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１．平成26年12月期第３四半期の連結業績（平成26年１月１日～平成26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 ％

26年12月期第３四半期 13,368 2.6 △399 ― △339 ― △630 ―

25年12月期第３四半期 13,026 △11.2 △185 ― △106 ― △116 ―

(注) 包括利益 26年12月期第３四半期 △637百万円( ―％) 25年12月期第３四半期 △50百万円( ―％)

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

26年12月期第３四半期 △34.79 ―

25年12月期第３四半期 △6.43 ―

（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 ％

26年12月期第３四半期 16,160 9,656 59.8

25年12月期 16,654 10,512 63.1

(参考) 自己資本 26年12月期第３四半期 9,656百万円 25年12月期 10,512百万円

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

25年12月期 ― 6.00 ― 6.00 12.00

26年12月期 ― 6.00 ―

26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26年12月期の連結業績予想（平成26年１月１日～平成26年12月31日）

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 19,000 3.8 △350 ― △300 ― △550 ― △30.34

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無



※ 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 ： 無

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) 26年12月期３Ｑ 19,144,505株 25年12月期 19,144,505株

② 期末自己株式数 26年12月期３Ｑ 1,016,556株 25年12月期 1,013,685株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年12月期３Ｑ 18,129,339株 25年12月期３Ｑ 18,136,046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緩和政策から円安基調となり、景気

回復の兆しが見えたものの、消費税率引き上げに伴う消費マインドの冷え込みなどから先行は不透明な状況が続

いております。菓子業界においては競争が一層厳しく、物流費や販売促進費の増加などメーカーの収益環境は、

引き続き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、育成商品である「パリコレ」や主力ブランド商品である「健康梅の

ど飴」について試供品のサンプリングを行うなど積極的に販売促進活動を行い売上拡大を図った結果、売上高は

前年同期に比べ微増となりました。 

袋キャンディは、発売以降成長著しく主力商品となった「金のミルク」の売上増加が貢献したことなどから、

前年同期比4.8％の増加となりました。ポケットキャンディについては、「ピュレグミ」とスティックのど飴群の

売上減少を主因に、前年同期比5.5％減少となりました。素材菓子は昨年９月より「茎わかめ」の販売を再開した

こともあり、前年同期比19.3％増加となりました。この結果、第３四半期連結累計期間の売上高は前年同期比３

億41百万円(2.6％)増収の133億68百万円となりました。 

当第３四半期連結累計期間の利益につきましては、売上総利益は、利益率の高い主力品の売上減少により売上

原価率が上昇しましたが、売上高の増加に伴い前年同期比１億５百万円(1.9％)増益の56億36百万円となりました。

販売費及び一般管理費は、研究開発費の増加や物流費の高騰に加え、広告宣伝費を増額したことなどから前年同

期比３億19百万円増加の60億36百万円となり、この結果、営業損益は前年同期比２億14百万円減益の３億99百万

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も

あり、前年同期比２億32百万円減益の３億39百万円の損失、四半期純損益は、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たこともあり、前年同期比５億14百万円減益の６億30百万円の損失とな

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４億93百万円（3.0％）減少し161億60百万

円となりました。これは主に現金及び預金が６億36百万円増加しましたが、売上債権が11億27百万円減少したこ

とによるものです。 

負債の部は、前連結会計年度末に比べ３億62百万円（5.9％）増加し65億３百万円となりました。これは主に未

払金が５億25百万円、短期借入金が８億円増加しましたが、仕入債務が２億90百万円、未払費用が２億86百万円、

長期借入金が約定返済分３億円、役員退職慰労引当金が１億58百万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８億56百万円（8.1％）減少し96億56百万円となりました。これは主に

四半期純損失６億30百万円、配当金２億17百万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 

平成26年12月期の通期業績予想につきましては、平成26年８月７日付「繰延税金資産の取崩し、第２四半期

（累計）連結業績予想と実績値との差異及び通期連結業績予想数値の修正に関するお知らせ」で発表したとおり

です。 

 

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 

該当事項はありません。 
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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：千円)

前連結会計年度
(平成25年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成26年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 875,595 1,512,018

受取手形及び売掛金 4,656,557 3,529,176

商品及び製品 424,576 557,024

仕掛品 6,738 55,427

原材料及び貯蔵品 194,643 206,624

その他 344,064 359,162

流動資産合計 6,502,175 6,219,434

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 7,924,829 8,012,808

減価償却累計額 △4,649,120 △4,795,988

建物及び構築物（純額） 3,275,708 3,216,820

機械装置及び運搬具 12,446,632 12,669,340

減価償却累計額 △8,878,562 △9,076,278

機械装置及び運搬具（純額） 3,568,070 3,593,061

土地 1,987,222 1,940,657

建設仮勘定 13,618 100,681

その他 1,072,039 1,006,985

減価償却累計額 △834,711 △831,837

その他（純額） 237,327 175,148

有形固定資産合計 9,081,948 9,026,368

無形固定資産 94,064 139,808

投資その他の資産

投資有価証券 493,023 449,018

その他 482,840 325,625

投資その他の資産合計 975,863 774,643

固定資産合計 10,151,875 9,940,820

資産合計 16,654,051 16,160,254
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成25年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成26年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,570,991 1,280,514

短期借入金 400,000 1,200,000

未払金 403,572 928,859

未払費用 1,299,102 1,012,151

未払法人税等 29,127 15,254

賞与引当金 135,301 235,603

役員賞与引当金 － 7,500

その他 168,350 126,601

流動負債合計 4,006,445 4,806,485

固定負債

長期借入金 400,000 100,000

退職給付引当金 1,391,834 1,445,629

役員退職慰労引当金 228,250 69,500

その他 114,601 81,761

固定負債合計 2,134,686 1,696,891

負債合計 6,141,131 6,503,376

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 5,334,123 4,485,857

自己株式 △330,610 △331,830

株主資本合計 10,400,313 9,550,827

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 112,606 106,050

その他の包括利益累計額合計 112,606 106,050

純資産合計 10,512,919 9,656,877

負債純資産合計 16,654,051 16,160,254
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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：千円)

前第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)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成26年１月１日
至 平成26年９月30日)

売上高 13,026,911 13,368,796

売上原価 7,495,634 7,732,353

売上総利益 5,531,277 5,636,442

販売費及び一般管理費 5,716,351 6,036,319

営業損失（△） △185,073 △399,876

営業外収益

受取利息 445 348

受取配当金 6,246 6,597

技術指導料収入 3,119 －

助成金収入 70,000 70,000

その他 44,828 19,233

営業外収益合計 124,639 96,178

営業外費用

支払利息 12,707 7,879

退職給付費用 23,621 23,621

その他 9,702 3,981

営業外費用合計 46,031 35,482

経常損失（△） △106,465 △339,180

特別利益

投資有価証券売却益 4,425 －

特別利益合計 4,425 －

特別損失

固定資産除却損 11,815 20,791

減損損失 4,430 78,829

特別損失合計 16,246 99,621

税金等調整前四半期純損失（△） △118,285 △438,801

法人税、住民税及び事業税 32,796 28,983

法人税等調整額 △34,454 162,923

法人税等合計 △1,657 191,906

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △116,627 △630,707

四半期純損失（△） △116,627 △630,707
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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：千円)

前第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)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成26年１月１日
至 平成26年９月30日)

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △116,627 △630,707

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 65,734 △6,556

その他の包括利益合計 65,734 △6,556

四半期包括利益 △50,893 △637,264

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △50,893 △637,264
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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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