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1.  平成22年3月期第3四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年12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3月期第3四半期 14,111 7.4 1,432 35.2 1,461 36.8 790 27.1
21年3月期第3四半期 13,134 ― 1,059 ― 1,068 ― 621 ―

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3月期第3四半期 152.37 ―

21年3月期第3四半期 118.64 ―

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3月期第3四半期 12,734 5,279 41.5 1,017.94
21年3月期 12,267 4,702 38.3 906.54

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  5,279百万円 21年3月期  4,702百万円

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3月期 ― 0.00 ― 40.00 40.00
22年3月期 ― 0.00 ―

22年3月期 
（予想）

40.00 40.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 18,860 8.5 1,780 35.5 1,800 35.6 950 31.9 183.15
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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．その他をご覧下さい。 

(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 

平成21年10月26日発表の通期業績予想を修正しておりません。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大きく異なる結果となる可能性があります。なお、上記予想に関する事項は、4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下さい。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

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3月期第3四半期 5,186,920株 21年3月期  6,068,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  ―株 21年3月期  881,080株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第3四半期 5,186,920株 21年3月期第3四半期 5,241,890株



  当第３四半期連結累計期間における経営環境は、雇用・所得環境の悪化が消費マインドに大きく影響を及ぼし、

生活防衛意識、節約志向の高まりにより個人消費は回復せず、特に10月以降は、更に厳しさが増す状況で推移いた

しております。 

 このような状況のもと、当社グループは、お客様にとってなくてはならない、圧倒的に知名度の高い「商品」、

「お店」、「会社」を目指し、『強いブランド創造革命』を2009年度の経営方針に掲げ、この方針に基づき事業施

策を推進いたしております。 

 重点項目として、通信販売の強化、高付加価値製品の開発、魅力的な売り場・ディスプレー・ＰＯＰの提供、接

客のレベルアップに努めブランド価値の育成に注力いたしました。 

 以上の結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は、積極的な広告宣伝及び販促活動などの事業施策遂行の成果

により14,111百万円（前年同期比7.4％増）と前年同期を上回りました。利益面では、販売促進費、運賃、広告宣

伝費の増加などにより、売上高に対する販売管理費比率は、前年同期の37.6％から39.2％と1.6ポイント上昇した

一方、売上総利益率は、売上高の増収効果に加え、生産の効率化など利益率向上に向けた諸施策に全社を挙げて積

極的に取り組んだことなどにより採算面が改善され前年同期の45.7％から49.3％と3.6ポイント上昇いたしまし

た。結果として営業利益は1,432百万円（前年同期比35.2％増）、経常利益は1,461百万円（前年同期比36.8％

増）、四半期純利益は790百万円（前年同期比27.1％増）となり前年同期を上回る状況で推移いたしました。 

   

グループ会社別の業績は次のとおりであります。 

① 寿製菓株式会社 

 寿製菓株式会社の売上高は、第２四半期累計期間は概ね前年並みに推移いたしておりましたが、第３四半期会計

期間は、市場環境の低迷及び９月の大型連休の反動などにより落ち込みました。その中で、山陰地区では「白ウサ

ギフィナンシェ」の販促・宣伝活動の強化、「お菓子の壽城」において新製品「栃の実茶（カート缶タイプ）」、

「カスティーリャ」の発売などに注力いたしました。その結果、売上高は5,040百万円（前年同期比2.4％減）とな

り前年同期を下回った一方、利益面では、採算が改善され売上総利益率が前年同期の33.2％から34.7％と1.5ポイ

ント上昇したことなどにより営業利益は438百万円（前年同期比16.1％増）となり前年同期を上回りました。 

② 株式会社但馬寿 

 株式会社但馬寿の売上高は、821百万円（前年同期比5.5％減）、営業利益は93百万円（前年同期比4.2％減）と

なり、売上面及び利益面ともに前年同期を下回りました。なお、平成21年10月に地域の方々、観光客の方に喜んで

いただけるコミュニティスペース「遊月亭ゆむらや店」をオープンいたしました。 

③ 株式会社ケイシイシイ 

 株式会社ケイシイシイは、通信販売の新規顧客の獲得を図るため実施したプロモーション活動が奏功し、ルタオ

通販売上が1,588百万円（前年同期比129.9％増）と大きく伸長いたしました。また、直営店舗及び外商部門におい

てもプロモーション活動の波及効果があったことなどによりケイシイシイ全体の売上高は5,135百万円（前年同期

比31.1％増）となりました。利益面では、販売促進費など新規顧客獲得コストの計画的使用により販売管理費が増

加した一方、売上総利益率が前年同期の54.4％から59.6％と5.2ポイント上昇したことにより営業利益は885百万円

（前年同期比39.0％増）となり、売上面及び利益面ともに前年同期を大幅に上回りました。 

 なお、通信販売事務スペースの充実を図るため、平成21年８月より第二工場敷地内に建設を進めておりました事

務所棟が、同年12月に完成いたしました。 

④ 株式会社つきじちとせ 

 株式会社つきじちとせは、前期に実施いたしました小田急新宿店（平成21年２月退店）、キオスク東京駅八重洲

南口店（平成21年３月退店）の退店に伴い売上高は490百万円（前年同期比20.5％減）となり前年同期を下回りま

した。利益面におきましては、新商品「かりんとうかりんとせ」、「籠摘みぶどう」の販売強化、また、経費の削

減に努めたものの、営業損失は45百万円（前年同期は営業損失34百万円）となりました。なお、新たな販路として

平成21年11月に「湾岸道大黒ＰＡ」、「中央道談合坂ＳＡ」といった高速道路ＳＡ・ＰＡ向けの取引を開始し、更

に高速道初出店となります「東北道羽生ＰＡ」への出店を行いました。 

⑤ 株式会社九十九島グループ  

 株式会社九十九島グループは、主力製品売上は伸長いたしましたもののテーマパーク向け売上が低迷したことな

どにより売上高は2,279百万円（前年同期比4.6％減）となり前年同期を下回りました。一方、利益面では「のれん

償却費」の解消による販売管理費の減少に加え、不採算製品の廃止などにより採算が改善され、売上総利益率が前

年同期の36.4％から40.3％と3.9ポイント上昇し営業利益は204百万円（前年同期比69.1％増）となり前年同期を上

回りました。なお、平成21年12月に焼き芋まんじゅう「龍馬伝」を発売し、長崎を中心に拡販を進めました。 

⑥ 販売子会社（11社） 

 販売子会社は、駅、空港向け売上が低迷した一方、高速道路のＳＡ・ＰＡ向け売上が堅調に推移したことなどに

より、売上高は2,937百万円（前年同期比0.8％増）、営業利益は118百万円（前年同期比6.9％減）となり売上面及

び利益面ともに前年並みで推移いたしました。  

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



該当事項はありません。 

  

  

２．連結財政状態に関する定性的情報

① 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の総資産は、前連結会計年度末に比べ467百万円増加し12,734百万円となりまし

た。流動資産は5,449百万円となり、489百万円増加いたしました。主な要因は、季節変動要因による受取手形及

び売掛金の増加（271百万円）、商品及び製品の増加（127百万円）などです。固定資産は、7,285百万円とな

り、22百万円減少いたしました。主な要因は、有形固定資産の取得（344百万円）による増加、減価償却費の計

上（385百万円）による減少などです。 

 負債合計は、前連結会計年度末に比べ110百万円減少し7,454百万円となりました。流動負債は5,217百万円と

なり525百万円増加いたしました。主な要因は、短期借入金の増加（430百万円）、１年以内返済予定長期借入金

の増加（155百万円）などです。固定負債は2,237百万円となり636百万円減少いたしました。主な要因は、長期

借入金の減少（490百万円）、役員退職慰労引当金の減少（171百万円）などです。 

 純資産合計は、前連結会計年度末に比べ577百万円増加し5,279百万円となりました。主な要因は、四半期純利

益（790百万円）の計上による増加、配当金の支払い（207百万円）による減少などです。 

 この結果、自己資本比率は、前連結会計年度末に比べ3.2％増加し41.5％となりました。 

  

② キャッシュ・フローの状況 

 当第３四半期連結累計期間のキャッシュ・フローは25百万円増加し、当第３四半期連結累計期間末の現金及び

現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、1,604百万円（前年同期比14.0％増）となりました。 

 当第３四半期連結累計期間末における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりでありま

す。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果得られた資金は、517百万円（前年同期比25.7％減）となりました。 

 主な要因は、税金等調整前四半期純利益1,405百万円及び減価償却費385百万円の計上があった一方、売上債権

の増加314百万円、たな卸資産の増加168百万円、役員退職慰労引当金の減少171百万円、法人税等の支払672百万

円などの減少要因によるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果使用した資金は、361百万円（前年同期比62.9％減）となりました。 

 主な要因は、有形固定資産の取得による支出346百万円などによるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果使用した資金は、130百万円（前年同期は資金獲得364百万円）となりました。 

 主な要因は、配当金の支払い207百万円などによるものであります。 

   

３．連結業績予想に関する定性的情報

  通期業績予想につきましては、今後も厳しい経営環境が続くものと予想されますが、当第３四半期連結累計期間

の業績は、概ね予想数値の範囲内での進捗で推移いたしており、平成21年10月26日発表（「業績予想の修正に関す

るお知らせ」）からの変更はありません。売上高は18,860百万円（前年同期比8.5％増）、営業利益1,780百万円

（前年同期比35.5％増）、経常利益1,800百万円（前年同期比35.6％増）、当期純利益950百万円（前年同期比

31.9％増）を見込んでおります。 

  

  

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）

該当事項はありません。 

  

（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

 税金費用の計算 

 税金費用については、当第３四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会

計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

なお、法人税等調整額は、「法人税等」に含めて表示しております。 

  

（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



５．四半期連結財務諸表 
（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21年12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３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,153,114 2,132,879

受取手形及び売掛金 2,158,658 1,887,514

商品及び製品 497,635 370,052

仕掛品 29,321 24,367

原材料及び貯蔵品 349,763 313,839

その他 266,290 252,091

貸倒引当金 △5,608 △21,556

流動資産合計 5,449,173 4,959,186

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,132,301 3,204,921

機械装置及び運搬具（純額） 377,584 349,711

工具、器具及び備品（純額） 185,988 200,390

土地 2,344,340 2,344,340

リース資産（純額） 71,723 57,616

建設仮勘定 24,175 7,321

有形固定資産合計 6,136,111 6,164,299

無形固定資産 60,546 51,256

投資その他の資産   

その他 1,137,603 1,126,114

貸倒引当金 △48,470 △33,483

投資その他の資産合計 1,089,133 1,092,631

固定資産合計 7,285,790 7,308,186

資産合計 12,734,963 12,267,372

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 803,323 746,149

短期借入金 2,380,000 1,950,000

1年内返済予定の長期借入金 891,290 736,128

未払法人税等 361,482 418,153

賞与引当金 157,175 252,501

その他 624,076 588,418

流動負債合計 5,217,346 4,691,349

固定負債   

長期借入金 1,194,918 1,684,941

退職給付引当金 671,655 650,603

役員退職慰労引当金 109,408 281,271

その他 261,668 257,072

固定負債合計 2,237,649 2,873,887

負債合計 7,454,995 7,565,236



（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12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３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,217,800 1,217,800

資本剰余金 1,323,160 2,556,077

利益剰余金 2,731,220 2,148,383

自己株式 － △1,232,916

株主資本合計 5,272,180 4,689,344

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 7,788 12,792

評価・換算差額等合計 7,788 12,792

純資産合計 5,279,968 4,702,136

負債純資産合計 12,734,963 12,267,372



（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20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 13,134,761 14,111,589

売上原価 7,136,547 7,153,303

売上総利益 5,998,214 6,958,286

販売費及び一般管理費 4,938,723 5,526,027

営業利益 1,059,491 1,432,259

営業外収益   

受取利息 2,646 1,468

受取配当金 2,716 2,472

受取地代家賃 34,779 59,836

その他 26,245 17,085

営業外収益合計 66,386 80,861

営業外費用   

支払利息 51,320 48,047

その他 5,906 3,549

営業外費用合計 57,226 51,596

経常利益 1,068,651 1,461,524

特別利益   

受取補償金 10,949 －

特別利益合計 10,949 －

特別損失   

固定資産売却損 525 476

固定資産除却損 9,203 8,180

役員退職慰労金 － 20,450

減損損失 － 18,669

ゴルフ会員権評価損 － 900

貸倒引当金繰入額 － 7,550

たな卸資産廃棄損 6,223 －

特別損失合計 15,951 56,225

税金等調整前四半期純利益 1,063,649 1,405,299

法人税等 441,765 614,985

四半期純利益 621,884 790,314



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12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利益 1,063,649 1,405,299

減価償却費 360,379 385,063

のれん償却額 30,000 －

減損損失 － 18,669

ゴルフ会員権評価損 － 900

貸倒引当金の増減額（△は減少） 16,653 △961

賞与引当金の増減額（△は減少） △82,731 △95,326

退職給付引当金の増減額（△は減少） 23,099 21,052

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 8,100 △171,863

受取利息及び受取配当金 △5,362 △3,940

支払利息 51,320 48,047

固定資産売却損益（△は益） 525 476

固定資産除却損 9,203 7,395

売上債権の増減額（△は増加） △409,199 △314,425

たな卸資産の増減額（△は増加） △191,109 △168,461

仕入債務の増減額（△は減少） 47,539 57,174

その他の特別損益（△は益） △4,726 －

その他 170,496 44,115

小計 1,087,836 1,233,214

利息及び配当金の受取額 3,604 2,721

利息の支払額 △52,156 △46,331

その他の収入 10,949 －

法人税等の支払額 △354,698 △672,561

営業活動によるキャッシュ・フロー 695,535 517,043

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △11,450 △6,350

定期預金の払戻による収入 11,200 11,200

投資有価証券の取得による支出 △905 △5,906

有形固定資産の取得による支出 △957,230 △346,084

有形固定資産の売却による収入 294 518

無形固定資産の取得による支出 △16,891 △16,851

貸付けによる支出 △140 △150

貸付金の回収による収入 120 330

その他 222 1,981

投資活動によるキャッシュ・フロー △974,780 △361,312



（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12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） △30,000 430,000

長期借入れによる収入 900,000 250,000

長期借入金の返済による支出 △500,487 △584,861

建設協力金の返済による支出 － △7,500

ファイナンス・リース債務の返済による支出 － △10,808

自己株式の取得による支出 △34,937 －

配当金の支払額 △104,986 △207,477

その他の収入 135,000 －

財務活動によるキャッシュ・フロー 364,590 △130,646

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 85,345 25,085

現金及び現金同等物の期首残高 1,322,073 1,579,379

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,407,418 1,604,464



当社は、平成21年11月４日開催の取締役会において、自己株式の消却を決議し、次のとおり自己株式を消却  

   いたしました。これにより、資本剰余金及び自己株式がそれぞれ1,232百万円減少しております。 

   １．消却した株式の種類   普通株式 

   ２．消却した株式の数    881,080株 

    (消却前の発行済株式総数に対する割合  14.52％)  

   ３．消却日         平成21年11月30日 

（４）継続企業の前提に関する注記

 該当事項はありません。 

  

（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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