

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 49,357

減損損失 18,669 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,066 8,562

賞与引当金の増減額（△は減少） 32,967 8,550

退職給付引当金の増減額（△は減少） 17,376 16,580

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △175,700 4,333

受取利息及び受取配当金 △2,471 △2,177

支払利息 32,798 26,772

固定資産売却損益（△は益） 476 36

固定資産除却損 3,113 4,289

売上債権の増減額（△は増加） △284,399 △87,589

たな卸資産の増減額（△は増加） △22,773 △57,736

仕入債務の増減額（△は減少） 108,482 31,215

その他 29,172 △148,641

小計 777,754 655,853

利息及び配当金の受取額 1,660 1,909

利息の支払額 △32,875 △27,240

法人税等の支払額 △416,020 △491,773

営業活動によるキャッシュ・フロー 330,519 138,749

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 △3,900 △1,700

定期預金の払戻による収入 11,200 7,400

投資有価証券の取得による支出 △601 △603

有形固定資産の取得による支出 △148,861 △436,415

有形固定資産の売却による収入 518 29

無形固定資産の取得による支出 △886 △10,437

貸付けによる支出 △150 △2,200

貸付金の回収による収入 270 1,150

その他 △7,649 △12,399

投資活動によるキャッシュ・フロー △150,059 △455,175

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） 250,000 200,000

長期借入れによる収入 250,000 600,000

長期借入金の返済による支出 △477,214 △674,554

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △6,739 △10,223

建設協力金の返済による支出 △7,500 △7,500

自己株式の取得による支出 － △32

配当金の支払額 △207,477 △259,341

財務活動によるキャッシュ・フロー △198,930 △151,650

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △18,470 △468,076

現金及び現金同等物の期首残高 1,579,379 1,958,822

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,560,909 1,490,746



 該当事項はありません。 

  

【事業の種類別セグメント情報】 

 前第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） 

 当社の企業集団は、菓子製品の製造及び販売を主な事業としており、１セグメントの売上高、営業利益及び資産

の金額がいずれも合計の90％超となっております。 

 また、当該セグメント以外に開示基準に該当するセグメントがありません。このため、事業の種類別セグメント

情報の記載を省略しております。 

 

【所在地別セグメント情報】 

 前第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） 

 本邦以外の国また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。 

 

【海外売上高】 

 前第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） 

 海外売上高がないため、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



【セグメント情報】 

１．報告セグメントの概要 

 当社の報告セグメントは、当社グループ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ありま

す。  

  当社グループは、菓子製品の製造及び販売を主な事業としており、純粋持株会社である当社は、グループ全体

の経営方針、中期的な経営計画の策定等、意思決定の機能を有し、各子会社はその基本的方針に基づいて各々独

立した経営単位として、事業活動を展開しております。 

  したがって、当社グループは報告セグメントを各子会社ごとに分類しております。 

  なお、子会社の内、販売子会社11社をマネジメントアプローチの集約基準に基づき、１つの報告セグメントと

して集約しております。 

  

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２四半期連結累計期間（自平成22年４月１日  至平成22年９月30日） 

                                                                                       (単位：千円） 

（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、損害保険代理業が含まれて

おります。 

２．セグメント利益（△は損失）の調整額7,209千円は、当社とセグメントとの内部取引消去額203,742千

円、セグメント間取引消去額5,741千円、たな卸資産の調整額△6,585千円、各報告セグメントに配分して

いない全社費用△195,689千円であります。全社費用は主に提出会社におけるグループ管理に係る費用であ

ります。 

３．セグメント利益（△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。 

  

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

 該当事項はありません。 

  

（追加情報） 

  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。 

   

 該当事項はありません。 

  

  

  

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 

ケイシイ

シイ 
寿製菓 

販売子会

社(11社) 
九十九島

グループ 
但馬寿

つきじち

とせ 計 

 売上高                       

外部顧客への

売上高 
 2,965,360  2,394,836 2,010,723 1,308,169 176,923 310,833 9,166,844 2,841  9,169,685 － 9,169,685

セグメント間

の内部売上高

又は振替高 

 227,069  944,896  309 128,283 371,324 18,339 1,690,220 －  1,690,220 △ 1,690,220 －

計  3,192,429  3,339,732 2,011,032 1,436,452 548,247 329,172 10,857,064 2,841 10,859,905 △ 1,690,220 9,169,685

 セグメント利益 

（△は損失）  
 239,459  199,609  63,539 43,446 46,227 △ 26,257 566,023 708  566,731 7,209 573,940

（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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