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（百万円未満切捨て） 
１．平成23年12月期第３四半期の連結業績（平成23年１月１日～平成23年９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 ％ 

23年 12月期第３四半期 14,804 4.2 413 △30.5 402 △31.0 171 △44.3 
22年 12月期第３四半期 14,213 △5.4 594 △29.2 582 △29.4 307 △33.4 

 

 
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 

23年 12月期第３四半期 9.28 ― 
22年 12月期第３四半期 16.67 ― 

 
（２）連結財政状態 

 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 

23年 12月期第３四半期 16,971 10,453 61.6 567.02 
22年 12月期 18,245 10,520 57.7 570.65 

（参考）自己資本    23年12月期第３四半期   10,453百万円       22年 12月期   10,520百万円 

 
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    
22年 12月期 ― 6.00 ― 6.00 12.00    
23年 12月期 ― 6.00 ―      

23年 12月期(予想)    6.00 12.00    

（注）当四半期における配当予想の修正有無 ：有・無 

 
３．平成23年12月期の連結業績予想（平成23年１月１日～平成23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 20,600 3.5 1,100 △8.5 1,100 △7.2 600 △2.5 32.55 

（注）当四半期における業績予想の修正有無 ：有・無 

  

 



 

４．その他 （詳細は、［添付資料］３ページ「２．その他の情報」をご覧ください。） 
 

（１）当四半期中における重要な子会社の異動 ：有・無 
 

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ：有・無 
 

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

① 会計基準等の改正に伴う変更 ：有・無 

② ①以外の変更 ：有・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) 23年12月期3Ｑ 19,544,505株 22年12月期 19,544,505株 

② 期末自己株式数 23年12月期3Ｑ 1,108,619 株 22年12月期 1,108,017 株 

③ 期中平均株式数(四半期累計) 23年12月期3Ｑ 18,435,997株 22年12月期3Ｑ 18,437,190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。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］２
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３四半期累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災とその後の電力不足問題などに加え、

米国の景気減速と欧州での財政不安による急激な円高の進行など、景気の下振れ懸念による先行きの

不透明感は益々強まる状況にあります。 

菓子業界におきましては、引き続き消費が低迷する中、卸売業の大手集中化と小売業間・メーカー

間の競争激化に伴う販促費の増大、依然として高止まりの状況にある原材料価格など、メーカーの収

益環境はさらに厳しいものとなりました。 

このような経営環境の下、当企業集団は、主力ブランド商品の売上拡大を図る為、カンロ飴、ピュ

レグミにＴＶＣＭを投入する等、積極的な販促活動を推進すると共に、全社的なコストダウン対策を

実施してまいりました。 

売上につきましては、スティックのど飴群は前年同期比減少しましたが、袋のど飴群、グルメ群が

伸長した他、ポケット商品群ではピュレグミの売上が前年同期実績を大きく上回ったことにより、売

上高は前年同期比５億90百万円(4.2%)増収の148億４百万円となりました。 

利益につきましては、売上高は増加したものの、砂糖・水飴等の原料価格の上昇と新工場稼働に伴

う製造固定費の増加により、売上総利益は前年同期比39百万円(0.6％)減益の65億21百万円となりまし

た。また、販売費及び一般管理費は、売上増加に伴う販売経費の増加を主因に前年同期比１億41百万

円（2.4％）増の61億８百万円となりました。 

以上の結果、営業利益は前年同期比１億81百万円(30.5%)減益の４億13百万円、経常利益は前年同期

比１億80百万円(31.0%)減益の４億２百万円、四半期純利益は前年同期比１億36百万円(44.3%)減益の

１億71百万円となりました。 

 

(2) 連結財政状態に関する定性的情報 

当第３四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12億73百万円（7.0％）減少し

169億71百万円となりました。これは主に有形固定資産が３億90百万円増加しましたが、現金及び預金

が７億54百万円、売上債権が12億20百万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12億６百万円（15.6％）減少し65億17百万円となりました。

これは主に未払費用等の流動負債が９億70百万円、長期借入金が３億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67百万円（0.6％）減少し104億53百万円となりました。こ

れは主に四半期純利益１億71百万円による増加と、配当金２億21百万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 

当第３四半期累計期間における業績は、売上高は前年同期実績を上回ることとなりましたが、利益

に関しては前年同期実績を下回る厳しい結果となりました。 

当企業集団といたしましては、キャンディの需要期を迎える第４四半期において、主力ブランド商

品の売上拡大とさらなるコストダウン対策を実施し利益の確保に努める所存です。通期業績予想につ

いては、平成23年２月10日に公表いたしました連結業績予想と変わらずとしております。 
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２．その他の情報 

(1) 重要な子会社の異動の概要 

該当事項はありません。 

 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

該当事項はありません。 

 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

資産除去債務に関する会計基準の適用 

第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」(企業会計基準第18号 平成20年

３月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20

年３月31日）を適用しております。 

これによる損益に与える影響はありません。 
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３. 連結財務諸表等 
(1)四半期連結貸借対照表 

(単位：千円)

当第３四半期 
連結会計期間末 

(平成23年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 903,912 1,658,802 

受取手形及び売掛金 3,569,781 4,790,293 

商品及び製品 446,751 417,249 

仕掛品 35,711 284 

原材料及び貯蔵品 205,749 223,443 

その他 552,418 382,009 

流動資産合計 5,714,325 7,472,083 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 7,828,226 6,136,765 

減価償却累計額 △4,134,680 △3,949,223 

建物及び構築物（純額） 3,693,546 2,187,541 

機械装置及び運搬具 11,985,991 10,607,453 

減価償却累計額 △7,714,328 △7,278,233 

機械装置及び運搬具（純額） 4,271,663 3,329,220 

土地 1,987,222 1,987,222 

建設仮勘定 52,651 2,132,366 

その他 999,029 940,305 

減価償却累計額 △702,591 △665,355 

その他（純額） 296,438 274,950 

有形固定資産合計 10,301,522 9,911,302 

無形固定資産 68,282 75,890 

投資その他の資産   

投資有価証券 328,215 270,462 

その他 558,977 515,466 

投資その他の資産合計 887,192 785,929 

固定資産合計 11,256,997 10,773,122 

資産合計 16,971,323 18,245,206 
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(単位：千円)

当第３四半期 
連結会計期間末 

(平成23年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,433,513 1,672,279 

短期借入金 400,000 400,000 

未払金 455,720 689,143 

未払費用 982,560 1,304,597 

未払法人税等 16,588 226,483 

賞与引当金 348,801 250,546 

役員賞与引当金 30,000 35,000 

その他 79,088 138,344 

流動負債合計 3,746,272 4,716,394 

固定負債   

長期借入金 1,300,000 1,600,000 

退職給付引当金 1,161,805 1,082,061 

役員退職慰労引当金 185,230 207,870 

その他 124,429 118,140 

固定負債合計 2,771,465 3,008,071 

負債合計 6,517,737 7,724,466 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,864,249 2,864,249 

資本剰余金 2,642,796 2,642,796 

利益剰余金 5,268,840 5,318,969 

自己株式 △298,725 △298,486 

株主資本合計 10,477,161 10,527,529 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △23,576 △6,789 

評価・換算差額等合計 △23,576 △6,789 

純資産合計 10,453,585 10,520,739 

負債純資産合計 16,971,323 18,245,206 
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(2) 四半期連結損益計算書 
  第３四半期連結累計期間 

(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年１月１日 

 至 平成22年９月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年９月30日) 

売上高 14,213,664 14,804,155 

売上原価 7,652,044 8,282,252 

売上総利益 6,561,619 6,521,902 

販売費及び一般管理費 5,967,118 6,108,833 

営業利益 594,500 413,068 

営業外収益   

受取利息 1,214 557 

受取配当金 4,656 6,199 

技術指導料収入 2,430 2,211 

違約金収入 － 14,750 

その他 13,573 18,617 

営業外収益合計 21,874 42,337 

営業外費用   

支払利息 1,813 21,642 

退職給付費用 23,621 23,621 

その他 8,228 7,893 

営業外費用合計 33,662 53,157 

経常利益 582,712 402,248 

特別利益   

入会保証金売却益 390 － 

特別利益合計 390 － 

特別損失   

固定資産除却損 21,794 4,202 

減損損失 386 13,831 

投資有価証券評価損 － 4,201 

たな卸資産評価損 － 13,074 

入会保証金売却損 － 183 

東日本大震災関連損失 － 27,220 

特別損失合計 22,181 62,715 

税金等調整前四半期純利益 560,922 339,533 

法人税、住民税及び事業税 290,957 239,800 

法人税等調整額 △37,397 △71,372 

法人税等合計 253,559 168,427 

四半期純利益 307,362 171,105 
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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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