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1.  平成26年3月期第2四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25年9月30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 ％

26年3月期第2四半期 2,637 0.0 32 △25.2 29 △26.9 10 △32.3
25年3月期第2四半期 2,636 △1.3 43 △36.5 40 △37.8 15 △18.3

（注）包括利益 26年3月期第2四半期 11百万円 （△13.3％） 25年3月期第2四半期 12百万円 （△13.2％）

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3月期第2四半期 2.94 ―
25年3月期第2四半期 4.34 ―

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

26年3月期第2四半期 4,129 1,057 25.6 291.81
25年3月期 4,647 1,072 23.1 295.77
（参考） 自己資本   26年3月期第2四半期  1,057百万円 25年3月期  1,072百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無   

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3月期 ― 0.00 ― 7.00 7.00
26年3月期 ― 0.00
26年3月期（予想） ― 7.00 7.00

3. 平成26年 3月期の連結業績予想（平成25年 4月 1日～平成26年 3月31日）  
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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 5,650 4.8 176 38.2 159 37.5 80 55.7 22.35



(1) 当四半期連結累計期間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) 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 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※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、四半期連結財務諸表に対
する四半期レビュー手続が実施中です。  

※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、その
達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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。なお、上記業績予想に関する事
項は添付資料２ページをご参照ください。  

※  注記事項

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 26年3月期2Q 3,630,000 株 25年3月期 3,630,000 株
② 期末自己株式数 26年3月期2Q 5,588 株 25年3月期 5,578 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期2Q 3,624,418 株 25年3月期2Q 3,624,474 株
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（１）経営成績に関する説明 

当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、日銀による量的金融緩和等経済政策の効果もあり、景気改

善の動きは継続しているものの、円安の進行による物価上昇の影響が懸念され、先行きは不透明な状況でありま

す。 

当業界におきましては、「プチ贅沢」とされる一部高額な嗜好品については、消費マインドの回復も見られる

ものの、生活必需品については未だ足踏み状態にあり、引続き厳しい経営環境で推移しております。 

このような環境の中で、当社グループは前連結会計年度に引続き、パネトーネ種の特性を活かした新製品の開

発に努めました。新製品としましては、「トマトカレーパン」「メロン小町」を投入したことに加え、夏期限定

製品として「デニッシュ塩キャラメル」「デニッシュ塩バニラ」を発売しました。 

売上高につきましては、生活協同組合、自動販売機オペレーター、通信販売等の販路においては順調に推移し

たものの、コンビニエンスストアにおける導入アイテム数の減少、一般卸売問屋における競合他社との価格競争

の継続等により、当初の見込みを下回る結果となりました。 

利益面につきましては、原油高に伴う燃料費・電力費高騰の影響はあったものの、原材料仕入れにおける価格

交渉、人員配置の見直し等の効果により売上高減少の影響を吸収し、ほぼ当初の見込み通りとなりました。 

以上の結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は26億３千７百万円（前年同期比0.0％増）、営業利益３千

２百万円（前年同期比25.2％減）、経常利益２千９百万円（前年同期比26.9％減）、四半期純利益１千万円（前

年同期比32.3％減）となりました。   

（２）財政状態に関する説明 

  ①資産、負債及び純資産の内容  

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５億１千７百万円減少し、41億２千９百万

円となりました。これは主に受取手形及び売掛金の減少（２億６千３百万円）、現金及び預金の減少（２億３千

３百万円）などによるものであります。 

負債は、前連結会計年度末に比べ５億３百万円減少し、30億７千２百万円となりました。これは主に短期借入

金の減少（２億９千８百万円）、買掛金の減少（２億３千万円）、未払金の減少（１億２千７百万円）、長期借

入金の借入による増加（１億５千万円）などによるものであります。 

なお、純資産は、前連結会計年度末に比べ１千４百万円減少し、10億５千７百万円となり、自己資本比率は

25.6％となりました。  

②キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期連結累計期間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２億３千３百万円減少（前連結会計年度末比49.4％減）し、当第２四半期連結会計期間末には２億３千８百万

円となりました。 

 当第２四半期連結累計期間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７千万円（前年同期比57.2％減）となりました。 

   これは主に税金等調整前四半期純利益（２千９百万円）、減価償却費（１億３千８百万円）、売上債権の減

少額（２億２千５百万円）、仕入債務の減少額（２億３千万円）など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１億５百万円（前年同期比29.2％増）となりました。 

   これは主に製造設備の取得による支出（９千６百万円）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１億９千８百万円（前年同期比60.6％増）となりました。 

   これは主に短期借入金の純減少額（２億５千万円）、長期借入金の返済による支出（９千８百万円）、長期

借入金の借入による収入（２億円）などによるものであります。 

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

平成26年３月期の連結業績予想につきましては、平成25年５月13日に公表しました予想数値に変更はありませ

ん。 

   

   

１．当四半期決算に関する定性的情報



（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

   該当事項はありません。 

     

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

  該当事項はありません。 

   

  （３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

  該当事項はありません。 

   

   

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項



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25年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 472,160 238,825

受取手形及び売掛金 864,463 600,918

電子記録債権 38,664 76,340

商品及び製品 53,204 43,513

仕掛品 9,523 8,880

原材料及び貯蔵品 69,791 72,141

その他 50,189 49,798

貸倒引当金 △200 △200

流動資産合計 1,557,798 1,090,218

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 662,796 646,172

機械装置及び運搬具（純額） 587,205 535,359

土地 1,187,049 1,187,049

リース資産（純額） 146,267 162,744

その他（純額） 31,048 33,522

有形固定資産合計 2,614,367 2,564,848

無形固定資産   

リース資産 907 412

その他 27,713 24,974

無形固定資産合計 28,621 25,387

投資その他の資産   

投資有価証券 183,914 184,597

その他（純額） 263,635 265,484

貸倒引当金 △552 △593

投資その他の資産合計 446,998 449,487

固定資産合計 3,089,987 3,039,723

資産合計 4,647,785 4,129,942



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 458,500 228,279

短期借入金 2,229,700 1,931,300

リース債務 44,703 49,071

未払金 265,071 137,153

未払法人税等 22,610 20,289

賞与引当金 54,704 54,457

その他 112,047 95,161

流動負債合計 3,187,337 2,515,711

固定負債   

社債 100,000 100,000

長期借入金 － 150,000

リース債務 115,571 128,399

退職給付引当金 51,792 54,393

役員退職慰労引当金 86,765 91,590

その他 34,314 32,196

固定負債合計 388,443 556,580

負債合計 3,575,781 3,072,291

純資産の部   

株主資本   

資本金 222,000 222,000

資本剰余金 134,400 134,400

利益剰余金 2,643,451 2,628,734

自己株式 △8,467 △8,484

株主資本合計 2,991,384 2,976,649

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 13,276 13,658

土地再評価差額金 △1,932,656 △1,932,656

その他の包括利益累計額合計 △1,919,380 △1,918,998

純資産合計 1,072,004 1,057,651

負債純資産合計 4,647,785 4,129,942



（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24年４月１日 

 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 

 至 平成25年９月30日) 

売上高 2,636,568 2,637,130

売上原価 1,756,914 1,782,516

売上総利益 879,654 854,613

販売費及び一般管理費 836,471 822,305

営業利益 43,182 32,308

営業外収益   

受取利息 50 33

受取配当金 1,820 1,683

受取家賃 9,475 8,595

リサイクル委託費用返戻金 655 672

助成金収入 1,050 －

その他 5,375 4,034

営業外収益合計 18,427 15,018

営業外費用   

支払利息 16,499 15,135

その他 4,934 2,836

営業外費用合計 21,433 17,972

経常利益 40,177 29,355

特別損失   

固定資産除却損 442 217

特別損失合計 442 217

税金等調整前四半期純利益 39,734 29,137

法人税、住民税及び事業税 24,067 16,736

法人税等調整額 △76 1,747

法人税等合計 23,991 18,483

少数株主損益調整前四半期純利益 15,742 10,653

四半期純利益 15,742 10,653



（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24年４月１日 

 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 

 至 平成25年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 15,742 10,653

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △3,011 381

その他の包括利益合計 △3,011 381

四半期包括利益 12,730 11,034

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 12,730 11,034



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 

 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 

 至 平成25年９月30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 39,734 29,137

減価償却費 142,437 138,041

貸倒引当金の増減額（△は減少） 2 41

賞与引当金の増減額（△は減少） 141 △247

退職給付引当金の増減額（△は減少） 4,371 2,601

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 4,425 4,825

受取利息及び受取配当金 △1,871 △1,717

支払利息 16,499 15,135

有形固定資産除却損 442 217

売上債権の増減額（△は増加） 42,794 225,869

たな卸資産の増減額（△は増加） △20,067 7,984

その他の流動資産の増減額（△は増加） △5,181 △635

仕入債務の増減額（△は減少） △37,499 △230,221

未払消費税等の増減額（△は減少） △6,849 1,155

その他の流動負債の増減額（△は減少） 10,982 △92,378

その他 1,674 439

小計 192,035 100,248

利息及び配当金の受取額 1,871 1,717

利息の支払額 △16,237 △15,775

法人税等の支払額 △12,816 △15,666

営業活動によるキャッシュ・フロー 164,852 70,524

投資活動によるキャッシュ・フロー   

投資有価証券の取得による支出 △83 △90

有形固定資産の取得による支出 △68,612 △96,009

その他 △12,911 △9,351

投資活動によるキャッシュ・フロー △81,606 △105,451

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） － △250,000

長期借入れによる収入 － 200,000

長期借入金の返済による支出 △78,400 △98,400

社債の発行による収入 100,000 －

社債の償還による支出 △100,000 －

配当金の支払額 △25,212 △25,483

リース債務の返済による支出 △18,310 △24,507

その他 △1,610 △16

財務活動によるキャッシュ・フロー △123,534 △198,407

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △40,288 △233,334

現金及び現金同等物の期首残高 572,171 472,160

現金及び現金同等物の四半期末残高 531,882 238,825



   該当事項はありません。 

   

   

  該当事項はありません。   

   

   

   該当事項はありません。 

   

   

（４）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

（セグメント情報等）
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