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1.  平成24年12月期第1四半期の連結業績（平成24年1月1日～平成24年3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 ％

24年12月期第1四半期 6,221 △3.8 △147 ― △120 ― △113 ―

23年12月期第1四半期 6,466 △7.3 △185 ― △163 ― △211 ―

（注）包括利益 24年12月期第1四半期 △63百万円 （―％） 23年12月期第1四半期 △202百万円 （―％）

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12月期第1四半期 △1.65 ―

23年12月期第1四半期 △3.05 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年12月期第1四半期 20,178 7,696 37.6
23年12月期 20,617 7,784 37.1

（参考） 自己資本   24年12月期第1四半期  7,590百万円 23年12月期  7,650百万円

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12月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
24年12月期 ―

24年12月期（予想） 0.00 ― 0.00 0.00

3.  平成24年12月期の連結業績予想（平成24年1月1日～平成24年12月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期(累計) 13,000 △4.3 △100 ― △110 ― △160 ― △2.31

通期 26,300 △1.5 110 ― 130 ― 20 ― 0.29



(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
半期財務諸表のレビュー手続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 
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。 

4.  その他

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12月期1Q 69,299,000 株 23年12月期 69,299,000 株

② 期末自己株式数 24年12月期1Q 55,217 株 23年12月期 55,217 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年12月期1Q 69,243,783 株 23年12月期1Q 69,244,423 株
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当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の影響が残る中、緩やかな回復傾向が

見られたものの、円高の定着、原油価格の高騰などの懸念もあり、引き続き先行き不透明な状況で推移し

ました。食品業界においても、消費者の低価格志向が続いており、厳しい状況が続いております。  

 このような状況の中、当第１四半期連結累計期間のパン部門の売上高は4,847百万円と前第１四半連結

累計期間に比べ138百万円の減収、和洋菓子部門の売上高は897百万円と前第１四半期連結累計期間に比べ

30百万円の減収、その他の売上高は476百万円と前第１四半期連結累計期間に比べ75百万円の減収となり

ました。よって、当第１四半期連結累計期間の売上高は6,221百万円と前第１四半期連結累計期間に比べ

244百万円の減収、前第１四半期連結累計期間比3.8％の減となりました。  

 また、当第１四半期連結累計期間の営業損益は低価格競争などの影響もあり147百万円の損失 (前年同

四半期は185百万円の営業損失) を計上し、経常損益につきましては、賃貸収入など営業外収益が83百万

円で支払利息など営業外費用56百万円を計上した結果120百万円の損失(前年同四半期は163百万円の経常

損失)、四半期純損益は113百万円の損失(前年同四半期は211百万円の四半期純損失)となりました。 

  

 財政状態の変動状況 

当第１四半期連結会計期間末における総資産は、売掛金の減少などにより、前連結会計年度末に比べ

439百万円減少し、20,178百万円となりました。負債につきましては、短期借入金の減少などにより、前

連結会計年度末に比べ351百万円減少し、12,482百万円となりました。また、純資産は、四半期純損失な

どにより前連結会計年度末に比べ88百万円減少し、7,696百万円となりました。 

  

現時点において、平成24年２月10日に公表しました業績予想に変更はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

(会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用) 
当第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計

上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号 平成21年12月４日)及び「会計上の
変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日)
を適用しております。 

  

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

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

(4) 追加情報
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    継続的な営業損失について 

当グループの業績は長きにわたり継続して営業損失を計上しております。当第１四半期連結累計期間
においては、引き続き粗利益優先の営業方針の徹底のもと、値引率・原価率の管理強化に努めてまいり
ましたが、消費意欲の低迷しているなか、一段の店頭での価格競争を余儀なくされました。加えて、前
連結会計年度より高騰したままとなっている小麦粉等の原材料価格が収益を圧迫した結果、当第１四半
期連結累計期間においても営業損失を計上し、企業経営に影響を与える重要事象等が存在しておりま
す。 
資金面につきましては、当面の運転資金については充分に確保されております。また、収益面につき

ましても、長年の赤字体質から脱却するために、業績早期改善計画に従った各諸施策を確実に実行し、
収益構造の変革を達成する所存であります。 
当第１四半期連結累計期間（平成24年1月1日～平成24年３月31日）においては営業損失を継続しまし

たが、当連結会計年度（平成24年1月1日～平成24年12月31日）は黒字転換を計る所存であります。 

3. 継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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４．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成23年12月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,793 1,574

受取手形及び売掛金 3,408 3,275

商品及び製品 51 89

仕掛品 26 23

原材料及び貯蔵品 330 255

繰延税金資産 282 313

未収入金 91 94

その他 68 50

貸倒引当金 △7 △7

流動資産合計 6,045 5,669

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,060 3,016

機械装置及び運搬具（純額） 2,885 2,795

工具、器具及び備品（純額） 107 106

土地 2,451 2,451

リース資産（純額） 477 453

建設仮勘定 3 3

有形固定資産合計 8,986 8,826

無形固定資産 51 49

投資その他の資産   

投資有価証券 750 832

賃貸固定資産（純額） 4,669 4,655

その他 120 151

貸倒引当金 △5 △5

投資その他の資産合計 5,535 5,633

固定資産合計 14,572 14,509

資産合計 20,617 20,178
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成23年12月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,077 985

短期借入金 5,684 5,513

リース債務 103 103

未払消費税等 151 91

未払費用 1,032 1,029

未払法人税等 97 24

賞与引当金 41 131

その他 131 135

流動負債合計 8,320 8,015

固定負債   

リース債務 190 164

繰延税金負債 937 966

退職給付引当金 2,737 2,707

長期割賦未払金 10 －

長期預り金 542 533

資産除去債務 95 95

固定負債合計 4,513 4,467

負債合計 12,833 12,482

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,305 3,305

資本剰余金 3,659 3,659

利益剰余金 656 542

自己株式 △8 △8

株主資本合計 7,612 7,498

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 38 91

その他の包括利益累計額合計 38 91

少数株主持分 133 106

純資産合計 7,784 7,696

負債純資産合計 20,617 20,178
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
 四半期連結損益計算書 
 第１四半期連結累計期間 

(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年１月１日 
 至 平成24年３月31日) 

売上高 6,466 6,221

売上原価 4,795 4,592

売上総利益 1,670 1,629

販売費及び一般管理費 1,855 1,776

営業損失（△） △185 △147

営業外収益   

受取利息及び配当金 0 0

賃貸収入 63 62

その他 13 20

営業外収益合計 77 83

営業外費用   

支払利息 31 29

賃貸費用 21 20

その他 3 5

営業外費用合計 55 56

経常損失（△） △163 △120

特別利益   

役員退職慰労引当金戻入額 43 －

特別利益合計 43 －

特別損失   

固定資産除却損 0 2

投資有価証券評価損 13 2

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 60 －

災害による損失 23 －

特別損失合計 98 4

税金等調整前四半期純損失（△） △218 △124

法人税、住民税及び事業税 45 24

法人税等調整額 △62 △32

法人税等合計 △16 △8

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △201 △116

少数株主利益又は少数株主損失（△） 9 △2

四半期純損失（△） △211 △113
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 四半期連結包括利益計算書 
 第１四半期連結累計期間 

(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年１月１日 
 至 平成24年３月31日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △201 △116

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △0 53

その他の包括利益合計 △0 53

四半期包括利益 △202 △63

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △212 △60

少数株主に係る四半期包括利益 9 △2
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該当事項はありません。 

  

前第１四半期連結累計期間（自 平成23年１月１日 至 平成23年３月31日）及び当第１四半期連結
累計期間（自 平成24年１月１日 至 平成24年３月31日） 
当グループは、食品事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。 

  

該当事項はありません。 

  

  

  

  

(3) 継続企業の前提に関する注記

(4) セグメント情報等

(5) 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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