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(％表示は対前年同四半期増減率) 

 
  

 
 当社は、平成22年12月期より決算期を毎年３月31日から毎年12月31日に変更をしております。これに伴い、平成23年12月期

第２四半期（１月から６月まで）と、比較対象となる平成22年12月期第２四半期（４月から９月まで）の月度が異なるた
め、平成23年12月期第２四半期の対前年同四半期増減率については記載しておりません。 

  

 

 

 
  

 
(注) 当四半期における配当予想の修正有無 ： 無 

  

(％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 

平成22年12月期は、決算期変更により９ヶ月決算となっておりますので、通期の対前期増減率については記載しておりませ

ん。 
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1. 平成23年12月期第２四半期の連結業績（平成23年１月１日～平成23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 ％

23年12月期第２四半期 42,099 ― 183 ― 338 ― △46 ―

22年12月期第２四半期 36,846 5.4 △1,196 ― △574 ― △971 ―

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12月期第２四半期 △0 18 ―
22年12月期第２四半期 △3 77 ―

 (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

23年12月期第２四半期 47,668 24,826 52.0 96 09

22年12月期 50,614 24,458 48.6 95 50

(参考) 自己資本 23年12月期第２四半期 24,768百万円 22年12月期 24,616百万円

2. 配当の状況

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12月期 － 0 00 － 0 00 0 00

23年12月期 － 0 00

23年12月期(予想) － 0 00 0 00

3. 平成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）

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 85,000 ― 1,000 － 1,800 ― 1,200 ― 4 66

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）５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】６ページ「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 ： 無

(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 ： 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) 23年12月期２Ｑ 257,846,590株 22年12月期 257,846,590株

② 期末自己株式数 23年12月期２Ｑ 80,349株 22年12月期 79,472株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年12月期２Ｑ 257,766,648株 22年12月期２Ｑ 257,767,537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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（注）決算期変更に伴い、前連結会計年度の第２四半期連結累計期間は平成22年４月１日～平成22年９

月30日となりますが、以下では業績比較を容易にするため実質的な前年同期である平成22年３月

期第４四半期（平成22年１月１日～平成22年３月31日）に平成22年12月期第１四半期（平成22年

４月１日～平成22年６月30日）を加えた比較を記載しております。 

  

 
  

当第２四半期連結累計期間（平成23年１月１日～平成23年６月30日）のわが国の経済環境は、政府の

経済対策や新興国の需要拡大などにより、景気に一部持ち直しがみられましたが、平成23年３月11日に

発生した東日本大震災による甚大な被害や福島第一原発事故による電力供給不足などは、わが国経済に

大きな影響をもたらし、一段と厳しい状況で推移しました。 

 当社グループが属する食品業界におきましても、小麦粉、砂糖、油脂類など原材料価格の高騰に加

え、大震災での原材料メーカーの被災による包装資材の不安定な供給や、その後の計画停電による混乱

などもあり、厳しい経営環境となっております。 

 このような環境の中で、当社グループは大震災後の対応として、経営トップの強力な意志のもと、被

害のあった工場や店舗の早期復旧につとめるとともに、商品の安定供給のための代替原材料確保、関東

をはじめ他エリアからの迅速な商品供給により物流の確保につとめました。さらに、福島第一原発事故

の影響による計画停電や電力供給不足に対して、各事業所や店舗における節電対策を実施するととも

に、生産工場においては、土日、夜間への生産シフトの切り替えや、生産設備稼働を充足させる為の自

家発電機の導入など、様々な対策を直ちに講じ、生産、営業体制への影響を 小限に抑えることが出来

ました。 

 また、消費者の根強い節約志向のもとで激化する販売競争に対応すべく、実質的で徳用感のあるファ

ミリー向け商品の開発を行い、販売強化につとめ、当社の強みであるネクターなどの既存ブランドを積

極的に活用することにより、ブランド力の強化を図ることが出来、売上の増加に貢献いたしました。 

 これらに加え、第１四半期より新たに連結した在外子会社である不二家（杭州）食品有限公司では、

伸長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キャンディなどの販売が大幅に伸長

し、全社の業績に寄与しております。 

 この結果、売上高は420億99百万円(対前年同期比106.5％)となりました。 

  

 損益面では、競争激化に対応した販売促進費の増加に加え、大震災による生産活動や営業活動の中

止、原材料及び製品在庫の毀損により一時費用が増大しましたが、一方、管理の徹底によりロスや労務

費の削減を図り、生産性の向上につとめました。 

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

   
当第２四半期連結累計期間
（自 平成23年１月１日
 至 平成23年６月30日）

前年同期
（自 平成22年１月１日
至 平成22年６月30日）

 

対前年
同期比

増減

 

売  上  高

営 業 損 益

経 常 利 益

四 半 期 純 損 失

百万円

42,099      

183      

338      

△46      

百万円

39,527      

△112      

224      

△35      

％

106.5 

  ―   

151.2 

  ―

百万円

2,572

295

114

△11
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この結果、営業利益は１億83百万円（前年同期に比べ２億95百万円の改善）となり、経常利益は３億

38百万円（対前年同期比151.2％）となりましたが、大震災による特別損失１億69百万円などの計上に

より、四半期純損失は、46百万円（前年同期に比べ11百万円の悪化）となっております。 

  

当社グループのセグメントの概況は次のとおりであります。 

 
（注）当第２四半期連結累計期間及び前年同期（平成22年１月１日～平成22年６月30日）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）に則り算出しております。 

  

 ＜洋菓子事業＞ 

 洋菓子チェーン店の展開につきましては、当第２四半期連結累計期間における新設店が32店、閉鎖店

が14店で前期末に比べ18店増加し、当第２四半期連結会計期間末店舗数は664店舗となりました。 

 営業面では、大震災や計画停電の影響による洋菓子店の休業や営業時間短縮、一部商品の販売休止な

どがありましたが、「ミルキー」や「ネクター」などの既存ブランドを活かした新たな商品展開を積極

的に行うとともに、量販店など集客を望める立地での店舗開発を進め、売上の拡大を図りました。ま

た、大ヒット商品となった「ミルキークリームロール」の販売効果一巡を補うべく、厳選した原料を使

用したおいしくお買い得感のある「本格生チョコケーキ」や「本格チーズケーキ」など、1,000円シリ

ーズ商品を順次開発、投入し、さらに、６月にはネクターブランドを活かした新商品「ネクターロー

ル」を発売しました。加えて、これらの商品を中心にテレビ番組で紹介されたこともあり、さらに注目

度が高まり、売上はおかげさまで確実に回復し、洋菓子チェーン店ではほぼ前年並みの売上を確保する

ことが出来ました。しかしながら、外販部門では百貨店における催事の大幅な縮小により、売上は減少

し前年同期を下回りました。 

 高級洋菓子を取り扱うダロワイヨは、主要取引先の大手百貨店の売上が一時期の落ち込みから脱しつ

つありましたが、大震災の影響により、 需要期である３月14日のホワイトデー商戦が大幅な縮小を余

儀なくされ、さらに出店している百貨店の営業時間短縮により、来店客数が減少するなど、厳しい状況

で推移しました。これに対し、銀座本店で人気のある「シューキュービック」の取扱店舗数を拡大する

  当第２四半期累計期間
 （自 平成23年１月１日

至 平成23年６月30日）

前年同期
（自 平成22年１月１日
至 平成22年６月30日） 対前年

同期比
増減

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 9,874 23.4 10,164 25.7 97.1 △289

レストラン 3,138 7.5 3,216 8.2 97.6 △77

計 13,013 30.9 13,381 33.9 97.3 △367

製菓事業

菓 子 25,514 60.6 23,159 58.6 110.2 2,355

飲 料 3,025 7.2 2,451 6.2 123.4 573

計 28,540 67.8 25,611 64.8 111.4 2,928

その他 545 1.3 534 1.3 102.1 11

合   計 42,099 100.0 39,527 100.0 106.5 2,572
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などして売上の増加を図り、回復の兆しもみえましたが、大震災後の売上の落ち込みを取り戻すには至

りませんでした。 

 この結果、ケーキ等の洋菓子類の売上高は98億74百万円（対前年同期比97.1％）となりました。 

  

 レストランにおきましては、個人の節約志向や大震災後の消費者マインド変化による外食離れの影響

が、競合他社との競争をさらに激化させる状況となったことに加えて、大震災後の電力供給不足に対応

した節電の為の電飾看板消灯や、都心部での営業時間短縮により来店客数の減少を招き、売上は一時大

きく落ち込みました。これに対し、不二家の強みである洋菓子を活かした「ケーキバイキング」「バー

スデーサービス」や人気のあるハンバーグやステーキを取り入れたスペシャルセットなどの営業施策を

展開するとともに、店舗の改装を積極的に実施し、来店客数の増加につとめ、売上は確実に回復してき

ましたが、レストランの売上高は31億38百万円（対前年同期比97.6％）となりました。 

  

 以上の結果、当第２四半期連結累計期間における洋菓子事業全体の売上高は130億13百万円（対前年

同期比97.3％）となりました。 

  

 ＜製菓事業＞ 

 菓子におきましては、引き続き「カントリーマアム」や「ルック」「ミルキー」といった、既存主力

商品の強化を図るとともに、ファミリー向けで徳用感のある「ホームパイ」など、大袋商品の販売を積

極的に行いました。さらに、バレンタインや母の日といった催事と連動した販売促進策を継続的に実施

したことに加え、伸長著しいドラッグストア、ディスカウントストアなどの業態に対応した新商品提案

により売上は順調に推移しておりました。大震災による物流機能の一時停止や計画停電の実施、原材料

や包装資材の供給停止が新商品の発売延期や中止を招くなど、生産量は一時落ち込みましたが、生産品

目の絞込みなどの対策を講じたことにより、「カントリーマアム」及び「ホームパイ」などの大袋商品

の需要増に速やかに対応し、売上への影響を 小限に留めることが出来ました。さらに、第１四半期よ

り新たに連結した不二家（杭州）食品有限公司の業績が好調に推移したこともあり、菓子売上高は前年

同期を大きく上回り255億14百万円（対前年同期比110.2％）となりました。 

  

 飲料におきましては、大震災後、資材メーカーからの資材供給が不安定であったものの、エリア、販

売提携先拡大による自動販売機での売上拡大を図りました。加えて、基幹商品である「ネクターピーチ

350g缶」及び「レモンスカッシュ350ml缶」や環境配慮型紙容器のカートカンを使用した「ネクターこ

だわり白桃」や新商品として発売した「ネクターこだわり林檎」がコンビニエンスストアを中心に好調

に推移し、さらに、既存ブランドを活用した「ミルキーコーンアイス」の発売による新商品効果もあ

り、売上は前年同期を大幅に上回りました。 

 この結果、飲料売上高は30億25百万円（対前年同期比123.4％）となりました。 

  

 以上の結果、当第２四半期連結累計期間における製菓事業全体の売上高は285億40百万円（対前年同

期比111.4％）となりました。 
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＜その他＞ 

 主に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及び不動産事業のテナントからの賃貸収

入で、売上高は５億45百万円（対前年同期比102.1％）となりました。 

  

  

当第２四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205億47百万円で、主に売掛債権の減により前連結会計年度末に比べ27億68百万円減少い

たしました。固定資産は271億21百万円で、主に投資有価証券の減により、前連結会計年度末に比べ１

億77百万円の減少となりました。 

 この結果、総資産は476億68百万円で前連結会計年度末に比べ29億45百万円減少いたしました。 

 また、流動負債は152億７百万円で、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39億

78百万円減少いたしました。固定負債は76億34百万円で、主に長期借入金の増により前連結会計年度末

に比べ６億64百万円増加いたしました。 

 この結果、負債は合計228億42百万円で、前連結会計年度末に比べ33億13百万円減少いたしました。 

 純資産は248億26百万円で、主に在外子会社を連結に加えたことにより前連結会計年度末に比べ３億

68百万円増加いたしました。 

  

次に、当第２四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） 

営業活動の結果得られた資金は、38億88百万円となりました。これは主に売上債権の減少やたな卸

資産の減少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、14億69百万円となりました。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、67百万円となりました。これは主に借入金の新規約定によるもの

であります。 

  

以上の結果、当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、90億91百万円となりまし

た。  

  

通期の業績予想につきましては、前回公表値（平成23年２月９日公表）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。 

(2) 連結財政状態に関する定性的情報

(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）  

  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。 

  

① 会計基準等の改正に伴う変更 

  該当事項はありません。 

  

② 表示方法の変更 

  該当事項はありません。 

     

  

  

  

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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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２四半期連結会計期間末
(平成23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12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 9,223 6,623

受取手形及び売掛金 6,779 11,642

商品及び製品 2,841 3,219

仕掛品 268 247

原材料及び貯蔵品 1,237 1,514

繰延税金資産 17 8

その他 538 515

貸倒引当金 △359 △456

流動資産合計 20,547 23,315

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 6,721 6,943

機械装置及び運搬具（純額） 6,222 6,198

土地 2,847 2,847

リース資産（純額） 1,560 1,468

その他（純額） 764 458

有形固定資産合計 18,117 17,917

無形固定資産 315 363

投資その他の資産

投資有価証券 5,666 5,773

繰延税金資産 53 49

敷金及び保証金 2,218 2,249

その他 957 1,158

貸倒引当金 △207 △212

投資その他の資産合計 8,688 9,018

固定資産合計 27,121 27,298

資産合計 47,668 50,614
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成23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12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 5,114 6,543

短期借入金 4,077 4,478

1年内償還予定の社債 354 354

リース債務 360 332

未払金 3,137 4,748

未払法人税等 207 115

賞与引当金 257 244

店舗閉鎖損失引当金 22 36

その他 1,675 2,331

流動負債合計 15,207 19,185

固定負債

社債 1,510 1,687

長期借入金 2,671 1,789

リース債務 1,320 1,293

退職給付引当金 1,552 1,576

負ののれん 1 1

その他 578 622

固定負債合計 7,634 6,969

負債合計 22,842 26,155

純資産の部

株主資本

資本金 18,280 18,280

資本剰余金 5,070 5,070

利益剰余金 1,604 1,406

自己株式 △14 △14

株主資本合計 24,939 24,742

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △151 △112

繰延ヘッジ損益 △2 △13

為替換算調整勘定 △16 －

評価・換算差額等合計 △171 △125

少数株主持分 57 △157

純資産合計 24,826 24,458

負債純資産合計 47,668 50,614
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(2) 四半期連結損益計算書

【第２四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

前第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)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年１月１日
 至 平成23年６月30日)

売上高 36,846 42,099

売上原価 20,331 23,009

売上総利益 16,514 19,090

販売費及び一般管理費 17,710 18,906

営業利益又は営業損失（△） △1,196 183

営業外収益

受取利息 8 7

受取配当金 17 21

持分法による投資利益 582 125

その他 105 91

営業外収益合計 713 246

営業外費用

支払利息 69 60

その他 21 30

営業外費用合計 91 90

経常利益又は経常損失（△） △574 338

特別利益

店舗閉鎖損失引当金戻入額 － 6

特別利益合計 － 6

特別損失

固定資産売却損 2 －

固定資産廃棄損 40 40

貸倒引当金繰入額 5 8

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 －

災害損失 － 169

その他 － 6

特別損失合計 295 224

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（△）

△870 121

法人税、住民税及び事業税 118 140

法人税等調整額 4 △11

法人税等合計 122 128

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △992 △7

少数株主利益又は少数株主損失（△） △21 39

四半期純損失（△） △971 △46
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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)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年１月１日
至 平成23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利益又は税金等調整前四
半期純損失（△）

△870 121

減価償却費 1,489 1,583

賞与引当金の増減額（△は減少） 3 12

持分法による投資損益（△は益） △582 △125

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 154 －

災害損失 － 169

売上債権の増減額（△は増加） 81 5,070

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,016 759

仕入債務の増減額（△は減少） △110 △1,650

未払金の増減額（△は減少） △293 △1,614

その他 △223 △441

小計 △1,368 3,884

利息及び配当金の受取額 171 230

利息の支払額 △66 △62

法人税等の支払額 △224 △94

災害損失の支払額 － △69

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,487 3,888

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 △101 △76

定期預金の払戻による収入 － 150

投資有価証券の取得による支出 △4 △3

固定資産の取得による支出 △1,154 △1,585

固定資産の売却による収入 5 16

その他 △78 30

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,332 △1,469

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） 476 34

長期借入れによる収入 1,100 1,216

長期借入金の返済による支出 △834 △768

社債の償還による支出 △177 △177

割賦債務の返済による支出 △25 △28

リース債務の返済による支出 △117 △208

その他 △0 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー 422 67

現金及び現金同等物に係る換算差額 － 1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,398 2,488

現金及び現金同等物の期首残高 9,082 6,517

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 － 85

現金及び現金同等物の四半期末残高 6,683 9,091
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当第２四半期連結累計期間(自  平成23年１月１日  至  平成23年６月30日) 

該当事項はありません。 

  

  

１  報告セグメントの概要 

前第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) 

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の金額に関する情報 

前第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) 

 
(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△1,093百万円には、固定資産減価償却費の調整額11百万円、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△1,104百万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。 

(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】

(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 11,938 24,379 36,317 528 36,846 － 36,846

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

－ 305 305 339 645 △645 －

計 11,938 24,685 36,623 867 37,491 △645 36,846

セグメント損益(△は損失) △1,140 918 △222 119 △103 △1,093 △1,196
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当第２四半期連結累計期間(自  平成23年１月１日  至  平成23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△1,125百万円には、固定資産減価償却費の調整額９百万円、その他の調

整額13百万円及び各報告セグメントに配分していない全社費用△1,148百万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。 

  

  

３ 報告セグメントごとの資産に関する情報 

該当事項はありません。 

  

４ 報告セグメントの変更等に関する事項 

該当事項はありません。 

  

５ 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 

前第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）及び当第２四半期連

結累計期間(自  平成23年１月１日  至  平成23年６月30日)において該当事項はありません。 

  

当第２四半期連結累計期間(自  平成23年１月１日  至  平成23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 13,013 28,540 41,554 545 42,099 ― 42,099

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

0 285 285 335 621 △621 －

計 13,013 28,825 41,839 881 42,721 △621 42,099

セグメント損益(△は損失) △548 1,764 1,216 92 1,308 △1,125 183

(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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