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1.  平成22年12月期第1四半期の連結業績（平成22年1月1日～平成22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 ％

22年12月期第1四半期 6,975 △15.9 △115 ― △99 ― △56 ―

21年12月期第1四半期 8,296 ― △129 ― △70 ― △155 ―

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

22年12月期第1四半期 △0.90 ―

21年12月期第1四半期 △3.24 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

22年12月期第1四半期 21,667 8,650 39.4 123.41
21年12月期 20,942 6,852 32.2 140.56

（参考） 自己資本   22年12月期第1四半期  8,546百万円 21年12月期  6,746百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

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

21年12月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
22年12月期 ―

22年12月期 
（予想）

0.00 ― 0.00 0.00

3.  平成22年12月期の連結業績予想（平成22年1月1日～平成22年12月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  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 
連結累計期間

15,250 △3.5 15 ― 35 ― 80 ― 1.16

通期 30,700 0.0 250 ― 310 ― 250 ― 3.61
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4.  その他 

(1) 期中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) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  
（注）詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】４.その他をご覧ください。 

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重
要な事項等の変更に記載されるもの） 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき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予想数値と異なる場合
があります。 
業績予想の前提となる条件等については、３ページ【定性的情報・財務諸表等】３．連結業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年12月期第1四半期 69,299,000株 21年12月期  48,048,000株

② 期末自己株式数 22年12月期第1四半期  50,601株 21年12月期  49,688株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年12月期第1四半期 63,109,495株 21年12月期第1四半期 48,000,087株
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当第１四半期連結累計期間における我が国経済は、一部に景気の持直しが見られたものの、設備投資の

抑制や雇用情勢の不安から個人消費の回復までには至らず、厳しい状況で推移いたしました。製パン業界

においても同様に厳しい状況が続いて現在に至っております。 

 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5,697百万円と前第1四半期連結

累計期間に比べ795百万円の減収、和洋菓子部門の売上高は882百万円と前第1四半期連結累計期間に比べ

205百万円の減収、その他の売上高は395百万円と前第1四半期連結累計期間に比べ319百万円の減収となり

ました。よって、当第１四半期連結累計期間の売上高は6,975百万円と前第1四半期連結累計期間に比べ

1,321百万円の減収、前第1四半期連結累計期間比15.9％の減となりました。その主な要因は、前第１四半

期連結累計期間まで連結対象となっていた海外事業（ハワイにおける子会社）が連結除外となったことに

よるものであります。 

 また、当第１四半期連結累計期間の営業損益は他社との低価格競争などの影響もあり115百万円の損失 

(前第１四半期連結累計期間は129百万円の営業損失) 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100百万円で支払利息など営業外費用84百万円を計上した結果99百万円の損失(前第１四半期

連結累計期間は70百万円の経常損失)となり、四半期純損益は56百万円の損失(前第１四半期連結累計期間

は155百万円の四半期純損失)となりました。 

  

(1) 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、現金及び預金の増加などにより、前連結会計年度末に

比べ725百万円増加し、21,667百万円となりました。負債につきましては、短期借入金、長期借入金の減

少などにより、前連結会計年度末に比べ1,072百万円減少し、13,017百万円となりました。また、純資産

は、新株式の発行による資本金の増などにより前連結会計年度末に比べ1,797百万円増加し、8,650百万円

となりました。 

(2) キャッシュ・フローの状況 

当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度

末に比べ1,318百万円増加し、2,952百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当第１四半期連結累計期間における営業活動の資金収支は、税金等調整前四半期純損失104百万円を

計上しましたが、減価償却費200百万円や売上債権899百万円の回収などにより1,027百万円の資金を得

ることができました。 

 なお、前第1四半期連結累計期間に比べ421百万円の収入の増加となりました。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当第１四半期連結累計期間における投資活動の資金収支は、有形固定資産の取得などにより326百万

円の支出となりました。 

 なお、前第1四半期連結累計期間に比べ146百万円の支出の増加となりました。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当第１四半期連結累計期間における財務活動の資金収支は、借入金の返済額1,141百万円、株式の発

行による収入1,797百万円などにより615百万円の資金を得ることできました。 

 なお、前第1四半期連結累計期間に比べ1,701百万円の収入の増加となりました。 

  

平成22年度の経営環境の概況としましては、世界的な景気回復の遅れから、市場動向において予断を許
さない状況が続くと予想されます。また、個人消費の鈍化によって製品の値下げ要請が強まり、当社及び
グループ関連市場でも、価格競争の激化が懸念されます。 
なお、平成22年２月12日に公表しました平成22年12月期の連結業績予想に変更ありません。 
  

【定性的情報・財務諸表等】

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。 
  

（簡便な会計処理） 

①固定資産の減価償却費の算定方法 
定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算出す
る方法を採用しております。 

②法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 
法人税等の納付額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定する
方法によっております。 

  

該当事項はありません。 

  

  

4. その他

(1) 期中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）

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
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5.【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)

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年３月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,041 1,802

受取手形及び売掛金 2,802 3,701

有価証券 － 46

商品及び製品 71 40

仕掛品 15 17

原材料及び貯蔵品 276 408

繰延税金資産 95 29

未収入金 82 96

その他 49 62

貸倒引当金 △4 △4

流動資産合計 6,429 6,200

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,207 3,239

機械装置及び運搬具（純額） 2,600 2,527

工具、器具及び備品（純額） 96 100

土地 2,519 2,519

リース資産（純額） 551 557

建設仮勘定 443 60

有形固定資産合計 9,418 9,004

無形固定資産 41 41

投資その他の資産   

投資有価証券 762 677

賃貸固定資産（純額） 4,773 4,788

その他 254 240

貸倒引当金 △12 △11

投資その他の資産合計 5,778 5,695

固定資産合計 15,238 14,741

資産合計 21,667 20,942
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(単位：百万円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年３月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 756 863

短期借入金 5,481 6,302

リース債務 83 81

未払消費税等 97 31

未払費用 987 1,126

未払法人税等 17 42

賞与引当金 231 70

その他 253 134

流動負債合計 7,909 8,653

固定負債   

長期借入金 － 320

リース債務 281 290

繰延税金負債 782 746

退職給付引当金 3,097 3,111

役員退職慰労引当金 220 216

長期割賦未払金 117 133

長期預り金 608 618

固定負債合計 5,108 5,436

負債合計 13,017 14,090

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,305 2,402

資本剰余金 3,659 2,755

利益剰余金 1,537 1,594

自己株式 △8 △8

株主資本合計 8,493 6,744

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 52 2

評価・換算差額等合計 52 2

少数株主持分 104 105

純資産合計 8,650 6,852

負債純資産合計 21,667 20,942
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(2)【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21年１月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 8,296 6,975

売上原価 5,922 5,169

売上総利益 2,373 1,805

販売費及び一般管理費 2,503 1,921

営業損失（△） △129 △115

営業外収益   

受取利息及び配当金 1 0

賃貸収入 40 64

その他 78 34

営業外収益合計 121 100

営業外費用   

支払利息 42 35

賃貸費用 15 22

その他 3 26

営業外費用合計 61 84

経常損失（△） △70 △99

特別利益   

固定資産売却益 0 0

投資有価証券売却益 － 0

関係会社損失引当金戻入額 8 －

特別利益合計 8 0

特別損失   

固定資産除却損 8 4

投資有価証券評価損 143 －

その他 12 －

特別損失合計 164 4

税金等調整前四半期純損失（△） △226 △104

法人税、住民税及び事業税 11 10

法人税等調整額 △88 △63

法人税等合計 △76 △52

少数株主利益 5 4

四半期純損失（△） △155 △56
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年３月31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（△） △226 △104

減価償却費 194 200

退職給付引当金の増減額（△は減少） △10 △13

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 3 3

賞与引当金の増減額（△は減少） 191 161

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1 1

関係会社損失引当金の増減額（△は減少） △364 －

受取利息及び受取配当金 △1 △0

支払利息 42 35

投資有価証券売却損益（△は益） － △0

投資有価証券評価損益（△は益） 143 －

固定資産除却損 8 4

固定資産売却損益（△は益） △0 △0

売上債権の増減額（△は増加） 1,396 899

たな卸資産の増減額（△は増加） 141 104

仕入債務の増減額（△は減少） △177 △107

未払消費税等の増減額（△は減少） 12 66

未払費用の増減額（△は減少） △427 △138

未払金の増減額（△は減少） △571 △3

その他 325 △23

小計 678 1,083

利息及び配当金の受取額 1 0

利息の支払額 △39 △33

法人税等の支払額 △33 △23

営業活動によるキャッシュ・フロー 606 1,027

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の純増減額（△は増加） － 80

有価証券の償還による収入 － 46

有形固定資産の取得による支出 △177 △447

有形固定資産の売却による収入 4 0

有形固定資産の除却による支出 △2 △2

無形固定資産の取得による支出 △0 △0

投資有価証券の取得による支出 △3 △2

投資有価証券の売却による収入 － 0

投資活動によるキャッシュ・フロー △180 △326
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(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年３月31日) 

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） △1,051 △981

長期借入金の返済による支出 △20 △160

株式の発行による収入 － 1,797

ファイナンス・リース債務の返済による支出 － △19

長期割賦未払金の増加額 11 －

長期割賦未払金の支払額 △18 △15

自己株式の純増減額（△は増加） △0 △0

少数株主への配当金の支払額 △7 △6

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,085 615

現金及び現金同等物に係る換算差額 54 2

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △604 1,318

現金及び現金同等物の期首残高 2,795 1,633

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 △22 －

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,168 2,952
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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21年１月１日 至 平成21年３月31日) 

食品事業の売上高及び営業損失の金額は、全セグメントの売上高の合計及び営業損失の金額の合計額

に占める割合がいずれも90％を超えているため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しておりま

す。 

当第１四半期連結累計期間(自 平成22年１月１日 至 平成22年３月31日) 

食品事業の売上高及び営業損失の金額は、全セグメントの売上高の合計及び営業損失の金額の合計額

に占める割合がいずれも90％を超えているため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しておりま

す。 

  

前第１四半期連結累計期間(自 平成21年１月１日 至 平成21年３月31日) 

  

 
(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によります。 

(注) ２ 有形固定資産の耐用年数について、当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正を契機として機械装置の耐

用年数の見直しを行っております。なお、この変更に伴い、日本について営業損失が12百万円減少しており

ます。 

  

当第１四半期連結累計期間(自 平成22年１月１日 至 平成22年３月31日) 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、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21年１月１日 至 平成21年３月31日) 

  

 
(注) 国又は地域の区分は、地理的近接度によります。 

  

当第１四半期連結累計期間(自 平成22年１月１日 至 平成22年３月31日) 

海外売上高がないため、該当事項はありません。 

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

【所在地別セグメント情報】

日本
(百万円)

米国
(百万円)

計
(百万円)

消去又は 
全社 

(百万円)

連結
(百万円)

  売上高

 (1) 外部顧客に対する売上高 7,079 1,217 8,296 ─ 8,296

 (2) セグメント間の内部売上高又は振替高 ─ 0 0 0 ─

計 7,079 1,217 8,296 0 8,296

営業利益又は営業損失（△） △221 67 △154 24 △129

【海外売上高】

米国 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 1,217 1,217

Ⅱ 連結売上高(百万円) ─ 8,296

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合(％) 14.7 14.7
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当社は、平成22年１月27日付で豊田通商株式会社を割当先として第三者割当増資を実施いたしまし

た。この結果、当第１四半期連結会計期間において資本金が903百万円、資本準備金が903百万円それぞ

れ増加し、当第１四半期連結会計期間末において資本金が3,305百万円、資本剰余金が3,659百万円とな

っております。 

  

  

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

第一屋製パン㈱（2215）平成22年12月期　第１四半期決算短信

－11－




