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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 6,412 △4.1 532 421.4 502 642.1 358 ―

21年3月期第3四半期 6,687 ― 102 ― 67 ― △130 ―

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 64.08 ―

21年3月期第3四半期 △23.34 ―

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

22年3月期第3四半期 7,613 2,680 35.1 477.52
21年3月期 7,057 2,398 34.0 429.04

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  2,669百万円 21年3月期  2,398百万円

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 ― 16.00 16.00
22年3月期 ― 0.00 ―

22年3月期 
（予想）

16.00 16.00

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  有  
 

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 8,200 △5.2 570 304.3 530 437.1 360 ― 64.39
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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）  有  
新規 １社 （社名 株式会社ピエトロズパスタ）  除外 ―社 （社名        ） 
（注）詳細は、５ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧下さい。 

(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、５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） 

（注）詳細は、５ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧下さい。 

(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 

１．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。 
２．当第３四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年12月31日まで）については、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一
部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日内閣府令第５号）附則第７条第１項第１号ただし書きにより、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作
成しております。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 有

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 5,591,630株 21年3月期  5,591,630株

② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  300株 21年3月期  300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 5,591,330株 21年3月期第3四半期 5,591,330株
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当第３四半期連結累計期間（平成21年４月～平成21年12月）におけるわが国経済は、雇用・所得環境の悪化によっ

て個人消費が低迷するなど極めて厳しい状況で推移いたしました。食品業界及び外食業界におきましても、消費者の

節約志向・低価格志向の強まりなどにより、企業間競争が一層激化しております。 

このような状況のなか、当社グループは、さらなるブランド価値向上を図るため、「おいしさ」と「健康」にこだ

わった付加価値の高い商品・サービスの提供に取り組んでまいりました。 

その結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は、食品事業部門が好調に推移した一方で、レストラン事業部門に

おける店舗再編等の影響があり、64億12百万円（前年同期比4.1％減）となりました。 

利益面では、食品事業部門の売上増による収益改善、広告宣伝費をはじめとした販管費の削減、さらに原材料コス

トの改善を図ったことなどから、営業利益は５億32百万円（前年同期比４億29百万円の増益）、経常利益は５億２百

万円（前年同期比４億34百万円の増益）、四半期純利益は、３億58百万円（前年同期は１億30百万円の純損失）とな

りました。 

事業の種類別セグメントの状況は、次のとおりであります。 

①食品事業 

食品事業においては、ブランド重視の販売戦略を継続するとともに、健康志向の高品質商品の開発に取り組んでま

いりました。 

ピエトロ商品の美味しさを訴求した地域密着型小売店への営業を強化したことにより、主力ドレッシング（オレン

ジキャップ、ライトタイプ、グリーン）やパスタ関連商品（スパドレ、パスタソース）を中心に好調に推移しまし

た。 

通信販売においては、新商品や期間・数量限定の企画商品など品揃えを充実させたことにより、新規のお客様が順

調に増加し、前年同期の売上を大きく上回りました。 

以上の結果、売上高は36億50百万円（前年同期比7.4％増）、営業利益は12億24百万円（前年同期比46.2％増）と

なりました。 

＜平成21年度 新商品＞ 

＜平成21年度 通信販売限定新商品＞ 

②レストラン事業 

レストラン事業においては、消費者の節約志向による「内食」への回帰など、外食を控える傾向が依然として続い

ており、厳しい環境で推移いたしました。しかしながら、当社グループは、多彩なメニューの展開と既存店活性化策

の実施などにより、集客力と収益性の向上を図ってまいりました。 

地域性やお客様のニーズにあわせて実施したサービスは次のとおりであります。 

(1)モーニングの実施など営業時間やメニューの見直し 

(2)ペット同伴が可能なテラス席の設置 

(3)持ち帰りショップ（ピエトロデリ）の設置など物販強化 

(4)愛犬と一緒に食事ができるドッグカフェの新設 

以上の結果、売上高は26億42百万円（前年同期比16.2％減）、営業損失は67百万円（前年同期は１億32百万円の営

業損失）となりました。 

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

  商品名 

 平成21年９月  ピエトロドレッシング たまねぎと塩 

   商品名 

 平成21年４月  贅沢トマトの冷たいソース 

 平成21年５月  コンポート<あまおう> 

 平成21年６月  村田厨房直送便「初夏便り」 

 平成21年８月  
 鰯と香味野菜のぺペロンチーノ風絶望スパゲティ 

 村田厨房直送便「夏便り」 

 平成21年９月  蟹と蟹みその本格トマトソース（リニューアル） 

 平成21年12月  村田厨房直送便「冬・クリスマス特別便」 

㈱ピエトロ(2818)　平成22年3月期 第3四半期決算短信

― 3 ―



＜平成21年度 レストランフェアメニュー＞ 

＜店舗数の増減＞                            

(注) １． ( )内は、海外の店舗数で内書であります。 

２． 前期末（平成21年３月末）にＦＣ店に計上していた店舗のうち10店舗について、その運営会社を子会社

化したことにより、当第３四半期末は直営店に計上しております。 

③その他の事業 

その他の事業におきましては、本社ビルの一部テナントの退去により、売上高は１億19百万円（前年同期比11.2％

減）、営業利益は56百万円（前年同期比24.1％減）となりました。 

当社グループは、株式会社ピエトロズパスタの株式の取得に伴い新たに同社を連結子会社にしており、第１四半期

連結会計期間末をみなし取得日として連結対象の範囲に含めております。これにより、当第３四半期連結会計期間末

において、四半期連結貸借対照表の資産及び負債に影響を与えております。 

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５億56百万円増加し、76億13百万円となりまし

た。これは、運転資金の借入等による現金及び預金の増加２億44百万円、第３四半期末が金融機関休業日であること

による売掛金の増加１億54百万円、また建物及び構築物（純額）が１億５百万円、敷金及び保証金が１億２百万円そ

れぞれ増加したこと等によるものであります。 

負債合計は前連結会計年度末に比べ２億74百万円増加し49億33百万円となりました。これは、売掛金と同様に第３

四半期末が金融機関休業日であることによる買掛金の増加46百万円、短期借入金の増加２億円等によるものでありま

す。 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べ２億81百万円増加し26億80百万円となりました。これは、前期決算の剰余

金の配当89百万円及び四半期純利益３億58百万円の計上等によるものであります。 

  

  

通期の連結業績予想につきましては、最近の業績等の動向を踏まえ、平成21年７月24日公表の業績予想数値を修正

しております。 

なお、予想に関する事項は、本日別途公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。  

  

   商品名 

 平成21年４月  春野菜パスタフェア 

 平成21年５月  コドモシェフメニュー（実施店限定） 

 平成21年６月～８月  冷製パスタフェア 

 平成21年９月～11月  カルボナーラフェア 

 平成21年12月 
 クリスマスフェア 

 冬のあつあつシーフードパスタフェア  

  前期末  増加 減少 子会社化調整 当第３四半期末 

直営店 35 (1) 3 (－) 12 (－) ＋10 36 (1) 

ＦＣ店 48 (1) － (－) 3 (－) △10 35 (1) 

合計 83 (2) 3 (－) 15 (－) － 71 (2) 

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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当社は、第１四半期連結会計期間において株式会社ピエトロズパスタの株式を取得したことにより同社を連結子

会社としました。 

  

  

固定資産の減価償却費の算定方法等について、一部簡便的な会計処理を適用しております。 

  

  

①企業結合に関する会計基準等の適用 

第１四半期連結会計期間より「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成20年12月26日）、

「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）、「『研究開発費等に係る会計

基準』の一部改正」（企業会計基準第23号 平成20年12月26日）、「事業分離等に関する会計基準」（企業会計

基準第７号 平成20年12月26日）、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号 平成20年12月26日公表

分）及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 平成

20年12月26日）が平成21年４月１日以後開始する連結会計年度において最初に実施される企業結合及び事業分離

等から適用することができることになったことに伴い、これらの会計基準等を早期適用しております。 

②「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づき「財務諸表等の用

語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日 内閣府令第５号）が平

成21年４月１日以後開始する連結会計年度の期首から適用できることとなったことに伴い、第２四半期連結累計

期間及び第２四半期連結会計期間から、新たに「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目で表示しておりま

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）

（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：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 1,002,295 757,444

預け金 78,800 70,320

売掛金 1,010,789 856,730

製品 42,119 49,216

仕掛品 2,275 1,791

原材料及び貯蔵品 121,062 98,566

その他 87,974 130,963

貸倒引当金 △20,394 △16,390

流動資産合計 2,324,922 1,948,642

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,873,386 1,767,491

土地 1,968,498 1,968,498

その他（純額） 269,326 133,247

有形固定資産合計 4,111,211 3,869,237

無形固定資産 7,164 6,942

投資その他の資産   

敷金及び保証金 821,077 718,362

その他 386,887 601,177

貸倒引当金 △37,419 △86,680

投資その他の資産合計 1,170,545 1,232,859

固定資産合計 5,288,922 5,109,039

資産合計 7,613,844 7,057,681

負債の部   

流動負債   

買掛金 475,466 428,618

短期借入金 1,700,000 1,500,000

1年内返済予定の長期借入金 530,200 538,524

未払法人税等 73,339 14,398

賞与引当金 26,968 52,527

その他 565,876 507,978

流動負債合計 3,371,851 3,042,046

固定負債   

長期借入金 949,274 1,098,588

退職給付引当金 59,365 59,288

役員退職慰労引当金 342,247 326,122

その他 210,313 132,731

固定負債合計 1,561,200 1,616,730

負債合計 4,933,051 4,658,776
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（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 474,400 474,400

資本剰余金 516,922 516,922

利益剰余金 1,738,382 1,469,576

自己株式 △284 △284

株主資本合計 2,729,420 2,460,614

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,326 △747

為替換算調整勘定 △60,748 △60,962

評価・換算差額等合計 △59,422 △61,709

少数株主持分 10,796 －

純資産合計 2,680,793 2,398,904

負債純資産合計 7,613,844 7,057,681
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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 6,687,120 6,412,508

売上原価 3,176,635 2,694,814

売上総利益 3,510,485 3,717,693

販売費及び一般管理費 3,408,454 3,185,662

営業利益 102,030 532,030

営業外収益   

受取利息 2,714 1,200

受取配当金 318 388

その他 2,797 2,371

営業外収益合計 5,830 3,960

営業外費用   

支払利息 34,168 28,273

その他 6,038 5,689

営業外費用合計 40,207 33,962

経常利益 67,653 502,028

特別利益   

負ののれん発生益 － 85,904

その他 － 14,741

特別利益合計 － 100,645

特別損失   

減損損失 156,471 －

貸倒引当金繰入額 55,574 －

会員権評価損 － 2,031

その他 36,582 452

特別損失合計 248,629 2,483

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△180,975 600,190

法人税、住民税及び事業税 7,413 72,560

法人税等調整額 △57,898 170,727

法人税等合計 △50,484 243,287

少数株主損益調整前四半期純利益 － 356,902

少数株主損失（△） － △1,364

四半期純利益又は四半期純損失（△） △130,491 358,267
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（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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△180,975 600,190

減価償却費 186,556 159,201

減損損失 156,471 －

負ののれん発生益 － △85,904

貸倒引当金の増減額（△は減少） 66,222 △44,470

賞与引当金の増減額（△は減少） △27,408 △33,558

退職給付引当金の増減額（△は減少） 13,424 77

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 13,836 16,125

投資有価証券評価損益（△は益） 25,674 －

受取利息及び受取配当金 △3,033 △1,588

支払利息 34,168 28,273

売上債権の増減額（△は増加） △157,667 △178,392

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,114 △11,128

仕入債務の増減額（△は減少） 137,971 41,958

未払消費税等の増減額（△は減少） 18,828 18,449

その他 31,563 54,602

小計 313,519 563,833

法人税等の支払額 △6,108 △11,625

営業活動によるキャッシュ・フロー 307,410 552,208

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 △77,343 △45,014

定期預金の払戻による収入 － 27,840

有形固定資産の取得による支出 △64,921 △109,472

会員権の売却による収入 8,188 －

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

－ △10,491

敷金及び保証金の差入による支出 △29,080 △29,983

敷金及び保証金の回収による収入 53,772 105,510

利息及び配当金の受取額 4,732 1,854

その他の収入 9,747 9,380

その他の支出 △56,379 △40,294

投資活動によるキャッシュ・フロー △151,283 △90,672

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） 100,000 200,000

長期借入れによる収入 300,000 100,000

長期借入金の返済による支出 △363,854 △410,428

配当金の支払額 △83,580 △89,409

利息の支払額 △32,641 △25,068

財務活動によるキャッシュ・フロー △80,076 △224,906

現金及び現金同等物に係る換算差額 △6,879 △759

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 69,170 235,870

現金及び現金同等物の期首残高 772,503 752,920

現金及び現金同等物の四半期末残高 841,673 988,791
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 該当事項はありません。 

  

 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） 

  
 （注）１ 事業区分の方法 

      事業の内部管理区分を考慮して区分しております。 

    ２ 各事業区分の主な内容 

(1) 食品事業……………ドレッシング、ソース、レトルト等の製造販売 

(2) レストラン事業……スパゲティ、ピザ等のレストラン経営、パスタ専門ファストフード店経営 

(3) その他の事業………本社ビル等の賃貸  

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） 

全セグメントの売上高の合計額に占める日本の割合が90％超であるため、所在地別セグメント情報の記

載を省略しております。 

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） 

全セグメントの売上高の合計額に占める日本の割合が90％超であるため、所在地別セグメント情報の記

載を省略しております。 

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） 

海外売上高が連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 

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） 

海外売上高が連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 

 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

a.事業の種類別セグメント情報

  （単位：千円） 

  食品事業 
レストラン

事業 
その他の
事業 

計
消去又は 
全社 

連結

売上高   

(1) 外部顧客に対する売上高   3,398,763  3,153,369  134,987  6,687,120  ―  6,687,120

(2) セグメント間の 

内部売上高又は振替高 
 ―  ―  1,462  1,462 ( )1,462  ―

計  3,398,763  3,153,369  136,449  6,688,582 ( )1,462  6,687,120

営業利益又は営業損失（△）  837,301  △132,916  74,764  779,149 ( )677,118  102,030

  （単位：千円） 

  食品事業 
レストラン

事業 
その他の
事業 

計
消去又は 
全社 

連結

売上高   

(1）外部顧客に対する売上高  3,650,494  2,642,178  119,834  6,412,508  ―  6,412,508

(2）セグメント間の 

内部売上高又は振替高 
 ―  ―  1,822  1,822 ( )1,822  ―

計  3,650,494  2,642,178  121,656  6,414,330 ( )1,822  6,412,508

営業利益又は営業損失（△）  1,224,104  △67,273  56,735  1,213,566 ( )681,535  532,030

b.所在地別セグメント情報

c.海外売上高

（６）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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