
  

１．平成25年１月期第１四半期の業績（平成24年2月1日～平成24年4月30日） 

  

  

（２）財政状態 

  

２．配当の状況 

  

  

３．平成25年１月期の業績予想（平成24年2月1日～平成25年1月31日） 
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  （百万円未満切捨て）

（１）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 ％ 

25年１月期第１四半期  7,285  4.8  569  41.9  574  45.0  315  123.4

24年１月期第１四半期  6,951  △6.9  401  △0.3  396  △0.8  141  △32.3

  
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 

25年１月期第１四半期  8.71  －

24年１月期第１四半期  3.90  －

  総資産 純資産 自己資本比率 

  百万円 百万円 ％ 

25年１月期第１四半期  18,771  11,312  60.3

24年１月期  19,182  11,139  58.1

（参考）自己資本 25年１月期第１四半期 11,312百万円   24年１月期 11,139百万円 

  
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 
24年１月期  － 0.00 － 4.00  4.00

25年１月期  －       

25年１月期（予想）   0.00 － 4.00  4.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無： 有・無

  （％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）

  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  2.5  420  3.3  420  △8.9  200  37.6  5.52

通期  26,500  0.6  790  △1.0  780  △7.5  320  △37.4  8.83

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 有・無



４．その他 

  

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

  

  

  

  

（３）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 

上記の業績予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報により作成したものであり、実際の業績は今後様々な

要因によって異なる場合があります。業績予想に関しましては、２ページ【当四半期決算に関する定性的情報】

（３）業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 

  

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用： 有・無

①  会計基準等の改正に伴う会計方針の変更    ： 有・無

②  ①以外の会計方針の変更                  ： 有・無

③  会計上の見積りの変更                    ： 有・無

④  修正再表示                              ： 有・無

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年１月期１Ｑ 36,692,267株 24年１月期 36,692,267株

②  期末自己株式数 25年１月期１Ｑ 435,476株 24年１月期 433,770株

③  期中平均株式数（四半期累計） 25年１月期１Ｑ 36,257,764株 24年１月期１Ｑ 36,257,563株
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（１）経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期累計期間におけるわが国経済は、昨年の東日本大震災による景気低迷から緩やかな回復基調にあり

ましたが、欧州をはじめとする海外経済の減速懸念や電力供給不足の不安など、景気の先行きについては依然不透

明な状況にあります。 

 このような状況のもとで、当社はお菓子を通して心豊かな生活をお届けすることを基本姿勢とし、商品の開発・

改善により売上向上に取り組むとともに、「すべてはお客様の笑顔のために」を基本とし、安心、安全かつ高品質

な商品をお客様に提供し続けることに注力いたしました。 

 売上高につきましては、バレンタインデーをはじめとするイベント商戦の成功に加え、前年同期は東日本大震災

による影響が大きかったこともあり、当第１四半期累計期間の売上高は 百万円（前年同期比4.8％増）となり

ました。 

 損益面におきましては、人件費、経費の圧縮や生産効率の向上などにより売上原価率が改善し、営業利益は

百万円（前年同期比41.9％増）、経常利益は 百万円（前年同期比45.0％増）となりました。四半期純利益につ

きましては、前年同期は震災の影響などによる特別損失107百万円の計上もあり、 百万円（前年同期比123.4％

増）となりました。 

  

 セグメントの業績は、次のとおりであります。 

   

［洋菓子製造販売事業］ 

 干菓子につきましては、バレンタインデーやホワイトデーをはじめとするイベント商戦の成功や東京土産市場向

け新商品などの好調な推移、前年同期は東日本大震災による影響が大きかったこともあり、前年同期を上回る売上

高となりました。洋生菓子につきましては、フレッシュゼリーなどの新商品の積極的投入が奏功したことによりチ

ルドデザートが好調に推移し、ほぼ前年同期並みの売上高を確保しました。 

 その結果、当事業の売上高は6,879百万円（前年同期比5.3％増）となりました。 

  

［喫茶・レストラン事業］ 

 喫茶・レストラン事業につきましては、店舗の改装、メニュー再編、集客イベントの開催などにより売上拡大を

図りましたが、一部店舗の退店に伴う売上減少や不安定な気候の影響もあり、売上高は405百万円（前年同期比

3.5％減）となりました。 

    

（２）財政状態に関する定性的情報 

 当第１四半期会計期間末における総資産は前事業年度末に比べ411百万円減少し、 百万円となりました。

資産の増減の主なものは、有価証券の増加額3,304百万円、受取手形及び売掛金の減少額2,763百万円、商品及び製

品の減少額1,502百万円であります。負債は前事業年度末に比べ584百万円減少し、 百万円となりました。こ

れは主に支払手形及び買掛金の減少額1,092百万円、未払法人税等の増加額363百万円、賞与引当金の増加額263百

万円によるものであります。純資産は前事業年度末に比べ172百万円増加し、 百万円となりました。これは

主に利益剰余金の増加額170百万円によるものであります。 

     

（３）業績予想に関する定性的情報 

 平成24年３月21日に発表いたしました平成25年１月期の通期の業績予想について変更はございません。  

 なお、今後の経営環境等の変化により、業績予想について見直しが必要と判断した場合には、速やかに開示いた

します。 

１．当四半期決算に関する定性的情報

7,285
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18,771
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（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 該当事項はありません。 

      

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

 該当事項はありません。 

  

（追加情報） 

 当第１四半期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。 

  

   

２．サマリー情報（その他）に関する事項
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３．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成24年１月31日) 

当第１四半期会計期間 
(平成24年４月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 925,243 1,059,467

受取手形及び売掛金 4,505,185 1,741,394

有価証券 899,588 4,204,256

商品及び製品 1,973,690 471,438

仕掛品 240,791 544,464

原材料及び貯蔵品 314,487 332,524

その他 384,648 550,031

貸倒引当金 △17,900 △7,100

流動資産合計 9,225,736 8,896,476

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 2,773,551 2,735,935

土地 3,248,337 3,234,337

その他（純額） 1,888,961 1,845,189

有形固定資産合計 7,910,850 7,815,462

無形固定資産 86,720 93,405

投資その他の資産   

投資有価証券 1,375,806 1,380,632

その他 583,804 585,464

貸倒引当金 △200 △200

投資その他の資産合計 1,959,411 1,965,897

固定資産合計 9,956,981 9,874,764

資産合計 19,182,717 18,771,241
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成24年１月31日) 

当第１四半期会計期間 
(平成24年４月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,743,494 1,650,697

短期借入金 2,118,400 2,118,400

未払法人税等 63,464 426,599

賞与引当金 231,530 494,686

その他 1,170,862 1,083,805

流動負債合計 6,327,750 5,774,188

固定負債   

長期借入金 1,089,000 1,021,900

退職給付引当金 192,017 233,012

環境対策引当金 8,713 8,713

その他 425,338 420,918

固定負債合計 1,715,069 1,684,544

負債合計 8,042,819 7,458,733

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,737,467 3,737,467

資本剰余金 3,921,279 3,921,279

利益剰余金 3,340,716 3,511,436

自己株式 △113,039 △113,509

株主資本合計 10,886,424 11,056,674

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △3,450 △1,090

土地再評価差額金 256,924 256,924

評価・換算差額等合計 253,473 255,833

純資産合計 11,139,897 11,312,508

負債純資産合計 19,182,717 18,771,241
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（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成23年２月１日 
 至 平成23年４月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成24年２月１日 
 至 平成24年４月30日) 

売上高 6,951,586 7,285,370

売上原価 3,805,504 3,877,915

売上総利益 3,146,082 3,407,454

販売費及び一般管理費 2,744,535 2,837,722

営業利益 401,547 569,732

営業外収益   

受取利息 1,348 1,033

受取配当金 840 782

貸倒引当金戻入額 － 10,800

その他 10,746 6,658

営業外収益合計 12,936 19,273

営業外費用   

支払利息 14,483 13,339

その他 3,456 753

営業外費用合計 17,940 14,093

経常利益 396,542 574,912

特別利益   

固定資産売却益 278 1,000

貸倒引当金戻入額 11,408 －

特別利益合計 11,687 1,000

特別損失   

固定資産除売却損 4,795 4,719

減損損失 21,527 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 44,251 －

災害による損失 36,921 －

特別損失合計 107,495 4,719

税引前四半期純利益 300,734 571,192

法人税、住民税及び事業税 277,548 413,292

法人税等調整額 △118,151 △157,853

法人税等合計 159,396 255,438

四半期純利益 141,338 315,754
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 該当事項はありません。 

   

   

 該当事項はありません。 

   

   

  

販売実績 

  

 当第１四半期累計期間の販売実績をセグメント別商品群別に示すと、次のとおりであります。 

 （注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

洋菓子製造販売事業における主な製品を商品群別の区分により説明しますと、以下のとおりであります。   

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

４．補足情報

セグメントの名称 
当第１四半期累計期間 

（自 平成24年２月１日 
 至 平成24年４月30日） 

前年同四半期比 
（％）  

洋菓子製造販売事業計（千円）  6,879,567  105.3

（内訳）      

干菓子群（千円）  5,323,245  106.5

洋生菓子群（千円）  1,449,209  99.2

その他菓子群（千円）  107,112  148.3

喫茶・レストラン事業計（千円）  405,802  96.5

合計（千円）  7,285,370  104.8

区分（商品群） 主要品目 

干菓子群 

（チョコレート） 

  

プレミアムチョコレートセレクション、フェイバリット、 

りんごのチョコレート、ラウンドプレーン等。 

（キャンディ）  ファンシーキャンディ、ココアピーナッツ等。 

（焼菓子） 

  

アルカディア、オデット、ティーブレイク、 

ファヤージュ等。 

（レトルト菓子） 

  

ファンシーデザート、フルーツオブフルーツ、 

白いチーズケーキ、ザ・プリン等。 

（詰合せ） ハッピーパーティー等。 

洋生菓子群 

（チルドデザート）

  

カスタードプリン、季節のプリン、季節のゼリー、 

カフェデザート等。 

（ケーキ） チーズケーキ、チョコレートケーキ、ミニケーキ等。 

（半生菓子） ブロードランド、ハイランド等。 

その他菓子群   焼きたてクッキー、グラスオショコラ等。 
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