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

（注）当連結会計年度は、決算期変更に伴い９ヶ月決算のため、対前期増減率を記載しておりません。 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年12月期 62,079 ― △184 ― 580 ― 379 ―
22年3月期 79,556 7.8 290 ― 905 ― 590 ―

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利

益率 総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

22年12月期 1.47 ― 1.6 1.2 △0.3
22年3月期 2.29 ― 2.5 1.9 0.4

（参考） 持分法投資損益 22年12月期  738百万円 22年3月期  570百万円

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 50,614 24,458 48.6 95.50
22年3月期 47,464 24,059 51.0 93.87

（参考） 自己資本   22年12月期  24,616百万円 22年3月期  24,197百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円

22年12月期 △1,040 △1,533 9 6,517
22年3月期 3,694 △1,917 △625 9,082

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

22年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―
22年12月期 0.00 ― ― 0.00 0.00 ― ― ―
23年12月期 

（予想）
― 0.00 ― 0.00 0.00 ―

3.  23年12月期の連結業績予想（平成23年1月1日～平成23年12月31日） 
（％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）当連結会計年度は決算期の変更により、平成22年４月１日から平成22年12月31日までの９ヶ月間となっております。このため、対前期及び対前年同
四半期増減率については記載しておりません。 

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

40,000 ― △100 ― 100 ― △100 ― △0.39

通期 85,000 ― 1,000 ― 1,800 ― 1,200 ― 4.66
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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) 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（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

（注）詳細は、21ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注）１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、30ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

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 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  79,472株 22年3月期  78,486株

（参考）個別業績の概要 

1.  22年12月期の個別業績（平成22年4月1日～平成22年12月31日） 

（注）当事業年度は、決算期変更に伴い９ヶ月間の変則決算のため、対前期増減率を記載しておりません。 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年12月期 54,771 ― △431 ― △134 ― △94 ―
22年3月期 70,119 11.0 104 ― 485 ― 261 ―

1株当たり当期純利益 潜在株式調整後1株当たり当期純
利益

円 銭 円 銭

22年12月期 △0.37 ―
22年3月期 1.01 ―

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 46,248 23,118 50.0 89.68
22年3月期 43,918 23,157 52.7 89.83

（参考） 自己資本 22年12月期  23,118百万円 22年3月期  23,157百万円

※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あたっての注意事項等について
は、３ページ「１.経営成績（1）経営成績に関する分析」をご覧ください。 
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（注）当社は当連結会計年度より決算期を３月31日から12月31日に変更しております。 

このため、当連結会計年度は４月１日から12月31日までの９ヶ月間となっており、以下では比較を

容易にするため前年同期（平成21年４月１日から平成21年12月31日まで）との比較を記載しておりま

す。 

  

当連結会計年度におけるわが国経済は、海外経済の減速による輸出減少や円高進行による景気の減速

基調の中、エコポイントなどの政策終了に伴う駆け込み需要、猛暑効果などが一時的に個人消費を盛り

上げたものの、失業率は高水準で推移するなど、景気回復の動きは緩慢なものとなりました。また、当

社グループが属する菓子業界におきましては、猛暑等の影響により菓子市場全体の需要が伸び悩んだこ

とによる競争激化と、デフレ環境が続くことによる低価格化が収益を圧迫し、経営環境は厳しい状況が

続きました。 

このような環境の中で、当社グループは、各事業部において様々な製品施策、営業施策を推進するこ

とにより、売上の確保につとめるとともに、各工場の生産ラインでロス率の低減に取り組むなどのコス

ト削減、ライン稼働率や生産効率の向上を追求し、生産性向上につとめ、安定した黒字化の体質づくり

を目指してまいりました。 

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販売施策を週末や連休などの需要期に継続

的に実施してまいりましたが、夏場の猛暑による影響が長引いたことや「生ミルキー」「ミルキークリ

ームロール」などの新商品効果が薄れ、既存店の売上は減少しました。しかしながら、新店舗の開設効

果やレストラン部門での売上が伸張したことにより、売上高は前年を上回りました。 

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開発を図り、販路拡大を実

施すると共に、流通小売業の変化に対応してスーパーマーケットやドラッグストアなどへの積極的な拡

販に取り組んだ結果、売上は好調に推移しました。 

また、当社グループでは創業100周年を記念して、様々なイベント、キャンペーンを実施したことに

より、各メディアへの露出度も増加し、売上拡大の一因となりました。 

  

この結果、当連結会計年度の売上高は620億79百万円（前年同期比105.8％）となりました。また、損

益面では猛暑の影響により菓子市場全体の需要が伸び悩んだことによる競争激化に対応した販売促進費

が増加し、営業損失は１億84百万円（前年同期に比べ１億14百万円の悪化）となりました。経常利益は

持分法適用会社の業績が寄与したことにより、５億80百万円（前年同期比119.3％）、当期純利益では

３億79百万円（前年同期比165.2％）となりました。 

  

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析

①当期の概況

  当連結会計年度
  （自 平成22年４月１日
    至 平成22年12月31日）

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）

対前年   
同期比

増減

 

売  上  高

営 業 利 益

経 常 利 益

当 期 純 利 益

百万円

   ６２，０７９

     △１８４  

      ５８０

      ３７９

百万円

    ５８，６５７

       △７０

          ４８６

       ２２９

％

 105.8

      ―

 119.3

 165.2

百万円

3,422

△114

   94

  149
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（注）１．記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。 

 ２．当期（第116期）及び前期（第115期）のセグメント別売上高は「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）を適用しております。 

 ３．当期（第116期）は、決算期変更により平成22年４月１日から平成22年12月31日までの９ヶ月間となってお

ります。 

  

セグメント別の売上高の概要は下記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、当連結会計年度における新設店が57店、閉鎖店が23

店で前期末に比べ34店増加し、期末店舗数は646店（前期末612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）」や

「ファミリーケーキフェア」「スクラッチキャンペーン」を週末や連休などシーズンごとの需要期での

継続的な実施により、売上の拡大を図るとともに「ミルキークリームプリン」や「半熟カステラ」など

の新商品開発を推進しました。また、夏場の猛暑による影響や「生ミルキー」「ミルキークリームロー

ル」などの新商品効果が薄れましたが、新設店効果やクリスマスセールの売上が順調に推移し、売上は

前年並みを維持しました。 

 高級洋菓子を取り扱うダロワイヨは、「バウムクーヘン」や「トリアノン」などの新商品投入やデパ

ートへの特設店出店を行い、売上の拡大を図ってまいりましたが、消費者の低価格志向の強まりや百貨

店でのギフト商品の販売不振の影響を受け、売上は前年同期を下回りました。 

 この結果、ケーキ等の洋菓子類の売上高は150億18百万円（前年同期比99.5％）となりました。 

 レストランにおきましては、外食産業における低価格業態でのさらなる価格競争が激化し、一段と厳

しい市場環境となりましたが、継続して実施している「ケーキバイキング」や創業100周年記念メニュ

ーなどの販売施策を段階的に投入し、売上を確保してまいりました。また、積極的な店舗改装を実施

し、個室感覚のレイアウトを導入した店舗や、新設店舗の「名古屋アンパンマン＆ペコズキッチン」の

売上が好調に推移しました。 

 この結果、レストラン売上高は50億２百万円（前年同期比105.6％）となりました。 

②セグメント別売上高の状況

   
期別 

 
事業別

当連結会計年度 前第３四半期連結累計期間

対前年   
同期比

増減平成22年４月 1日から
平成22年12月31日まで

平成21年４月 1日から
平成21年12月31日まで

売上高 構成比 売上高 構成比

       
洋  
菓 
子 
事 
業

  百万円 ％ 百万円 ％ ％ 百万円

洋菓子 15,018 24.2 15,094 25.7 99.5 △76

レストラン 5,002 8.0 4,735 8.1 105.6 266

計 20,020 32.2 19,830 33.8 101.0 190

  製 
   菓 
   事 
   業 
 

菓 子 36,930 59.5 33,984 57.9 108.7 2,946

飲 料 4,325 7.0 4,024 6.9 107.5 300

計 41,255 66.5 38,008 64.8   108.5 3,246

その他 803 1.3 817 1.4 98.3 △14

合   計 62,079 100.0 58,657 100.0 105.8 3,422
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以上の結果、当連結会計年度における洋菓子事業全体の売上高は200億20百万円（前年同期比

101.0％）となりました。 

  

 ＜製菓事業＞ 

 菓子におきましては、猛暑等の影響により菓子市場全体の需要が伸び悩む中、「ルック」、「ミルキ

ー」及び「カントリーマアム」の基幹３ブランドを含む主力商品の拡販につとめました。また、チョコ

レートの販売強化に取り組み、市場のニーズに対応した、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）」及び「ペコウェファースチョコレート」などの袋物商品は、販売

数増加により、売上拡大に貢献しました。さらに、「ドラッグストア」や「ディスカウントストア」な

どの業態に対応した施策の実施、コンビニエンスストア向け商品「ペコポコクランチチョコ」などの新

商品や創業100周年を記念して発売した「90ｇソフトエクレア」や中袋商品を積極的に拡販することに

より、菓子販売の売上は前年同期を上回りました。 

 この結果、菓子売上高は369億30百万円（前年同期比108.7％）となりました。 

 飲料におきましては、主力ブランドの「ネクター」及び「レモンスカッシュ」の販売強化を継続的に

実施したことに加え、猛暑の影響を背景に販売が好調に推移しました。さらに環境に配慮したカートカ

ン（紙缶）を採用した「ネクターこだわり白桃」や８月にリニューアルした「ネクターつぶつぶ白桃」

などの新商品も順調に売上を伸ばし、売上は前年同期を上回りました。 

 この結果、飲料売上高は43億25百万円（前年同期比107.5％）となりました。 

  

以上の結果、当連結会計年度における製菓事業全体の売上高は412億55百万円（前年同期比108.5％）

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８億３百万円（前年同期比98.3％）となりました。 

  

当社グループを取り巻く環境につきましては、世界的な原料高や消費者の節約志向による低価格化が

続くデフレ環境のもとで、販売競争はさらに激化し、景気の先行きは不透明な状況が予測され、厳しい

経営環境が続くものと思われます。 

 このような環境の中、当社グループは、後記３.の(3)「会社の対処すべき課題」に記載の施策をスピ

ード感を持って、着実に実行することにより、下記見通しを達成できるよう努めてまいります。 

（次期の見通し） 

 
（注）当連結会計年度は決算期の変更により、平成22年４月１日から平成22年12月31日までの９ヶ月間となっており

ます。このため、伸長率については記載しておりません。 

③次期の見通しについて

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

平成23年12月期見通し（百万円） 85,000 1,000 1,800 1,200

平成22年12月期実績 （百万円） 62,079 △184 580 379

（伸長率）        （％） － － － －
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当連結会計年度末における資産、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233億15百万円で、主に売上債権の増加により前連結会計年度末に比べ24億89百万円増加

いたしました。固定資産は272億98百万円で、主に投資有価証券や有形固定資産の増により前連結会計

年度末に比べ６億60百万円増加いたしました。この結果、総資産は506億14百万円で前連結会計年度末

に比べ31億50百万円増加いたしました。 

また、流動負債は191億85百万円で、主に仕入債務や未払金の増により前連結会計年度末に比べ23億

２百万円増加いたしました。固定負債は69億69百万円で、主に長期借入金の増により前連結会計年度末

に比べ４億48百万円増加いたしました。 

純資産は244億58百万円で、主に当期純利益の計上により前連結会計年度に比べ３億99百万円増加い

たしました。この結果自己資本比率は48.6％(前期は51.0％)となり、１株当たり純資産は95円50銭(前

期末比１円63銭増)となりました。 

  

キャッシュ・フローについては、当連結会計年度末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て25億64百万円減少し、65億17百万円となりました。 

営業活動の結果使用した資金は、10億40百万円(前連結会計年度は36億94百万円の獲得)となりまし

た。これは主に売上債権や棚卸資産の増によるものであります。 

投資活動の結果使用した資金は、15億33百万円(前連結会計年度は19億17百万円の使用)となりまし

た。これは主に有形固定資産の取得等によるものであります。 

財務活動の結果得られた資金は、９百万円(前連結会計年度は６億25百万円の使用)となりました。こ

れは新規約定の借入金があったものの、社債等の償還もありほぼ同額となったものであります。 

  

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 
 自己資本比率：自己資本／総資産 

 時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

 キャッシュフロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー 

 インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 

（注１）いずれも連結ベースの財務数値により計算しています。 

（注２）株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。 

（注３）キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しています。 

（注４）有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債にうち利子を支払っている全ての負債を対象としており

ます。 

（注５）平成19年３月期年度末から平成21年３月期年度末及び平成22年12月期年度末については営業キャッシュ・フ

ローがマイナスであるため、キャッシュ・フロー対有利子負債比率及びインタレスト・ガバレッジ・レシオ

は記載しておりません。 

(2) 財政状態に関する分析

①資産・負債・純資産の状況

②キャッシュ・フローの状況の分析

平成19年３月期 平成20年３月期 平成21年３月期 平成22年３月期 平成22年12月期

自己資本比率 19.4 46.8 50.6 51.0 48.6

時価ベースの自己資本比率 89.4 63.7 67.3 115.6 81.5

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率

－ － － 2.2 －

インタレスト・カバレッジ・
レシオ

－ － － 21.7 －
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当社は、収益力向上に向け、企業体質の強化を図りながら、株主の皆様への利益還元を充実させてい

くことが経営の 重要課題と考えております。今後、確実に収益をあげられる体質を早期に構築し、安

定的な収益企業としての基盤を確立する所存であります。当期は遺憾ながら無配の見込みであります

が、全社一丸となって改革を進め、早期に復配できるよう努めてまいります。 

  

当決算短信に記載した事業の状況、財務の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を

及ぼす可能性がある事項には、以下のようなものがあります。当社グループは、事業等のリスクが発生

する可能性を認識した上で、その発生の回避及び発生した場合の対応に努める所存であります。 

 なお、以下の文中には将来に関する事項が含まれておりますが、当該事項は当決算発表時点において

判断したものであります。 

  

食品事故の未然防止と製品の安全性を向上させるため、ＡＩＢ（American Institute of Baking）国

際検査統合基準による指導監査システム（以下「AIB食品安全システム」といいます）を平成19年に導

入し、継続的な監査を行っております。また、通常の品質管理業務とは別に、平成20年１月より毎月１

１日を「食品安全の日」と定め、工場、店舗及び関連会社の品質管理状況を確認するとともに、製造委

託会社の点検も実施し、不二家グループ全体の食品安全衛生の維持向上に継続的に取り組んでおりま

す。しかしながら、社会全般にわたる品質問題など、上記の取り組みの範囲を超えた事象が発生した場

合は、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

当社の主原料であります乳製品、植物油脂、小麦粉、砂糖等の原材料が、世界的な需給状況の変化や

輸出国の政情不安等により量的確保が困難となった場合、売上原価の悪化や生産活動への支障が発生

し、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

当社グループが展開している事業の中には、その特性上、過度の気温上昇によって消費者の購買動向

が影響を受け、売上の減少につながる可能性があります。また、想定した水準をはるかに越えた大規模

地震や、新型インフルエンザなどの感染症によって、消費及び生産活動に関して多大な打撃をこうむっ

た場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

当社保有の株式については、すでに減損処理を実施してきましたので、今後については大きな影響は

ないものと考えますが、株式市場の予想を上回る大幅な下落が発生した場合については、投資有価証券

評価損等の特別損失を発生させる可能性があります。 

当社を被告とした、１件（訴額合計28百万円）の損害賠償請求訴訟が係争中であります。この訴訟は

東京地方裁判所にて係属中であり、現時点におきまして訴訟の結果を予想するのは困難であります。仮

に当社にとって不利な判決がなされた場合は当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

  

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

(4)事業等のリスク

①「食」の安全性について

②原材料価格について

③自然環境の変化について

④株式市場の動向について

⑤訴訟について
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 当社グループは、当社、親会社、子会社８社及び関連会社３社により構成されており、当社グループが営

んでいる事業内容は、菓子食品の製造販売並びに洋菓子類の製造販売及び喫茶、飲食店の経営を主な内容と

し、更にこれらに関連する事業活動を展開しております。 

  

 当グループの事業に係る位置付け及びセグメントとの関連は次のとおりであります。 
  

 
  

  

企業集団の状況についての事業系統図は次のとおりであります。 

 

2. 企業集団の状況

事業区分 主要製品及び業務内容 主要な会社

洋菓子事業

ケーキ、ベーカリー、デザー
ト、アイスクリーム等洋菓子の
製造・販売 
喫茶及び飲食店の経営

当社、
㈱不二家フードサービス、㈱ダロワイヨジャポン、 
㈱ユトリア不二家、Ｂ－Ｒ サーティワン アイスクリーム㈱、 
山崎製パン㈱                (会社総数６社)

製菓事業
チョコレート、キャンディ、ビ
スケット、飲料及び乳製品等菓
子食品の製造・販売

当社、
日本食材㈱、不二家サンヨー㈱、不二家乳業㈱ 
不二家(杭州)食品有限公司          (会社総数５社)

その他
不動産の賃貸及び管理等、事務
受託業務及びアウトソーシング
受託、食品加工機械の保守

当社、
㈱不二家システムセンター、不二家テクノ㈱
                     (会社総数３社)
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当社グループは、『常により良い商品と 善のサービス（ベストクオリティ・ベストサービス）を通

じて、お客様ご家族に、おいしさ、楽しさ、満足を提供する。』という経営理念のもと、企業イメージ

の向上と不二家ブランド強化を追求してまいります。 

 そして、食品安全衛生管理力、製品開発力、生産現場力とこれを支える人材力を柱として、当社グル

ープの総合力を発揮して、安定した収益の確保を目指します。 

  

当社グループの経営戦略は以下のとおりであります。 

＜基本戦略＞ 

◆基幹事業の強化及び事業領域の拡大 

 ①既存領域 （基幹３事業+関連事業） 

  基幹３事業の改革・強化 

   ・洋菓子事業：事業戦略の転換による収益体制の構築 

   ・菓子事業：成長戦略による売上拡大と収益の 大化 

   ・食品事業：強みを活かしたブランド・領域に集中 

 ②新領域（早期の収穫を目指した着実な種まきの実施） 

   ・バンダイナムコグループ等との取り組み 

   ・通販・キャラクタービジネスの積極的展開 

   ・海外戦略の推進 

◆事業インフラの構築と組織構造の再設計 

 ①人材育成・開発…山崎製パンと不二家の協働経営による人材育成 

 ②AIB、ISO及び新概念の５S活動による生産システムの構築 

 ③営業インフラの整備…営業システムの再構築 

 ④業務責任体制の明確化(現場重視・委員会運営の推進) 

◆経営の透明性確保と社会的責任の遂行 

 ①内部統制の推進と外部との対話 

 ②全社品質保証体制の管理充実による安全・安心の追求 

  

3. 経営方針

(1) 会社の経営の基本方針及び目標とする経営指標

(2)中長期的な会社の経営戦略 
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各事業部別の対処すべき課題は次のとおりです。 

［洋菓子事業］ 

 洋菓子におきましては、品質・価格など幅広い消費者のニーズに対応すべく、新商品開発を継続的

に推進することにより販路の拡大を図り、不二家というコアブランドのさらなる強化に取り組んでま

いります。また、新たな立地・商品構成への挑戦、直営店のフランチャイズ化及びフランチャイズ店

の多店舗経営の推進による店舗開発を積極的に実施することにより、店舗数の増加につとめてまいり

ます。また、プレミアムケーキの開発によるフェアの実施や、記念日・催事などにおけるアニバーサ

リーケーキ拡販など営業施策を展開し、客数増加を図ってまいります。さらに、洋菓子の販路拡大の

ためにコンビニエンスストアや量販店などの業態に対応したブランド開発や、シーズンごとの積極的

な製品開発及び販売施策に取り組んでまいります。 

 生産面では、世界的な原料高が進行する中、原価管理の徹底によるコスト削減や生産性の向上を目

指して、収益の改善に積極的に取り組んでまいります。 

 レストランにおきましては、競合他社との競争が一段と激化しておりますが、他社との差別化を図

るべく、創業以来101年のご愛顧に感謝するシリーズメニューの展開、及びご好評をいただいており

ますスペシャルセットや人気のあるバースデーサービスを積極的に展開してまいります。また、洋菓

子の販売を強化し、既存店の活性化を目的とした店舗改装を行い、新規出店にチャレンジして売上拡

大を図ってまいります。 

  

［製菓事業］ 

 菓子におきましては、「ルック」、「ミルキー」及び「カントリーマアム」の基幹３ブランドの徹

底強化を図るべく、幅広く新商品の開発を図り、消費者の食シーンを広げる提案を積極的に行ってま

いります。また、デフレ環境における価格競争が続く中、ますます激化するコスト競争に対応して、

既存ブランドの生産設備・ライン強化を行い、ファミリーユースを対象としたコストパフォーマンス

の高い商品を提案してまいります。さらに、営業と生産の連携を強め、既存技術を徹底追求すること

で、様々な企業のニーズに応えてまいります。 

 生産面では、各工場の製造ラインにおける原価管理をさらに徹底するとともに、ライン稼働率向上

を目指した製品開発を積極的に行うなど工場の運営管理全体を常に見直し、一層の収益の向上を目指

してまいります。 

 飲料におきましては、「ミルキー60周年」を記念して新製品を投入するとともに、菓子ブランドを

活用した商品の開発や各種キャンペーンの展開により、売上拡大を図ってまいります。また、各販売

提携先との取り組み強化、山崎製パン株式会社など他社ブランド品のＯＥＭ事業の拡大とともに、当

社のブランドやキャラクターを活用した食品事業を、新たな取り組み先と積極的に展開してまいりま

す。 

  

また、海外市場への展開については、伸張著しい中国マーケットにおいて、富裕層をターゲットと

した高品質商品向け市場に対する輸出の拡大とともに、キャンディ新工場建設を進めるなど、積極的

な事業展開を図ってまいります。 

 さらに、通販・キャラクター事業といった新領域へのビジネス拡大を強化してまいります。 

(3)会社の対処すべき課題
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4.【連結財務諸表】

(1)【連結貸借対照表】

(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成22年３月31日)

当連結会計年度
(平成22年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 9,086 6,623

受取手形及び売掛金 7,835 ※4 11,642

商品及び製品 2,323 3,219

仕掛品 309 247

原材料及び貯蔵品 1,190 1,514

繰延税金資産 31 8

その他 506 515

貸倒引当金 △457 △456

流動資産合計 20,825 23,315

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 ※2 26,425 ※2 26,761

減価償却累計額 △19,347 △19,817

建物及び構築物（純額） 7,077 6,943

機械装置及び運搬具 37,890 38,976

減価償却累計額 △31,928 △32,778

機械装置及び運搬具（純額） 5,961 6,198

工具、器具及び備品 2,761 2,940

減価償却累計額 △2,471 △2,491

工具、器具及び備品（純額） 290 449

土地 ※2 2,879 ※2 2,847

リース資産 1,560 1,877

減価償却累計額 △248 △408

リース資産（純額） 1,312 1,468

建設仮勘定 29 9

有形固定資産合計 17,551 17,917

無形固定資産

ソフトウエア 245 196

その他 167 167

無形固定資産合計 412 363

投資その他の資産

投資有価証券 ※1, ※2 5,093 ※1, ※2 5,773

長期貸付金 318 312

繰延税金資産 43 49

敷金及び保証金 2,441 2,249

前払年金費用 467 371

その他 ※1 569 ※1 474

貸倒引当金 △260 △212

投資その他の資産合計 8,673 9,018

固定資産合計 26,638 27,298

資産合計 47,464 50,614

㈱不二家（2211）　平成22年12月期決算短信

－11－



(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成22年３月31日)

当連結会計年度
(平成22年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 5,313 6,543

短期借入金 ※2 4,484 ※2 4,478

1年内償還予定の社債 354 354

リース債務 288 332

未払金 3,934 4,748

未払法人税等 271 115

賞与引当金 533 244

店舗閉鎖損失引当金 84 36

その他 1,620 2,331

流動負債合計 16,883 19,185

固定負債

社債 1,969 1,687

長期借入金 ※2 1,262 ※2 1,789

リース債務 1,180 1,293

退職給付引当金 1,560 1,576

負ののれん 2 1

その他 546 622

固定負債合計 6,521 6,969

負債合計 23,404 26,155

純資産の部

株主資本

資本金 18,280 18,280

資本剰余金 19,348 5,070

利益剰余金 △13,250 1,406

自己株式 △14 △14

株主資本合計 24,363 24,742

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △164 △112

繰延ヘッジ損益 △2 △13

評価・換算差額等合計 △166 △125

少数株主持分 △137 △157

純資産合計 24,059 24,458

負債純資産合計 47,464 50,614
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(2)【連結損益計算書】

(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成22年12月31日)

売上高 79,556 62,079

売上原価 ※2 43,824 ※2 33,874

売上総利益 35,732 28,204

販売費及び一般管理費 ※1, ※2 35,442 ※1, ※2 28,389

営業利益又は営業損失（△） 290 △184

営業外収益

受取利息 17 12

受取配当金 42 19

負ののれん償却額 0 0

持分法による投資利益 570 738

受取補償金 168 －

雑収入 130 141

営業外収益合計 929 912

営業外費用

支払利息 170 102

社債発行費 67 －

雑損失 76 43

営業外費用合計 314 146

経常利益 905 580

特別利益

固定資産売却益 ※3 3 ※3 300

貸倒引当金戻入額 75 11

店舗閉鎖損失引当金戻入額 45 13

特別利益合計 123 324

特別損失

固定資産売却損 － 2

固定資産廃棄損 ※4 163 ※4 106

減損損失 ※5 21 ※5 9

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 154

100周年記念事業費用 － 93

特別損失合計 184 366

税金等調整前当期純利益 844 539

法人税、住民税及び事業税 245 159

法人税等調整額 △28 20

法人税等合計 216 179

少数株主損益調整前当期純利益 － 359

少数株主利益又は少数株主損失（△） 37 △20

当期純利益 590 379

㈱不二家（2211）　平成22年12月期決算短信

－13－



(3)【連結株主資本等変動計算書】

(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成22年12月31日)

株主資本

資本金

前期末残高 18,280 18,280

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 18,280 18,280

資本剰余金

前期末残高 19,348 19,348

当期変動額

欠損填補 － △14,278

当期変動額合計 － △14,278

当期末残高 19,348 5,070

利益剰余金

前期末残高 △13,840 △13,250

当期変動額

欠損填補 － 14,278

当期純利益 590 379

当期変動額合計 590 14,657

当期末残高 △13,250 1,406

自己株式

前期末残高 △14 △14

当期変動額

自己株式の取得 △0 △0

当期変動額合計 △0 △0

当期末残高 △14 △14

株主資本合計

前期末残高 23,773 24,363

当期変動額

当期純利益 590 379

自己株式の取得 △0 △0

当期変動額合計 590 379

当期末残高 24,363 24,742
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成22年12月31日)

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 △307 △164

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

143 51

当期変動額合計 143 51

当期末残高 △164 △112

繰延ヘッジ損益

前期末残高 △15 △2

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

12 △10

当期変動額合計 12 △10

当期末残高 △2 △13

評価・換算差額等合計

前期末残高 △322 △166

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

155 40

当期変動額合計 155 40

当期末残高 △166 △125

少数株主持分

前期末残高 △174 △137

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 37 △20

当期変動額合計 37 △20

当期末残高 △137 △157

純資産合計

前期末残高 23,276 24,059

当期変動額

当期純利益 590 379

自己株式の取得 △0 △0

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 192 20

当期変動額合計 783 399

当期末残高 24,059 24,458
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(4)【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(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

税金等調整前当期純利益 844 539

減価償却費 3,093 2,313

減損損失 21 9

負ののれん償却額 △0 △0

貸倒引当金の増減額（△は減少） △93 △49

賞与引当金の増減額（△は減少） 86 △289

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） △45 △38

退職給付引当金の増減額（△は減少） 6 15

受取利息及び受取配当金 △59 △31

支払利息 170 102

持分法による投資損益（△は益） △570 △738

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 154

社債発行費 67 －

固定資産廃棄損 163 106

固定資産売却損益（△は益） △3 △298

売上債権の増減額（△は増加） △477 △3,806

たな卸資産の増減額（△は増加） △9 △1,158

仕入債務の増減額（△は減少） 258 1,230

未払金の増減額（△は減少） 41 762

未払消費税等の増減額（△は減少） 135 △180

その他の流動資産の増減額（△は増加） △15 23

前払年金費用の増減額（△は増加） 208 95

その他の流動負債の増減額（△は減少） 14 397

その他の固定負債の増減額（△は減少） △118 21

その他 △10 △5

小計 3,706 △823

利息及び配当金の受取額 368 177

利息の支払額 △166 △96

法人税等の支払額 △213 △297

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,694 △1,040
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成22年12月31日)

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 △105

定期預金の払戻による収入 10 4

投資有価証券の取得による支出 △7 △6

投資有価証券の売却による収入 0 6

その他投資の投資による支出 △3 △2

有形固定資産の取得による支出 △2,019 △1,771

有形固定資産の売却による収入 9 347

無形固定資産の取得による支出 △57 △38

貸付けによる支出 △13 △18

貸付金の回収による収入 40 24

長期前払費用の取得による支出 △5 △12

敷金及び保証金の差入による支出 △129 △81

敷金及び保証金の回収による収入 421 116

その他 △160 4

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,917 △1,533

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） △652 571

社債の発行による収入 2,432 －

社債の償還による支出 △277 △282

長期借入れによる収入 1,560 1,130

長期借入金の返済による支出 △3,414 △1,180

リース債務の返済による支出 △221 △192

割賦債務の返済による支出 △53 △36

自己株式の取得による支出 △0 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △625 9

現金及び現金同等物に係る換算差額 － －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,151 △2,564

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期末残高 ※ 9,082 ※ 6,517
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(1) 連結子会社の数      ５社 

連結子会社は㈱不二家フードサービス、㈱ダロワイヨジャポン、不二家乳業㈱、㈱不二家システム

センター及び不二家サンヨー㈱ 

(2) 主要な非連結子会社の名称等 

主要な非連結子会社 不二家テクノ㈱、不二家(杭州)食品有限公司 

(連結の範囲から除いた理由) 

非連結子会社は、いずれも小規模会社であり、合計の総資産額、売上高、当期純損益(持分に見合

う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等はいずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないた

めであります。 

  

２ 持分法の適用に関する事項 

(1) 持分法適用の関連会社数  ２社  Ｂ－Ｒ サーティワン アイスクリーム㈱、日本食材㈱ 

(2) 持分法を適用していない非連結子会社(不二家テクノ㈱、不二家(杭州)食品有限公司他)及び関連会

社(㈱ユトリア不二家)は、それぞれ当期純損益及び利益剰余金等に及ぼす影響が軽微であり、かつ

全体としても重要性がないため、持分法の適用から除外しております。 

３ 連結子会社の事業年度等に関する事項 

連結子会社の事業年度末日と連結決算日は一致しております。 

４ 会計処理基準に関する事項 

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法 

 ① 有価証券 

その他有価証券 

 
 ② たな卸資産 

製品・仕掛品・貯蔵品は主として総平均法による原価法を、また原材料は 終仕入原価法による

原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定) 

  

 ③ デリバティブ 

時価法 

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法 

 ① 有形固定資産(リース資産を除く) 

定率法 

ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物(附属設備を除く)については、定額法を採用して

おります。なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっ

ております。 

 ② 無形固定資産(リース資産を除く) 

定額法 

(5)【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項】

１.連結の範囲に関する事項

時価のあるもの 決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処
理し、売却原価は移動平均法により算定)

時価のないもの  移動平均法による原価法
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なお、耐用年数については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。また、自

社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法を採用してお

ります。 

  

 ③ リース資産 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。なお、リース取引

開始日が平成20年３月31日以前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸

借取引に係る方法に準じた会計処理を採用しております。 

  

(3) 重要な引当金の計上基準 

 ① 貸倒引当金 

将来の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等

特定の債権については、個別に回収可能性を検討し回収不能見込額を計上しております。 

 ② 賞与引当金 

従業員に支給する賞与に充てるため、賞与支給規程に従い、将来の支給見込額のうち当連結会計

年度の負担額を計上しております。 

 ③ 店舗閉鎖損失引当金 

翌連結会計年度の店舗閉鎖に伴って発生すると見込まれる損失額を計上しております。 

 ④ 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額

に基づき計上しております。なお、会計基準変更時差異(9,843百万円)の一部について、当社保有

株式による退職給付信託を設定し、残額(7,947百万円)については15年による按分額を費用処理し

ております。 

数理計算上の差異は、主として各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内

の一定の年数(９年)による定額法により、発生の翌連結会計年度から費用処理しております。 

  

(4) 重要なヘッジ会計の方法 

① ヘッジ会計の方法 

繰延ヘッジ処理によっております。 

なお、金利スワップ取引については、すべて金利スワップの特例処理の要件を満たしているため、

当該特例処理を適用しております。 

 ② ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段……為替予約取引等、金利スワップ取引 

ヘッジ対象……原材料輸入に係る外貨建予定取引、借入金の変動金利 

 ③ ヘッジ方針 

原材料輸入に係る為替変動リスク及び将来の支払利息に係る金利変動リスクについて、ヘッジして

おります。 

 ④ ヘッジ有効性評価の方法 

ヘッジ対象及びヘッジ手段の相場変動又はキャッシュ・フロー変動の累計を比較し、その変動額の

比率によって有効性を評価しています。ただし、特例処理によっている金利スワップについては、有
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効性の評価を省略しております。 

  

(5) その他連結財務諸表作成のための重要な事項 

消費税等の会計処理 

消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。  

５ 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 

連結子会社の資産及び負債の評価については、全面時価評価法によっております。 

６ 負ののれんの償却に関する事項 

負ののれんの償却については、５年間の均等償却を行っております。 

７ 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリス

クしか負わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。 
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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 

当連結会計年度より、「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、当連結会計年度の営業損失は９百万円の増加、経常利益は９百万円の減少、税金等調整

前当期純利益は163百万円減少しております。 

  

② ①以外の変更  

（連結決算日の変更に関する事項） 

当社は、連結決算日（当社の事業年度の末日）を３月31日としておりましたが、当社の親会社である

山崎製パン㈱の事業年度の末日が12月31日であることを踏まえて、同社と事業年度を一致させることに

より、業績等の経営情報をより適切に開示し、効率的な業務執行を行うために、平成22年６月25日開催

の定時株主総会の決議により、連結決算日を12月31日に変更しております。 

当該変更に伴い、決算期変更の経過期間となる当連結会計年度の期間は、平成22年４月１日から平成

22年12月31日までの９ヶ月間となっております。 

また、それに合せて連結子会社についても３月31日から12月31日に変更しております。 

なお、当連結会計年度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12月31日までの12ヶ月間取り込んでおります。これにより、当連結会

計年度の経常利益及び税金等調整前当期純利益は、それぞれ97百万円増加しております。 

  

  

(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、当連結会計年度で

は、「少数株主損益調整前当期純利益」の科目を表示しております。 

(6)【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更】

（7）【表示方法の変更】
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(8)【連結財務諸表に関する注記事項】

(連結貸借対照表関係)

前連結会計年度 
(平成22年３月31日)

当連結会計年度 
(平成22年12月31日)

※１ 非連結子会社及び関連会社に対するものは次のと

おりであります。

投資有価証券(株式) 3,935百万円

出資金 219百万円

※１ 非連結子会社及び関連会社に対するものは次のと

おりであります。

投資有価証券(株式) 4,518百万円

出資金 219百万円

 

※２ 担保に供している資産

建物及び構築物 4,205百万円

土地 2,268

投資有価証券 472

 計 6,946

   担保付債務は次のとおりであります。

短期借入金 4,054百万円

長期借入金 1,087

 計 5,142

 

※２ 担保に供している資産

建物及び構築物 4,149百万円

土地 2,268

投資有価証券 527

 計 6,945

   担保付債務は次のとおりであります。

短期借入金 3,448百万円

長期借入金 1,328

 計 4,776

 

 ３ 保証債務

連結会社以外の関係会社の金融機関の借入金に対

する保証

㈱ユトリア不二家 40百万円

 計 40

   取引先の営業債務に対する保証

㈱ジェフグルメカード 30百万円

 計 30

 

 ３ 保証債務

連結会社以外の関係会社の金融機関の借入金に対

する保証

㈱ユトリア不二家 33百万円

 計 33

   取引先の営業債務に対する保証

㈱ジェフグルメカード 30百万円

 計 30

───────

 

※４ 期末日満期手形等の処理

 期末日満期手形の会計処理は手形交換日をもっ

て決済処理しております。

 また、債権の一部については、手形と同様の期

日条件で現金決済する方式を用いております。

 当連結会計年度は期末日が金融機関休業日のた

め、期末日満期手形及び期末日期日債権の一部が

期末残高に含まれております。

 その主なものは次のとおりであります。

受取手形 13百万円

売掛金 1,044

 計 1,057
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(連結損益計算書関係)

前連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成22年12月31日)

 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は、次のとおりであります。

１ 運賃及び倉庫料 4,583百万円

２ 販売促進費 12,764

３ 広告宣伝費 1,744

４ 水道光熱費 523

５ 地代家賃 1,942

６ 給料及び手当 6,363

７ 賞与引当金繰入額 301

８ 退職給付引当金繰入額 736

９ 委託業務費 1,193

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は、次のとおりであります。

１ 運賃及び倉庫料 3,667百万円

２ 販売促進費 10,933

３ 広告宣伝費 1,343

４ 水道光熱費 413

５ 地代家賃 1,588

６ 給料及び手当 5,041

７ 賞与引当金繰入額 139

８ 退職給付引当金繰入額 508

９ 貸倒引当金繰入額

10 減価償却費

11 委託業務費

17

632

926

※２ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発

費は次のとおりであります。

79百万円

※２ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発

費は次のとおりであります。

140百万円

※３ 固定資産売却益は、工具器具備品によるものであ

ります。

※３ 固定資産売却益は、土地、建物によるものであり

ます。

※４ 固定資産廃棄損は、建物及び構築物、機械装置及

び運搬具の毀損等によるものであります。

※４ 固定資産廃棄損は、建物及び構築物、機械装置及

び運搬具の毀損等によるものであります。

 

※５ 減損損失

当連結会計年度において、当社グループは以下の

資産グループについて減損損失を計上しました。

用途 種類 場所
金額

(百万円)

外食店舗
建物、工具器
具及び備品、
その他

アルカキッド
錦糸町店(東
京都)他１店
舗

21

当社グループは、主として事業の種類別セグメン

トを基礎として資産のグルーピングを行っており

ます。このうち、外食店舗につきましては店舗別

資産ごとにグルーピングを行い、賃貸用資産及び

遊休資産等につきましては個々の資産ごとにグル

ーピングを行っております。

当連結会計年度において、外食店舗の一部につい

て収益性が著しく低下したため帳簿価額を回収可

能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として

計上しております。なお、当資産グループの回収

可能価額は、割引前将来キャッシュ・フローの総

額がマイナスのため備忘価額としております。

 

※５ 減損損失

当連結会計年度において、当社グループは以下の

資産グループについて減損損失を計上しました。

用途 種類 場所
金額

(百万円)

外食店舗
建物、工具器
具及び備品、
その他

津 久 井 浜 店
(東京都)他12
店舗

9

当社グループは、主として事業の種類別セグメン

トを基礎として資産のグルーピングを行っており

ます。このうち、外食店舗につきましては店舗別

資産ごとにグルーピングを行い、賃貸用資産及び

遊休資産等につきましては個々の資産ごとにグル

ーピングを行っております。

当連結会計年度において、外食店舗の一部につい

て収益性が著しく低下したため帳簿価額を回収可

能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として

計上しております。なお、当資産グループの回収

可能価額は、割引前将来キャッシュ・フローの総

額がマイナスのため備忘価額としております。
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(注) 自己株式の株式数の増加２千株は、単元未満株式の買取りによるものです。 

  

該当事項はありません。 

  

  

 
(注) 自己株式の株式数の増加０千株は、単元未満株式の買取りによるものです。 

  

該当事項はありません。 

  

  

 
  

(連結株主資本等変動計算書関係)

前連結会計年度(自平成21年４月１日 至平成22年３月31日)

１ 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

前連結会計年度末 
株式数(千株)

当連結会計年度
増加株式数(千株)

当連結会計年度
減少株式数(千株)

当連結会計年度末
株式数(千株)

発行済株式

 普通株式 257,846 ― ― 257,846

合計 257,846 ― ― 257,846

自己株式

 普通株式(注) 76 2 ― 78

合計 76 2 ― 78

２ 配当に関する事項

当連結会計年度(自平成22年４月１日 至平成22年12月31日)

１ 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

前連結会計年度末 
株式数(千株)

当連結会計年度増加
株式数(千株)

当連結会計年度
減少株式数(千株)

当連結会計年度末
株式数(千株)

発行済株式

 普通株式 257,846 － － 257,846

合計 257,846 － － 257,846

自己株式

 普通株式(注) 78 0 － 79

合計 78 0 － 79

２ 配当に関する事項

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

前連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成22年12月31日)

 

※ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目との関係

(百万円)

現金及び預金勘定 9,086

預入期間が３ヵ月を超える定期預金 △4

現金及び現金同等物 9,082
 

※ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目との関係

(百万円)

現金及び預金勘定 6,623

預入期間が３ヵ月を超える定期預金 △106

現金及び現金同等物 6,517
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前連結会計年度(自平成21年４月１日 至平成22年３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 

 
３ 営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用等の金額は2,021百万円であり、その主なも

のは当社の総務、管理、経理、人事部門及び基礎研究等に係る費用であります。 

４ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は10,106百万円であり、その主なものは、当社で

の長期投資資金(投資有価証券)及び本社等に係る資産等であります。 

５ 減価償却費及び資本的支出には長期前払費用と同費用に係る償却額が含まれております。 

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。 

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) 

当連結会計年度より「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。 

  

(セグメント情報等)

１ 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)

Ⅰ 売上高及び営業損益

   売上高

 (1) 外部顧客に対する 
   売上高

27,058 51,409 194 894 79,556 ― 79,556

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

― 9 122 562 694 (694) ―

    計 27,058 51,418 317 1,456 80,251 (694) 79,556

   営業費用 27,701 48,664 309 1,262 77,939 1,327 79,266

   営業利益または 
   営業損失(△)

△643 2,753 7 194 2,311 (2,021) 290

Ⅱ 資産、減価償却費、減損
  損失及び資本的支出

   資産 16,628 18,763 823 1,142 37,357 10,106 47,464

   減価償却費 1,263 1,553 47 96 2,961 131 3,093

   減損損失 21 ― ― ― 21 ― 21

   資本的支出 1,251 1,141 16 80 2,489 371 2,861

事業区分 主要な事業内容

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 不動産の賃貸、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

２ 所在地別セグメント情報

前連結会計年度(自平成21年４月１日 至平成22年３月31日)

３ 海外売上高

前連結会計年度(自平成21年４月１日 至平成22年３月31日)

【セグメント情報】
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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

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、資産その他項目の金額の算定方法 

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要

な事項」における記載と概ね同一であります。 

事業セグメントの利益は営業利益をベースとした数値であります。 

  

３  報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失、資産その他の項目の金額に関する情報 

当連結会計年度(自  平成22年４月１日  至  平成22年12月31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△1,669百万円には、固定資産減価償却費の調整額17百万円、その他の調

整額△６百万円及び各報告セグメントに配分していない全社費用△1,680百万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、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  ４ セグメント資産の調整額7,281百万円は全社資産であり、主に報告セグメントに帰属しない現金及び預金、未

収入金及び本社の管理部門に係る資産等であります。 

  ５ その他の項目の減価償却費の調整額73百万円は全社費用に係る減価償却費であります。また、有形固定資産及

び無形固定資産等の増加額の調整額71百万円は、全て全社有形固定資産及び無形固定資産等であります。 

(単位：百万円)

報告セグメント
その他
(注)１

合計

調整額 
(注)２
(注)４
(注)５

連結財務諸
表計上額 
(注)３洋菓子事業 製菓事業 計

売上高

  外部顧客への売上高 20,020 41,255 61,275 803 62,079 － 62,079

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

0 531 532 507 1,039 △1,039 －

計 20,020 41,787 61,807 1,311 63,118 △1,039 62,079

セグメント損益(△は損失) △998 2,310 1,312 172 1,484 △1,669 △184

セグメント資産 18,459 22,972 41,431 1,901 43,333 7,281 50,614

その他の項目
 減価償却費
 有形固定資産及び無形固定

資産等の増加額

927
1,147

1,207
1,437

2,135
2,585

104
63

2,239
2,648

73
71

2,313
2,720
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（関連情報） 

セグメント情報として、同様の情報が開示されているため、記載を省略しております。 

本邦の売上高及び有形固定資産の金額が、連結損益計算書の売上高及び連結貸借対照表有形固定資

産合計の90％を超えるため、記載を省略しております。 

連結損益計算書の売上高の10％以上を占める顧客が存在しないため記載を省略しております。 

  

（固定資産の減損損失に関する報告セグメント情報） 

当連結会計年度(自  平成22年４月１日  至  平成22年12月31日) 

 
  

 （のれんに関する報告セグメント別情報） 

当連結会計年度(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。 

  

 （負ののれんに関する報告セグメント別情報） 

当連結会計年度(自  平成22年４月１日  至  平成22年12月31日) 

金額的重要性が低いため、記載を省略しております。 

  

当連結会計年度より、セグメント情報を開示する方法として、当社グループのセグメント構成を変更

したことに伴い、前連結会計年度のセグメント情報を、当連結会計年度において用いた方法により区分

すると次のようになります。 

  

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

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。 

１ 製品及びサービスごとの情報

２ 地域ごとの情報

３ 主要な顧客ごとの情報

(単位：百万円)

報告セグメント

その他 合計 調整額
連結財務諸
表計上額 

 洋菓子事業 製菓事業 計

減損損失 9 － 9 － 9 － 9

（報告セグメント区分の方法の変更）
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 ２ 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失、資産その他項目の金額の算定方法 

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要

な事項」における記載と概ね同一であります。 

事業セグメントの利益は営業利益をベースとした数値であります。 

  

  

 ３ 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失、資産その他の項目の金額に関する情報 

前連結会計年度(自  平成21年４月１日  至  平成22年３月31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△1,994百万円には、固定資産減価償却費の調整額29百万円、その他の調

整額△１百万円及び各報告セグメントに配分していない全社費用△2,021百万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、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  ４ セグメント資産の調整額9,778百万円は全社資産であり、主に報告セグメントに帰属しない現金及び預金、未

収入金及び本社の管理部門に係る資産等であります。 

  ５  その他の項目の減価償却費の調整額131百万円は全社費用に係る減価償却費であります。また、有形固定資産

及び無形固定資産等の増加額の調整額371百万円は、全て全社有形固定資産及び無形固定資産等であります。 

  

（関連情報） 

セグメント情報として、同様の情報が開示されているため、記載を省略しております。 

本邦の売上高及び有形固定資産の金額が、連結損益計算書の売上高及び連結貸借対照表有形固定資

産合計の90％を超えるため、記載を省略しております。 

連結損益計算書の売上高の10％以上を占める顧客が存在しないため記載を省略しております。 

  

(単位：百万円)

報告セグメント
その他
(注)１

合計

調整額 
(注)２
(注)４
(注)５

連結財務諸
表計上額 
(注)３洋菓子事業 製菓事業 計

売上高

  外部顧客への売上高 27,058 51,409 78,467 1,088 79,556 － 79,556

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

－ 625 625 685 1,310 △1,310 －

計 27,058 52,034 79,093 1,774 80,867 △1,310 79,556

セグメント損益(△は損失) △732 2,815 2,082 201 2,284 △1,994 290

セグメント資産 16,501 19,104 35,605 2,080 37,685 9,778 47,464

その他の項目
 減価償却費
 有形固定資産及び無形固定

資産等の増加額

1,184
1,190

1,633
1,202

2,817
2,392

143
96

2,961
2,489

131
371

3,093
2,861

１ 製品及びサービスごとの情報

２ 地域ごとの情報

３ 主要な顧客ごとの情報

㈱不二家（2211）　平成22年12月期決算短信

－28－



  
（固定資産の減損損失に関する報告セグメント情報） 

前連結会計年度(自  平成21年４月１日  至  平成22年３月31日) 

 
  

 （のれんに関する報告セグメント別情報） 

前連結会計年度(自  平成21年４月１日  至  平成22年３月31日) 

該当事項はありません。 

  

 （負ののれんに関する報告セグメント別情報） 

前連結会計年度(自  平成21年４月１日  至  平成22年３月31日) 

金額的重要性が低いため、記載を省略しております。 

  

リース取引、関連当事者情報、税効果会計、金融商品、有価証券、デリバディブ取引、退職給付、資

産除去債務、賃貸等不動産 

  

決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。 

 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 合計 調整額
連結財務諸
表計上額 

 洋菓子事業 製菓事業 計

減損損失 21 － 21 － 21 － 21

(開示の省略)

（ストック・オプション等）（企業結合等）
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(注) １ １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

 
  

(注) ２ １株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

 
  

該当事項はありません。 

(１株当たり情報)

前連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成22年12月31日)

１株当たり純資産額 93.87円

１株当たり当期純利益金額 2.29円

１株当たり純資産額 95.50円

１株当たり当期純利益金額 1.47円

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益の金額につ

いては、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。

同左

前連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成22年12月31日)

当期純利益(百万円) 590 379

普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ―

普通株式に係る当期純利益(百万円) 590 379

期中平均株式数(千株) 257,768 257,767

前連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成22年12月31日)

純資産の部の合計額(百万円) 24,059 24,458

普通株式に係る期末の純資産額 
(百万円)

24,197 24,616

貸借対照表の純資産の部の合計額と
１株当たり純資産額の算定に用いら
れた普通株式に係る期末の純資産額
との差額の主な内訳(百万円)

 少数持主持分 △137 △157

普通株式の発行済株式数(千株) 257,846 257,846

普通株式の自己株式数(千株) 78 79

１株当たり純資産額の算定に用いら 
れた普通株式の数(千株)

257,768 257,767

（重要な後発事象）
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5.【個別財務諸表】

(1)【貸借対照表】

(単位：百万円)

前事業年度
(平成22年３月31日)

当事業年度
(平成22年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 7,633 5,119

受取手形 64 63

売掛金 7,240 11,021

商品及び製品 2,110 2,942

仕掛品 309 247

原材料及び貯蔵品 1,080 1,361

前払費用 149 194

関係会社短期貸付金 1,280 1,040

その他 312 284

貸倒引当金 △1,453 △1,389

流動資産合計 18,727 20,884

固定資産

有形固定資産

建物 23,455 23,758

減価償却累計額 △17,362 △17,744

建物（純額） 6,092 6,013

構築物 1,982 1,990

減価償却累計額 △1,567 △1,609

構築物（純額） 415 380

機械及び装置 35,844 36,869

減価償却累計額 △30,107 △30,903

機械及び装置（純額） 5,737 5,965

車両運搬具 378 387

減価償却累計額 △353 △366

車両運搬具（純額） 24 21

工具、器具及び備品 2,424 2,512

減価償却累計額 △2,233 △2,214

工具、器具及び備品（純額） 191 297

土地 2,813 2,782

リース資産 1,481 1,793

減価償却累計額 △231 △381

リース資産（純額） 1,249 1,411

建設仮勘定 29 9

有形固定資産合計 16,554 16,881

無形固定資産

借地権 105 105

商標権 0 0

ソフトウエア 110 76

その他 56 55

無形固定資産合計 272 238
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(単位：百万円)

前事業年度
(平成22年３月31日)

当事業年度
(平成22年12月31日)

投資その他の資産

投資有価証券 1,106 1,212

関係会社株式 3,576 3,576

出資金 11 9

関係会社出資金 219 219

長期貸付金 274 272

従業員に対する長期貸付金 43 39

関係会社長期貸付金 800 800

破産更生債権等 6 6

長期前払費用 72 41

敷金及び保証金 1,816 1,737

前払年金費用 467 371

その他 231 169

貸倒引当金 △264 △214

投資その他の資産合計 8,363 8,243

固定資産合計 25,190 25,363

資産合計 43,918 46,248

負債の部

流動負債

支払手形 330 279

買掛金 4,580 5,873

短期借入金 2,500 2,500

1年内返済予定の長期借入金 1,417 830

1年内償還予定の社債 354 354

リース債務 273 316

未払金 2,186 2,493

未払歩戻奨励金 1,496 1,965

未払消費税等 401 240

未払費用 560 773

未払法人税等 154 98

前受金 70 74

賞与引当金 424 195

店舗閉鎖損失引当金 62 48

設備関係支払手形 295 816

その他 42 147

流動負債合計 15,152 17,008
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(単位：百万円)

前事業年度
(平成22年３月31日)

当事業年度
(平成22年12月31日)

固定負債

社債 1,969 1,687

長期借入金 971 1,519

リース債務 1,128 1,249

退職給付引当金 1,191 1,168

長期預り保証金 349 349

資産除去債務 － 28

その他 － 119

固定負債合計 5,609 6,122

負債合計 20,761 23,130

純資産の部

株主資本

資本金 18,280 18,280

資本剰余金

資本準備金 19,348 4,876

その他資本剰余金 － 193

資本剰余金合計 19,348 5,070

利益剰余金

その他利益剰余金 － －

繰越利益剰余金 △14,278 △94

利益剰余金合計 △14,278 △94

自己株式 △12 △12

株主資本合計 23,337 23,243

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △180 △125

評価・換算差額等合計 △180 △125

純資産合計 23,157 23,118

負債純資産合計 43,918 46,248
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(2)【損益計算書】

(単位：百万円)

前事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当事業年度
(自 平成22年４月１日
至 平成22年12月31日)

売上高 70,119 54,771

売上原価 40,542 31,421

売上総利益 29,576 23,349

販売費及び一般管理費 29,472 23,781

営業利益又は営業損失（△） 104 △431

営業外収益

受取利息 51 37

受取配当金 477 260

受取補償金 48 －

雑収入 90 123

営業外収益合計 668 421

営業外費用

支払利息 132 69

社債利息 － 19

社債発行費 67 －

社債保証料 － 14

雑損失 86 20

営業外費用合計 286 124

経常利益又は経常損失（△） 485 △134

特別利益

貸倒引当金戻入額 89 82

固定資産売却益 － 300

店舗閉鎖損失引当金戻入額 60 1

特別利益合計 149 383

特別損失

固定資産廃棄損 173 91

貸倒引当金繰入額 105 －

100周年記念事業費用 － 93

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 81

その他 － 2

特別損失合計 278 268

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） 357 △19

法人税、住民税及び事業税 96 74

法人税等合計 96 74

当期純利益又は当期純損失（△） 261 △94
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(3)【株主資本等変動計算書】

(単位：百万円)

前事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当事業年度
(自 平成22年４月１日
至 平成22年12月31日)

株主資本

資本金

前期末残高 18,280 18,280

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 18,280 18,280

資本剰余金

資本準備金

前期末残高 19,348 19,348

当期変動額

資本準備金の取崩 － △14,471

当期変動額合計 － △14,471

当期末残高 19,348 4,876

その他資本剰余金

前期末残高 － －

当期変動額

資本準備金の取崩 － 14,471

欠損填補 － △14,278

当期変動額合計 － 193

当期末残高 － 193

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

前期末残高 △14,539 △14,278

当期変動額

欠損填補 － 14,278

当期純利益又は当期純損失（△） 261 △94

当期変動額合計 261 14,183

当期末残高 △14,278 △94

自己株式

前期末残高 △12 △12

当期変動額

自己株式の取得 △0 △0

当期変動額合計 △0 △0

当期末残高 △12 △12

株主資本合計

前期末残高 23,076 23,337

当期変動額

当期純利益又は当期純損失（△） 261 △94

自己株式の取得 △0 △0

当期変動額合計 261 △94

当期末残高 23,337 23,243
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(単位：百万円)

前事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当事業年度
(自 平成22年４月１日
至 平成22年12月31日)

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 △312 △180

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

132 55

当期変動額合計 132 55

当期末残高 △180 △125

評価・換算差額等合計

前期末残高 △312 △180

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

132 55

当期変動額合計 132 55

当期末残高 △180 △125

純資産合計

前期末残高 22,763 23,157

当期変動額

当期純利益又は当期純損失（△） 261 △94

自己株式の取得 △0 △0

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 132 55

当期変動額合計 393 △39

当期末残高 23,157 23,118
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(1)代表者の異動  

 該当事項はありません 

  

(2)その他の役員の異動(平成23年３月24日付予定） 

①新任監査役候補 

 
②昇任、降任取締役候補 

 
③退任予定監査役 

６. その他

 役員の異動

常勤監査役 内 田  宏 治 （現 執行役員 監査室長）

専務取締役 佐 々 木 達 雄 （現 常務取締役

菓子事業本部長兼食品事業担当、 菓子事業本部長兼食品事業担当、

菓子施設部管掌 菓子施設部管掌）

取締役 永  森  徹 （現 専務取締役 社長補佐）

常勤監査役 金  澤  保  博

（退任後、当社顧問に就任予定）
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