
平成24年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

平成23年10月28日

（百万円未満四捨五入）

上場会社名 株式会社 中村屋 上場取引所 東 大 
コード番号 2204 URL http://www.nakamuraya.co.jp/
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 染谷 省三
問合せ先責任者 （役職名） 取締役兼専務執行役員 （氏名） 小林 政志 TEL 03-5454-7125
四半期報告書提出予定日 平成23年11月14日
配当支払開始予定日 ―
四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無
四半期決算説明会開催の有無 ： 無

1.  平成24年3月期第2四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23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 ％

24年3月期第2四半期 16,329 △1.9 △1,086 ― △1,041 ― △965 ―
23年3月期第2四半期 16,650 0.2 △1,025 ― △976 ― △733 ―

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 △1,025百万円 （―％） 23年3月期第2四半期 △993百万円 （―％）

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

24年3月期第2四半期 △16.25 ―
23年3月期第2四半期 △12.35 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第2四半期 37,087 20,306 54.8
23年3月期 38,951 21,926 56.3
（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  20,306百万円 23年3月期  21,926百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  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

23年3月期 ― ― ― 10.00 10.00
24年3月期 ― ―
24年3月期（予想） ― 10.00 10.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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 40,200 △2.0 1,080 △0.9 1,160 △0.4 660 10.1 11.10



(1) 当四半期連結累計期間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) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(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
半期連結財務諸表に対する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

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  無
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期2Q 59,762,055 株 23年3月期 59,762,055 株
② 期末自己株式数 24年3月期2Q 401,921 株 23年3月期 398,873 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 59,362,139 株 23年3月期2Q 59,372,728 株
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災で影響を受けたサプライチェーンの復旧が

進み、生産活動が上向いてきた一方で、依然として続く緩やかなデフレ基調に加え、欧州の金融不安や米国経

済の停滞懸念を背景に円高・株安が長引くなど、先行き不透明な状況で推移いたしました。 

菓子・食品業界におきましては、原材料価格の高騰、夏場の電力規制による製造、営業、販売活動の制約に

加え、震災後の自粛ムードを受けた消費マインドの低下など、厳しい状況が続きました。 

このような環境のもと、中村屋グループは、中期経営計画の目標である「持続的成長の実現」を達成するた

めに「成長モデルの確立」「高効率経営の実現」「社会的責任の遂行」を全組織で実行に移すことで、企業体

質の強化・企業価値の向上に努めてまいりました。 

以上のような経過の中で、当第２四半期連結売上高は、16,328,659千円 前年同期に対し320,928千円、

1.9％の減収となりました。 

利益面におきましては、営業損失は、1,086,198千円 前年同期に対し61,574千円の減益となり、経常損失

は、1,041,411千円 前年同期に対し65,314千円の減益、四半期純損失は、新宿中村屋本店ビル解体撤去の決議

に伴う特別損失の計上等により、964,603千円 前年同期に対し231,527千円の減益となりました。 

  

当第２四半期連結会計期間末における総資産は、たな卸資産の増加921,784千円等があったものの、現金及び

預金の減少2,014,876千円等により、前連結会計年度末に比べ1,864,269千円減少し37,086,595千円となりまし

た。 

負債は、固定資産解体費用引当金331,893千円等があったものの、未払法人税等や借入金の減少等により、前

連結会計年度末に比べ244,070千円減少し、16,780,985千円となりました。 

純資産は、配当金の支払等による利益剰余金の減少1,558,235千円やその他有価証券評価差額金の減少60,725

千円等により、前連結会計年度末に比べ1,620,199千円減少し20,305,610千円となりました。 

  
（キャッシュ・フローについて） 

当第２四半期連結累計期間末における営業活動によるキャッシュ・フローは、716,843千円の支出となりまし

た。これは主に、売上債権の回収による収入631,143千円等があったものの、たな卸資産の増加による支出

921,784千円や法人税等の支払額247,520千円等によるものであります。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、660,774千円の支出となりました。これは主に、有価証券の取得によ

る支出や有形固定資産や無形固定資産の取得による支出によるものであります。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、737,370千円の支出となりました。これは主に、配当金の支払額

592,887千円等によるものであります。 

これらの結果、現金及び現金同等物の当第２四半期連結累計期間末における残高は、1,939,979千円となり、

前連結会計年度末に比べ2,114,987千円の減少となりました。 

  

平成24年３月期の通期の連結業績予測につきましては、平成23年５月13日に公表いたしました業績予想に変

更はありません。 

  

１．当四半期決算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

（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。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

２．サマリー情報(その他)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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３．四半期連結財務諸表等
（１）四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成23年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,555,266 1,540,390

受取手形及び売掛金 3,932,750 3,301,607

有価証券 800,094 800,380

信託受益権 999,942 799,872

商品及び製品 837,276 1,308,030

仕掛品 69,992 72,541

原材料及び貯蔵品 730,667 1,179,148

その他 664,539 1,243,545

貸倒引当金 △8,928 △7,369

流動資産合計 11,581,599 10,238,145

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 6,408,248 6,151,980

土地 13,748,156 13,748,156

その他（純額） 1,664,840 1,552,674

有形固定資産合計 21,821,244 21,452,810

無形固定資産 364,479 242,227

投資その他の資産

投資有価証券 3,769,361 3,671,882

その他 1,444,217 1,511,156

貸倒引当金 △30,035 △29,625

投資その他の資産合計 5,183,543 5,153,413

固定資産合計 27,369,266 26,848,450

資産合計 38,950,864 37,086,595

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,439,135 1,591,497

短期借入金 4,248,000 4,138,000

未払法人税等 263,712 50,435

賞与引当金 677,335 631,188

その他 1,864,771 1,630,047

流動負債合計 8,492,954 8,041,167

固定負債

長期借入金 98,000 84,000

固定資産解体費用引当金 － 331,893

退職給付引当金 7,237,953 7,270,936

資産除去債務 94,520 80,760

その他 1,101,629 972,229

固定負債合計 8,532,102 8,739,818

負債合計 17,025,056 16,780,985
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成23年９月30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 7,578,497

利益剰余金 7,277,752 5,719,516

自己株式 △162,479 △163,693

株主資本合計 22,163,197 20,603,723

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △237,389 △298,113

その他の包括利益累計額合計 △237,389 △298,113

純資産合計 21,925,808 20,305,610

負債純資産合計 38,950,864 37,086,595
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（２）四半期連結損益及び包括利益計算書
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４月１日
 至 平成23年９月30日)

売上高 16,649,587 16,328,659

売上原価 9,811,185 9,721,332

売上総利益 6,838,402 6,607,327

販売費及び一般管理費 7,863,027 7,693,525

営業損失（△） △1,024,624 △1,086,198

営業外収益

受取利息 8,342 7,024

受取配当金 29,747 35,476

その他 39,093 32,859

営業外収益合計 77,182 75,360

営業外費用

支払利息 22,517 18,872

その他 6,137 11,701

営業外費用合計 28,655 30,573

経常損失（△） △976,097 △1,041,411

特別利益

貸倒引当金戻入額 3,435 －

特別利益合計 3,435 －

特別損失

固定資産除却損 10,915 5,501

減損損失 33,612 84,579

資産除去債務履行差額 － 4,882

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 43,185 －

本店建替関連損 － 402,643

その他 10,456 －

特別損失合計 98,168 497,604

税金等調整前四半期純損失（△） △1,070,830 △1,539,016

法人税、住民税及び事業税 23,022 38,086

法人税等調整額 △360,776 △612,498

法人税等合計 △337,754 △574,412

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △733,076 △964,603

四半期純損失（△） △733,076 △964,603

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △733,076 △964,603

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △260,071 △60,725

その他の包括利益合計 △260,071 △60,725

四半期包括利益 △993,147 △1,025,328

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △993,147 △1,025,328

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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（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４月１日
 至 平成23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損失（△） △1,070,830 △1,539,016

減価償却費 557,885 533,987

固定資産除却損 10,915 5,501

減損損失 33,612 163,328

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） △2,168 △1,969

賞与引当金の増減額（△は減少） △5,270 △46,147

退職給付引当金の増減額（△は減少） 35,161 32,984

固定資産解体費用引当金の増減額（△は減少） － 323,893

受取利息及び受取配当金 △38,089 △42,501

支払利息 22,517 18,872

売上債権の増減額（△は増加） 656,158 631,143

たな卸資産の増減額（△は増加） △638,793 △921,784

仕入債務の増減額（△は減少） 15,625 152,362

未払消費税等の増減額（△は減少） △173,879 △86,817

役員退職慰労未払金の増減額（△は減少） － △85,639

その他 △38,969 352,354

小計 △592,940 △509,448

利息及び配当金の受取額 51,717 61,101

利息の支払額 △25,089 △20,976

法人税等の支払額 △481,707 △247,520

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,048,019 △716,843

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 △799,032 △1,923,558

有価証券の売却による収入 1,200,000 1,535,613

有形固定資産の取得による支出 △133,236 △259,159

無形固定資産の取得による支出 △59,692 △5,957

投融資による支出 △4,286,556 △34,365

投融資の回収による収入 3,863,703 26,653

投資活動によるキャッシュ・フロー △214,812 △660,774

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 △110,000

長期借入金の返済による支出 △24,000 △14,000

リース債務の返済による支出 △14,655 △19,244

自己株式の純増減額（△は増加） △2,550 △1,239

配当金の支払額 △588,684 △592,887

財務活動によるキャッシュ・フロー △729,889 △737,370

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,992,720 △2,114,987

現金及び現金同等物の期首残高 3,510,222 4,054,966

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,517,502 1,939,979
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 該当事項はありません。 

  

  

  

１  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 

(単位：千円)  

 
(注) 報告セグメントの「その他の事業」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  報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益及び包括利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。 

  

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 

（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２四半期連結累計期間においては33,612千円であります。 

  

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報等

【セグメント情報】

Ⅰ 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）

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(注)

計

売上高

外部顧客への売上高 9,756,286 3,644,164 2,514,008 395,787 339,343 16,649,587 16,649,587

セグメント間の内部 
売上高又は振替高

－ 114,658 － 89,434 － 204,092 204,092

計 9,756,286 3,758,822 2,514,008 485,221 339,343 16,853,680 16,853,680

セグメント利益 
又は損失(△)

△284,280 165,697 △129,283 313,965 △32,887 33,214 33,214

利  益 金  額

報告セグメント計 33,214

全社費用(注) △1,057,838

四半期連結損益及び包括利益計算書の営業損失(△) △1,024,624
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１  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 

(単位：千円)  

 
(注) 報告セグメントの「その他の事業」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  報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益及び包括利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。 

  

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 

（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一部の店舗及び新宿中村屋本

店ビル建替に伴う解体撤去の決議による減損損失を計上しており、当該減損損失の計上額は、当第２四

半期連結累計期間においては121,439千円であります。 

なお、本店ビルの建替に伴う減損損失については、特別損失の「本店建替関連損」に78,749千円含ま

れております。 

「不動産賃貸事業」セグメントにおいては、賃貸ビルの一部設備撤去が確定したため、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２四半期連結累計期間においては41,889千円であります。 

  

 該当事項はありません。 

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年９月30日）

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(注)

計

売上高

外部顧客への売上高 9,690,267 3,552,127 2,346,411 371,709 368,145 16,328,659 16,328,659

セグメント間の内部 
売上高又は振替高

－ 105,421 － 89,572 － 194,993 194,993

計 9,690,267 3,657,548 2,346,411 461,281 368,145 16,523,652 16,523,652

セグメント利益 
又は損失(△)

△420,714 148,238 △32,547 293,817 △14,477 △25,684 △25,684

利  益 金  額

報告セグメント計 △25,684

全社費用(注) △1,060,513

四半期連結損益及び包括利益計算書の営業損失(△) △1,086,198

（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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