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(百万円未満切捨て)
１．平成27年12月期第２四半期の連結業績（平成27年１月１日～平成27年６月30日）

（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 ％

27年12月期第２四半期 9,379 0.9 △117 － △142 － △209 －

26年12月期第２四半期 9,293 △0.5 △89 － △25 － △280 －
(注) 包括利益 27年12月期第２四半期 △139百万円( －％) 26年12月期第２四半期 △287百万円( －％)
　

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

27年12月期第２四半期 △11.55 －

26年12月期第２四半期 △15.49 －
　

　

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

27年12月期第２四半期 16,356 9,249 56.5

26年12月期 18,035 9,705 53.8
(参考) 自己資本 27年12月期第２四半期 9,249百万円 26年12月期 9,705百万円
　　　

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

26年12月期 － 6.00 － 6.00 12.00

27年12月期 － 6.00

27年12月期(予想) － 6.00 12.00

(注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無
　　　

３．平成27年12月期の連結業績予想（平成27年１月１日～平成27年12月31日）

(％表示は、対前期増減率)

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

通期 20,500 9.0 220 － 180 － 80 － 4.41
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無
　

決算短信 （宝印刷）  2015年07月30日 13時15分 1ページ （Tess 1.40 20131220_01）



※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

　 (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)
　

　

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無
　

　

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 有

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
　

　

（４）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 27年12月期２Ｑ 19,144,505株 26年12月期 19,144,505株

② 期末自己株式数 27年12月期２Ｑ 1,017,909株 26年12月期 1,017,166株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 27年12月期２Ｑ 18,126,824株 26年12月期２Ｑ 18,129,867株
　

　

※ 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に対する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。業績予想の前
提となる条件及び業績予想のご利用に当たっての注意事項等については、［添付資料］３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。
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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 

当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、個人消費に弱さは見られたものの、政府による経済・金

融政策を背景に雇用・所得環境は改善され、引続き景気は緩やかな回復基調となりました。 

しかしながら、キャンディ業界におきましては、ＰＢ商品や新製品の積極的な投入など各メーカー間の競争

は熾烈さを増す一方、原料価格の高止まりと材料・燃料価格が再び値上げ基調になるなど、メーカーの収益環

境は、引続き厳しい状況となりました。 

このような経営環境の下、当社グループでは、主力ブランド商品である「ピュレグミ」の大幅リニューアル

を行うと共に店頭販促と連動したＴＶＣＭを投入するなど、売上の拡大を図りました。一方、主力ブランド商

品の規格変更による収益の改善や製造現場での改善活動による原価低減を図り業績回復に努めました。また、

更なる品質の向上を図るため、自社工場での全製造ラインへのＸ線検査装置の設置、グミ商品群の製造工場で

ある朝日工場において「食品安全マネジメントシステム：FSSC22000」の認証取得を推進するなど、全社員一丸

となって品質の向上を推進しました。 

当第２四半期連結累計期間の売上高につきましては、袋キャンディは、主力ブランド商品である「健康梅の

ど飴」や「ボイスケアのど飴」の売上が伸長したことなどから、前年同期比2.4％の増加となりました。ポケッ

トキャンディについては、グミ群は前年を上回ったものの、スティックのど飴群の売上減少を主因に、前年同

期比0.5％の減少となりました。素材菓子は、「まるごとおいしい干し梅」の売上が減少したことなどから、前

年同期比6.1％の減少となりました。この結果、第２四半期連結累計期間の売上高は前年同期比86百万円

(0.9％)増収の93億79百万円となりました。 

利益面につきましては、売上総利益は、売上高の増加と売上原価率の減少により、前年同期比42百万円

(1.1％)増益の40億70百万円となりました。営業損益は、物流費の増加などにより、前年同期比28百万円減益の

１億17百万円の損失となりました。経常損益は、朝日工場建設に伴う、ものづくり産業応援助成金70百万円の

営業外収益が前年までで終了したこともあり、前年同期比１億17百万円減益の１億42百万円の損失となりまし

た。四半期純損益は、前年に繰延税金資産の一部取崩しに伴い１億67百万円を法人税等調整額に計上していた

こともあり、前年同期比71百万円損失減少の２億９百万円の損失となりました。なお、当第２四半期連結累計

期間においても、平成28年12月期より適用となる法人税率引下げ等による繰延税金資産の一部取崩しに伴い、

25百万円を法人税等調整額に計上しております。 

また、平成27年８月６日付「組織一部変更のお知らせ」のとおり、この度、多方面に渡って事業性を確認し

てきた新規分野において、採算の取れない事業を中止し、それに伴う組織変更を行います。事業の選択と集中

を行い、経営資源を当社の中核事業（国内キャンディ事業）に振り向けることで、業績の早期回復を目指す所

存です。 
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（２）連結財政状態に関する定性的情報 

当第２四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ16億79百万円（9.3％）減少し163億56百

万円となりました。これは主に有形固定資産が１億75百万円増加しましたが、現金及び預金が10億57百万円、

売上債権が９億36百万円減少したことによるものです。 

負債の部は、前連結会計年度末に比べ12億23百万円（14.7％）減少し71億６百万円となりました。これは主

に退職給付に係る負債が２億42百万円増加しましたが、仕入債務が１億55百万円、短期借入金が11億円、未払

金が１億69百万円減少したことによるものです。 

純資産の部は、前連結会計年度末に比べ４億56百万円（4.7％）減少し92億49百万円となりました。これは主

に退職給付に関する会計基準等の改正に伴う期首利益剰余金の減少２億７百万円、四半期純損失２億９百万円、

配当金１億８百万円の支払によるものです。 

 

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

第３四半期以降につきましては、既に市場で高評価を頂いている主力ブランドに販売を集中させることによ

り売上拡大を図ると共に、事業の選択と集中、また全社的なコストダウン対策を実施して参ります。これら効

果を勘案し、平成27年12月期の通期連結業績予想につきましては、前回公表と変わらずとしております。 

 

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 

（１）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（退職給付に関する会計基準等の適用） 

「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号 平成24年５月17日。以下「退職給付会計基準」とい  

う。）及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号 平成24年５月17日。以下 

「退職給付適用指針」という。）を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げら

れた定めについて第１四半期連結会計期間より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職

給付見込額の期間帰属方法を期間定額基準から給付算定式基準へ変更、割引率の決定方法を従業員の平均残存

勤務期間に近似した年数に基づく割引率から、退職給付の支払見込期間及び支払見込期間ごとの金額を反映し

た単一の加重平均割引率を使用する方法へ変更いたしました。 

退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従って、当第２

四半期連結累計期間の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を利益剰余金

に加減しております。 

この結果、当第２四半期連結累計期間の期首の退職給付に係る負債が207,556千円増加し、利益剰余金が同額

減少しております。また、当第２四半期連結累計期間の営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失に

与える影響は軽微であります。 
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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：千円)

前連結会計年度
(平成26年12月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成27年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,009,758 951,768

受取手形及び売掛金 4,760,843 3,824,564

商品及び製品 522,224 511,249

仕掛品 5,929 21,415

原材料及び貯蔵品 202,523 192,586

その他 389,529 495,977

流動資産合計 7,890,808 5,997,563

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 8,123,051 8,562,301

減価償却累計額 △4,720,947 △4,844,922

建物及び構築物（純額） 3,402,104 3,717,378

機械装置及び運搬具 12,531,783 12,330,731

減価償却累計額 △9,204,076 △9,145,835

機械装置及び運搬具（純額） 3,327,706 3,184,896

土地 2,110,444 2,110,444

建設仮勘定 253,127 199,643

その他 997,643 1,020,559

減価償却累計額 △840,430 △807,298

その他（純額） 157,213 213,261

有形固定資産合計 9,250,596 9,425,625

無形固定資産 154,173 150,438

投資その他の資産

投資有価証券 470,005 531,893

その他 270,061 250,713

投資その他の資産合計 740,066 782,607

固定資産合計 10,144,836 10,358,670

資産合計 18,035,645 16,356,234
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成26年12月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成27年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,400,535 1,245,115

短期借入金 2,700,000 1,600,000

未払金 779,810 610,250

未払費用 1,392,374 1,476,655

未払法人税等 28,595 40,494

賞与引当金 122,077 71,773

その他 208,976 120,370

流動負債合計 6,632,370 5,164,658

固定負債

退職給付に係る負債 1,559,814 1,802,580

役員退職慰労引当金 76,800 57,410

その他 61,057 82,327

固定負債合計 1,697,671 1,942,318

負債合計 8,330,042 7,106,977

純資産の部

株主資本

資本金 2,864,249 2,864,249

資本剰余金 2,532,550 2,532,550

利益剰余金 4,620,994 4,095,275

自己株式 △332,098 △332,423

株主資本合計 9,685,696 9,159,652

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 119,283 166,719

退職給付に係る調整累計額 △99,378 △77,115

その他の包括利益累計額合計 19,905 89,604

純資産合計 9,705,602 9,249,256

負債純資産合計 18,035,645 16,356,234
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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26年１月１日
　至 平成26年６月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成27年１月１日
　至 平成27年６月30日)

売上高 9,293,040 9,379,790

売上原価 5,265,460 5,309,640

売上総利益 4,027,579 4,070,150

販売費及び一般管理費 4,116,976 4,187,569

営業損失（△） △89,396 △117,419

営業外収益

受取利息 181 489

受取配当金 5,753 6,712

助成金収入 70,000 －

売電収入 － 2,176

その他 13,542 7,318

営業外収益合計 89,476 16,696

営業外費用

支払利息 5,712 6,561

退職給付費用 15,747 15,726

売電費用 － 1,123

その他 3,706 18,604

営業外費用合計 25,166 42,015

経常損失（△） △25,086 △142,739

特別利益

固定資産売却益 － 250

特別利益合計 － 250

特別損失

固定資産除却損 1,941 3,571

減損損失 66,523 8,789

特別損失合計 68,464 12,360

税金等調整前四半期純損失（△） △93,550 △154,850

法人税、住民税及び事業税 18,157 29,688

法人税等調整額 169,113 24,859

法人税等合計 187,271 54,548

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △280,822 △209,398

四半期純損失（△） △280,822 △209,398
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四半期連結包括利益計算書

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26年１月１日
　至 平成26年６月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成27年１月１日
　至 平成27年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △280,822 △209,398

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △6,471 47,435

退職給付に係る調整額 － 22,263

その他の包括利益合計 △6,471 69,698

四半期包括利益 △287,293 △139,699

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △287,293 △139,699
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（３） 継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

 

（４） 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

該当事項はありません。 
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