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1.  平成25年12月期第3四半期の連結業績（平成25年1月1日～平成25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 ％

25年12月期第3四半期 18,375 △0.9 209 ― 272 ― 356 ―
24年12月期第3四半期 18,538 △7.2 △341 ― △259 ― △344 ―

（注）包括利益 25年12月期第3四半期 486百万円 （―％） 24年12月期第3四半期 △307百万円 （―％）

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

25年12月期第3四半期 5.15 ―
24年12月期第3四半期 △4.97 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年12月期第3四半期 18,878 8,052 42.1
24年12月期 19,519 7,585 38.3
（参考） 自己資本   25年12月期第3四半期  7,951百万円 24年12月期  7,478百万円

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

24年12月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
25年12月期 ― 0.00 ―
25年12月期（予想） 0.00 0.00

3. 平成25年12月期の連結業績予想（平成25年 1月 1日～平成25年12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  ：  有   

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 24,500 △1.2 240 ― 300 ― 390 ― 5.63



(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 

（注）詳細は、添付資料３ページ「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項（３）の会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧下さい。 

(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。 

※  注記事項

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   ：  有
③ 会計上の見積りの変更   ：  有
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年12月期3Q 69,299,000 株 24年12月期 69,299,000 株
② 期末自己株式数 25年12月期3Q 59,073 株 24年12月期 57,038 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年12月期3Q 69,240,733 株 24年12月期3Q 69,243,066 株
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府の経済政策や金融政策への期待感から円安・株

高が進行し、景気回復への明るい兆しが見えてまいりました。しかしながら、欧米諸国の長期化する財政

問題や新興国の景気後退等、不安定な海外経済による景気の下振れが懸念されるなど、依然として予断を

許さない状況となっております。 

このような状況の中、当第３四半期連結累計期間のパン部門の売上高は14,088百万円と前第３四半期連

結累計期間に比べ188百万円の減収、和洋菓子部門の売上高は2,677百万円と前第３四半期連結累計期間に

比べ78百万円の減収、その他の売上高は1,609百万円と前第３四半期連結累計期間に比べ103百万円の増収

となりました。よって、当第３四半期連結累計期間の売上高は18,375百万円と前第３四半期連結累計期間

に比べ163百万円の減収、前第３四半期連結累計期間比0.9％の減となりました。  

また、当第３四半期連結累計期間の営業利益は、粗利益優先の営業方針の徹底のもと、値引率・原価率

の管理強化に努めたこと等により209百万円（前年同四半期は341百万円の営業損失）を計上し、経常利益

につきましては、賃貸収入など営業外収益が204百万円で支払利息など営業外費用142百万円を計上した結

果272百万円（前年同四半期は259百万円の経常損失）、四半期純利益は固定資産売却益151百万円などに

より356百万円（前年同四半期は344百万円の四半期純損失）となりました。 

  

 （資産、負債及び純資産の状況） 

当第３四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

641百万円減少し、18,878百万円となりました。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1,107百万円減少し、10,826百万円となりました。また、純資産は、四半期純利益

などにより前連結会計年度末に比べ466百万円増加し、8,052百万円となりました。 

  

最近の業績動向を踏まえ、平成25年２月13日に公表した業績予想を修正しております。当該修正内容に

つきましては、本日付で「業績予想の修正に関するお知らせ」により公表しております。 

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
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該当事項はありません。 

  

  

該当事項はありません。 

  

  

 （機械及び装置の減価償却方法の変更） 

当社及び連結子会社における機械及び装置の減価償却方法について、従来、定率法を採用しておりま

したが、第１四半期連結累計期間より定額法に変更いたしました。 

この変更は、当グループの経営環境が厳しさを増す中で、平成25年１月より、新たな経営目標を再構

築し、収益構造の見直しとして収益改善３カ年計画を策定したことを契機に、設備投資の方針を見直し

た結果、今後の設備投資は既存設備の維持更新投資が中心となり、長期安定的に稼働する状況が見込ま

れるため、耐用年数にわたり均等償却により費用配分を行うことが、機械及び装置の実態をより適切に

反映できるものと判断したこと、また、グループの会計方針を統一するため、従来の償却方法を見直し

定額法を採用することにいたしました。 

この変更により、従来の方法によった場合に比べ、当第３四半期連結累計期間の営業利益、経常利益

及び税金等調整前四半期純利益はそれぞれ121百万円増加しております。 

  

  

 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したが、当第３四半期連結累計

期間（平成25年１月１日～平成25年９月30日）においては、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たこと等により営業利益を計上しました。しかしながら、個人消費の低

迷、低価格志向等により同業他社との価格競争が厳しくなることや、円安による原材料・燃料の価格上

昇の影響も懸念され、厳しい経営環境が継続するものと予想されますので、引き続き企業経営に影響を

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。 

これにより、平成25年度（平成25年１月１日～平成25年12月31日）においても、黒字転換を図る所存

であります。 

  

２．サマリー情報(注記事項)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

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24年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,491 2,855

受取手形及び売掛金 3,288 2,423

商品及び製品 58 89

仕掛品 30 22

原材料及び貯蔵品 302 235

繰延税金資産 20 81

未収入金 94 229

その他 130 119

貸倒引当金 △6 △4

流動資産合計 5,408 6,051

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,884 2,766

機械装置及び運搬具（純額） 2,587 2,541

工具、器具及び備品（純額） 158 163

土地 2,451 2,451

リース資産（純額） 485 397

建設仮勘定 12 20

有形固定資産合計 8,578 8,338

無形固定資産 98 86

投資その他の資産   

投資有価証券 743 931

賃貸固定資産（純額） 4,556 3,370

その他 138 103

貸倒引当金 △3 △3

投資その他の資産合計 5,434 4,401

固定資産合計 14,111 12,827

資産合計 19,519 18,878
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成24年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 929 796

短期借入金 5,400 4,487

リース債務 137 123

未払消費税等 20 85

未払費用 1,030 931

未払法人税等 60 67

賞与引当金 28 177

その他 155 154

流動負債合計 7,763 6,823

固定負債   

リース債務 211 122

繰延税金負債 716 778

退職給付引当金 2,640 2,525

長期預り金 505 477

資産除去債務 97 98

固定負債合計 4,170 4,002

負債合計 11,934 10,826

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 427 783

自己株式 △8 △9

株主資本合計 7,383 7,739

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 95 211

その他の包括利益累計額合計 95 211

少数株主持分 107 100

純資産合計 7,585 8,052

負債純資産合計 19,519 18,878
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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３四半期連結累計期間 

(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年１月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年１月１日 
 至 平成25年９月30日) 

売上高 18,538 18,375

売上原価 13,618 13,020

売上総利益 4,920 5,355

販売費及び一般管理費 5,262 5,145

営業利益又は営業損失（△） △341 209

営業外収益   

受取利息及び配当金 13 11

賃貸収入 189 155

その他 39 37

営業外収益合計 243 204

営業外費用   

支払利息 87 81

賃貸費用 61 45

その他 12 15

営業外費用合計 161 142

経常利益又は経常損失（△） △259 272

特別利益   

固定資産売却益 0 151

投資有価証券売却益 2 －

特別利益合計 3 151

特別損失   

固定資産除却損 4 －

投資有価証券評価損 2 －

特別損失合計 7 －

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（△）

△264 423

法人税、住民税及び事業税 86 113

法人税等調整額 △14 △60

法人税等合計 71 53

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△335 369

少数株主利益 8 13

四半期純利益又は四半期純損失（△） △344 356
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 四半期連結包括利益計算書 
 第３四半期連結累計期間 

(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年１月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年１月１日 
 至 平成25年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△335 369

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 27 116

その他の包括利益合計 27 116

四半期包括利益 △307 486

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △316 473

少数株主に係る四半期包括利益 8 13
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該当事項はありません。 

  

  

  

  

前第３四半期連結累計期間（自 平成24年１月１日 至 平成24年９月30日）及び当第３四半期連結

累計期間（自 平成25年１月１日 至 平成25年９月30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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