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

23年3月期第3四半期 30,190 △0.3 568 △14.9 616 △9.7 221 △21.6
22年3月期第3四半期 30,268 △3.0 668 △32.6 682 △30.3 282 0.0

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3四半期 3.73 ―
22年3月期第3四半期 4.76 ―

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3四半期 40,006 21,654 54.1 364.77
22年3月期 39,516 22,166 56.1 373.32

（参考） 自己資本   23年3月期第3四半期  21,654百万円 22年3月期  22,166百万円

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 ― ― ― 10.00 10.00
23年3月期 ― ― ―
23年3月期 

（予想） 10.00 10.00

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 41,800 2.2 1,640 35.4 1,680 32.1 930 26.5 15.67



(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は終了しておりません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
・ 本資料に記載されている業績予想につきましては、発表日現在において入手可能な情報に基づいて作成したものであり、実際の業績については今後の
様々な要因により予想数値と異なる可能性があります。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.3 「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 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期3Q 59,762,055株 22年3月期  59,762,055株
② 期末自己株式数 23年3月期3Q  397,882株 22年3月期  386,572株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期3Q 59,370,785株 22年3月期3Q 59,387,767株
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当第３四半期におけるわが国経済は、アジアを中心とする新興国の内需拡大や、エコカー減税・家電

エコポイントなどの経済政策効果が企業収益の改善を後押ししたものの、長引く円高やデフレの進行、

欧州の財政不安などにより、景気の先行きについては不透明な状況のまま推移しました。 

菓子・食品業界におきましては、消費者の節約・低価格志向や価格競争などによる厳しい経営環境が

続く中、食に対する「安全・安心」や健康に関する意識の高まりに加え、買うモノ・買う場所・買う基

準など、消費スタイルの変化に対応すべく、より一層の企業努力が求められております。 

このような環境の中で、中村屋グループは中期経営方針である「お客様満足の追求」「品質第一主義

の徹底」「自主自立の確立」に基づき、企業価値向上への諸施策の具現化に取り組み、変化や競争に強

い企業グループの実現に努めてまいりました。 

以上のような経過の中で、当第３四半期連結売上高は、30,190,467千円 前年同期に対し77,458千円

0.3％の減収となりました。 

利益面におきましては、営業利益は568,206千円 前年同期に対し99,678千円 14.9％の減益、経常

利益は615,617千円 前年同期に対し66,046千円 9.7％の減益となり、四半期純利益は221,448千円

21.6％の減益となりました。 

  

当第３四半期末における総資産は、現金及び預金の減少1,950,458千円等があったものの受取手形

及び売掛金2,730,757千円の増加等により、前連結会計年度末に比べ490,034千円増加し、40,006,417

千円となりました。 

負債総額は、支払手形及び買掛金の増加951,084千円や未払金等のその他流動負債の増加等によ

り、前連結会計年度末に比べ1,001,427千円増加し、18,351,939千円となりました。 

純資産は、配当金の支払等による利益剰余金の減少372,307千円やその他有価証券評価差額金の減

少134,302千円などにより、前連結会計年度末に比べ511,394千円減少し、21,654,478千円となりまし

た。 

  

当第３四半期末における営業活動によるキャッシュ・フローは、822,746千円の支出となりまし

た。これは主に、売上債権の増加額2,730,757千円や法人税等の支払額466,103千円等によるもので

す。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、379,759千円の支出となりました。これは主に、有形固定

資産及び無形固定資産の取得による支出545,545千円によるものです。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、747,952千円の支出となりました。これは主に、配当金の

支払額590,636千円等によるものです。 

これらの結果、現金及び現金同等物の当第３四半期末における残高は1,559,764千円となり、前連

結会計年度末に比べ、1,950,458千円の減少となりました。 

  

通期の業績予測につきましては、平成22年５月14日に公表いたしました業績予想に変更はありませ

ん。 

  

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

(2) 連結財政状態に関する定性的情報

① 財政状態の分析

② キャッシュ・フローの分析

(3) 連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 

  

（簡便な会計処理） 

定率法を使用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算出

する方法によっております。 

繰延税金資産の回収可能性の判断については、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時

差異等の発生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将来の

業績予測やタックス・プランニングを利用する方法によっております。 

  

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３四半期連結累計期間の営業利益及び経常利益が2,245千円減少し、税金等調

整前四半期純利益が44,239千円減少しております。また、当会計基準等の適用開始時における期首

時点で資産除去債務は92,062千円であります。 

提出会社の生産にかかわる物流費用については、従来、売上原価に含めて計上しておりました

が、第１四半期連結会計期間より販売費及び一般管理費に含める処理に変更いたしました。 

この変更は、従来の標準原価計算制度を見直した結果、製品原価の計算の精度を高め、費用管理

の明確化を図るとともに、より適正な期間損益計算を行うためのものであります。 

この変更による、損益に与える影響はありません。 

（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）に基づく財務諸

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、当第

３四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. 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

①  固定資産の減価償却費の算定方法

②  繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

1. 会計処理の原則・手続の変更

① 「資産除去債務に関する会計基準」等の適用

②  提出会社の物流費用の処理変更

 2.  表示方法の変更
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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：千円)

当第３四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,560,064 3,510,522

受取手形及び売掛金 6,596,955 3,866,198

有価証券 300,000 899,724

商品及び製品 1,125,343 997,805

仕掛品 68,322 45,067

原材料及び貯蔵品 973,297 609,497

その他 1,408,590 1,369,793

貸倒引当金 △11,367 △6,757

流動資産合計 12,021,202 11,291,848

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 6,480,712 6,642,678

土地 13,748,156 13,748,156

その他（純額） 1,903,722 1,879,449

有形固定資産合計 22,132,589 22,270,283

無形固定資産 435,171 564,150

投資その他の資産

投資有価証券 3,968,947 3,987,004

その他 1,474,528 1,429,090

貸倒引当金 △26,020 △25,992

投資その他の資産合計 5,417,455 5,390,102

固定資産合計 27,985,214 28,224,535

資産合計 40,006,417 39,516,383

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 2,348,597 1,397,512

短期借入金 4,248,000 4,348,000

未払法人税等 41,983 489,190

賞与引当金 350,276 684,202

その他 2,683,667 1,754,165

流動負債合計 9,672,522 8,673,070

固定負債

長期借入金 117,000 146,000

退職給付引当金 7,371,123 7,409,559

資産除去債務 92,960 －

その他 1,098,334 1,121,883

固定負債合計 8,679,417 8,677,442

負債合計 18,351,939 17,350,511

㈱中村屋（2204） 平成23年3月期 第３四半期決算短信

4



  
(単位：千円)

当第３四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 7,469,402 7,469,402

資本剰余金 7,578,523 7,578,505

利益剰余金 6,899,701 7,272,008

自己株式 △162,091 △157,288

株主資本合計 21,785,535 22,162,627

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △131,057 3,245

評価・換算差額等合計 △131,057 3,245

純資産合計 21,654,478 22,165,872

負債純資産合計 40,006,417 39,516,383
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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：千円)

前第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)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
 至 平成22年12月31日)

売上高 30,267,926 30,190,467

売上原価 17,436,102 16,987,892

売上総利益 12,831,824 13,202,575

販売費及び一般管理費 12,163,939 12,634,368

営業利益 667,885 568,206

営業外収益

受取利息 5,811 11,542

受取配当金 27,482 33,677

その他 22,092 42,725

営業外収益合計 55,385 87,943

営業外費用

支払利息 38,883 32,688

その他 2,724 7,845

営業外費用合計 41,607 40,533

経常利益 681,662 615,617

特別利益

貸倒引当金戻入額 52 －

受取保険金 － 11,639

その他 － 1,191

特別利益合計 52 12,830

特別損失

固定資産売却損 341 －

固定資産除却損 4,492 11,277

投資有価証券評価損 661 －

減損損失 94,138 47,162

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 43,185

その他 229 12,475

特別損失合計 99,860 114,099

税金等調整前四半期純利益 581,854 514,347

法人税、住民税及び事業税 156,176 44,130

法人税等調整額 143,285 248,769

法人税等合計 299,462 292,899

少数株主損益調整前四半期純利益 － 221,448

四半期純利益 282,392 221,448

㈱中村屋（2204） 平成23年3月期 第３四半期決算短信

6



(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

前第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)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
 至 平成22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 581,854 514,347

減価償却費 889,284 842,040

固定資産除却損 4,492 11,277

減損損失 94,138 47,162

投資有価証券評価損益（△は益） 661 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 43,185

貸倒引当金の増減額（△は減少） 22,166 4,638

賞与引当金の増減額（△は減少） △328,866 △333,926

退職給付引当金の増減額（△は減少） 169,249 △38,436

受取利息及び受取配当金 △33,293 △45,219

支払利息 38,883 32,688

有形固定資産売却損益（△は益） 341 －

売上債権の増減額（△は増加） △2,930,317 △2,730,757

たな卸資産の増減額（△は増加） 8,799 △514,593

仕入債務の増減額（△は減少） 937,714 951,084

未払消費税等の増減額（△は減少） 154,213 △117,136

役員退職慰労未払金の増減額（△は減少） △97,943 －

その他 685,847 934,308

小計 197,220 △399,336

利息及び配当金の受取額 64,537 78,254

利息の支払額 △40,554 △35,561

法人税等の支払額 △500,161 △466,103

営業活動によるキャッシュ・フロー △278,959 △822,746

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出 △1,111,994 △1,101,306

有価証券の売却による収入 711,654 1,500,000

有形固定資産の取得による支出 △294,032 △494,154

有形固定資産の売却による収入 46 －

無形固定資産の取得による支出 △49,839 △51,392

投融資による支出 △2,431,270 △5,889,539

投融資の回収による収入 2,393,488 5,656,631

その他 125,604 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △656,345 △379,759

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） － △100,000

長期借入金の返済による支出 △29,000 △29,000

リース債務の返済による支出 △12,052 △23,532

自己株式の純増減額（△は増加） △9,916 △4,785

配当金の支払額 △591,692 △590,636

財務活動によるキャッシュ・フロー △642,660 △747,952

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,577,965 △1,950,458

現金及び現金同等物の期首残高 3,285,278 3,510,222

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,707,313 1,559,764
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当第３四半期連結累計期間(自 平成22年4月1日 至 平成22年12月31日) 

該当事項はありません。 

  

  

(単位：千円) 

 
  (注)  事業区分の方法および各区分に属する主要な製品・事業内容の名称 

当社グループは、親会社(提出会社)を中心に連結子会社を含め、菓子、食品、食材の製造・販売および飲

食店の営業と不動産の賃貸を行っており、そのほか連結子会社で不動産賃貸(管理運営)とスポーツクラブ

の営業及び保険代理業を行っております。これらの事業内容の特性を鑑み、菓子事業、食品事業、飲食事

業、不動産賃貸事業、その他の事業に区分しております。 

  また、これらの事業区分に属する主要な製品及び事業内容は次のとおりであります。 

 
  

在外連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。 

  

海外に対する売上はありません。 

  

(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】

前第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）

菓子事業 食品事業 飲食事業
不動産 
賃貸事業

その他 
の事業

計
消去又は 
全社

連結

売上高

(1)外部顧客に対する
売上高

19,578,025 5,564,205 4,076,798 629,264 419,633 30,267,926 － 30,267,926

(2)セグメント間の内
部売上高又は振替
高

－ 98,918 － 133,820 － 232,737 (232,737) －

計 19,578,025 5,663,122 4,076,798 763,084 419,633 30,500,663 (232,737) 30,267,926

営業利益又は 
営業損失(△)

1,804,018 156,569 △169,578 521,990 △44,887 2,268,112 (1,600,227) 667,885

事業区分 主要な製品・事業内容

菓子事業
中華まんじゅう、和焼菓子、米菓、パックデザート(水羊かん、プリン、ゼリー)、

パン類、その他和菓子、その他洋菓子

食品事業 業務用食材(カリー・パスタソース)、市販食品(レトルトカリー)

飲食事業
フランス料理店、中国料理店、南欧風料理店、インドカリー料理店、インストアベ

ーカリー

不動産賃貸事業 オフィスビル賃貸

その他の事業 スポーツクラブの営業、保険代理業

【所在地別セグメント情報】

【海外売上高】
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（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。 

  

１. 報告セグメントの概要 

当社グループ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
あります。 
当社グループは、親会社(提出会社)を中心に連結子会社を含め、菓子、食品、食材の製造・販売及び不

動産の賃貸(管理運営)を行っており、そのほか当社で飲食店の営業と連結子会社でスポーツクラブの営業
及び保険代理業を行っております。 
従って、これらの事業内容の特性を鑑み、「菓子事業」「食品事業」「飲食事業」「不動産賃貸事業」

「その他の事業」の５つを報告セグメントとしております。なお、報告セグメントの「その他の事業」に
ついては、連結子会社が営むスポーツクラブの営業及び保険代理業であります。 

  

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３四半期連結累計期間(自  平成22年4月1日  至  平成22年12月31日) 

(単位：千円)  

 

３. 報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の

主な内容(差異調整に関する事項) 
(単位：千円) 

 
(注) 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であります。 

  

４. 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 

（固定資産に係る重要な減損損失） 

「飲食事業」セグメントにおいて、当初想定していた収益が見込めないため、一部の店舗において減
損損失を計上しております。 
なお、当該減損損失の計上額は、当第３四半期連結累計期間においては47,162千円であります。 

  

【セグメント情報】

報告セグメント

合計
菓子事業 食品事業 飲食事業

不動産  
賃貸事業

その他の 
事業

計

売上高

外部顧客への売上高 19,760,493 5,471,760 3,852,056 593,134 513,025 30,190,467 30,190,467

セグメント間の内部売上
高又は振替高

－ 171,355 － 133,925 － 305,279 305,279

計 19,760,493 5,643,114 3,852,056 727,058 513,025 30,495,747 30,495,746

セグメント利益 
又は損失(△)

1,685,601 225,563 △157,211 478,086 △57,983 2,174,055 2,174,055

利  益 金  額

報告セグメント計 2,174,055

全社費用(注) △1,605,849

四半期連結損益計算書の営業利益又は営業損失(△) 568,206
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当第３四半期連結累計期間(自 平成22年4月1日 至 平成22年12月31日) 

 該当事項はありません。 

  

  

  

  

  

(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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