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当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の復興需要もあり景気は穏やかに回復して

まいりましたが、欧州債務危機の再燃や円高・株安の長期化が続いており、依然として先行き不透明な状況と

なっております。 

菓子・食品業界におきましても、食に対する「安全・安心」や健康に関する意識の高まりに加え、地域の人

口減少・小売構造の変化・企業間競争の激化等、市場やチャネルの変化に対し、より一層の企業努力や対応が

求められております。 

このような環境の中で、当中村屋グループは、前期に「中期経営計画2011～2013」を策定し、この３年間の

在り方を「成長戦略の再構築」の期間とし、そのために必要な「持続的成長の実現」の達成に向けて「成長モ

デルの確立」「高効率経営の実現」「社会的責任の遂行」を経営方針に掲げ、事業ごとの重点戦略テーマに資

源を集中させるとともに、事業のサポート機能と連携することで市場変化への対応をより強力に推進すること

としており、中期経営計画の２年目にあたり、初年度の成果を引継ぎながら更なる取り組みを行なっておりま

す。 

以上のような経過の中で、当第１四半期連結売上高は、消費マインドの低下や低価格志向の影響に加え本店

の建て替えによる休業もあり、7,080,927千円 前年同期に対し223,262千円、3.1％の減収となりました。 

利益面におきましても、売上高減収等による粗利益の減少に対し、ローコスト施策を積極的に推進しました

が、営業損失は687,097千円 前年同期に対し55,778千円の減益となり、経常損失は679,860千円 前年同期に

対し64,406千円の減益、四半期純損失は495,633千円 前年同期に対し63,833千円の減益となりました。 

  

当第１四半期連結会計期間末における総資産は、商品及び製品の増加458,958千円等がありましたが、受取手

形及び売掛金の減少1,720,221千円や現金及び預金の減少1,125,951千円等により、前連結会計年度末に比べ

2,558,478千円減少し、36,793,638千円となりました。 

負債は、支払手形及び買掛金の減少400,474千円や未払法人税等の減少531,242千円等により、前連結会計年

度末に比べ1,358,109千円減少し、16,097,861千円となりました。 

純資産は、配当金の支払等による利益剰余金の減少等により、前連結会計年度末に比べ1,200,369千円減少

し、20,695,777千円となりました。 

  
（キャッシュ・フローについて） 

当第１四半期連結累計期間末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ1,125,966千円減少し、

4,052,949千円となりました。 

営業活動によるキャッシュ・フローは、479,482千円の支出となりました。これは主に、売上債権の回収

1,720,221千円等による収入があったものの、たな卸資産の増加による支出391,913千円や仕入債務の減少によ

る支出400,474千円および法人税等の支払額558,263千円等があったことによるものです。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、87,378千円の支出となりました。これは主に、有形固定資産の取得

による支出91,594千円等によるものです。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、559,106千円の支出となりました。これは主に、配当金の支払額

548,256千円等によるものです。 

  

平成25年３月期の第２四半期累計期間及び通期の連結業績予測につきましては、平成24年５月15日に公表い

たしました業績予想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）連結経営成績に関する定性的情報

（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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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。 

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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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24年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成24年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,779,457 2,653,506

受取手形及び売掛金 4,445,333 2,725,111

有価証券 1,300,342 1,300,458

信託受益権 399,883 399,883

商品及び製品 1,027,701 1,486,659

仕掛品 44,756 41,241

原材料及び貯蔵品 852,845 789,316

その他 720,850 858,559

貸倒引当金 △16,162 △12,355

流動資産合計 12,555,005 10,242,379

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 6,055,399 5,989,337

土地 13,748,156 13,748,156

その他（純額） 1,521,015 1,498,792

有形固定資産合計 21,324,570 21,236,285

無形固定資産 122,672 111,471

投資その他の資産

投資有価証券 4,007,272 3,836,708

その他 1,372,222 1,390,652

貸倒引当金 △29,625 △23,856

投資その他の資産合計 5,349,869 5,203,504

固定資産合計 26,797,111 26,551,259

資産合計 39,352,116 36,793,638

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,511,405 1,110,931

短期借入金 4,128,000 4,128,000

未払法人税等 556,802 25,560

賞与引当金 632,654 319,998

その他 2,109,013 1,974,490

流動負債合計 8,937,874 7,558,979

固定負債

長期借入金 70,000 70,000

固定資産解体費用引当金 179,600 179,600

退職給付引当金 7,311,622 7,326,154

資産除去債務 84,450 84,932

その他 872,424 878,195

固定負債合計 8,518,096 8,538,882

負債合計 17,455,970 16,097,861

㈱中村屋（2204）平成25年3月期 第１四半期決算短信

4



(単位：千円)

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成24年６月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 7,469,402 7,469,402

資本剰余金 7,842,019 7,842,019

利益剰余金 6,858,378 5,769,163

自己株式 △164,494 △164,896

株主資本合計 22,005,304 20,915,689

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △109,159 △219,912

その他の包括利益累計額合計 △109,159 △219,912

純資産合計 21,896,146 20,695,777

負債純資産合計 39,352,116 36,793,638
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（２）四半期連結損益及び包括利益計算書
第１四半期連結累計期間

(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年６月30日)

売上高 7,304,189 7,080,927

売上原価 4,240,005 4,265,370

売上総利益 3,064,184 2,815,557

販売費及び一般管理費 3,695,503 3,502,653

営業損失（△） △631,319 △687,097

営業外収益

受取利息 3,549 2,237

受取配当金 2,858 5,748

その他 20,721 11,785

営業外収益合計 27,128 19,770

営業外費用

支払利息 9,486 8,268

その他 1,777 4,266

営業外費用合計 11,264 12,534

経常損失（△） △615,454 △679,860

特別損失

固定資産除却損 740 544

投資有価証券評価損 － 1,080

減損損失 28,583 －

資産除去債務履行差額 4,882 －

特別損失合計 34,206 1,624

税金等調整前四半期純損失（△） △649,660 △681,484

法人税、住民税及び事業税 25,484 56,634

法人税等調整額 △243,344 △242,484

法人税等合計 △217,859 △185,851

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △431,801 △495,633

四半期純損失（△） △431,801 △495,633

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △431,801 △495,633

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △25,831 △110,753

その他の包括利益合計 △25,831 △110,753

四半期包括利益 △457,632 △606,386

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △457,632 △606,386

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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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１四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年６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損失（△） △649,660 △681,484

減価償却費 264,207 193,519

固定資産除却損 740 544

減損損失 28,583 －

投資有価証券評価損益（△は益） － 1,080

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3,713 △9,576

賞与引当金の増減額（△は減少） △337,956 △312,656

退職給付引当金の増減額（△は減少） 5,468 14,532

受取利息及び受取配当金 △6,407 △7,985

支払利息 9,486 8,268

売上債権の増減額（△は増加） 1,509,099 1,720,221

たな卸資産の増減額（△は増加） △556,807 △391,913

仕入債務の増減額（△は減少） △293,610 △400,474

未払消費税等の増減額（△は減少） △4,699 △1,053

その他 346,217 △91,961

小計 310,948 41,062

利息及び配当金の受取額 49,227 47,293

利息の支払額 △7,687 △9,575

法人税等の支払額 △246,857 △558,263

営業活動によるキャッシュ・フロー 105,630 △479,482

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出 △1,021,514 △2,748

有価証券の売却による収入 500,000 －

有形固定資産の取得による支出 △106,868 △91,594

有形固定資産の売却による収入 － 529

無形固定資産の取得による支出 △2,829 △2,665

投融資による支出 △1,308 △4,146

投融資の回収による収入 5,946 13,245

投資活動によるキャッシュ・フロー △626,573 △87,378

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） △105,000 －

リース債務の返済による支出 △9,535 △10,449

自己株式の純増減額（△は増加） △7 △401

配当金の支払額 △550,997 △548,256

財務活動によるキャッシュ・フロー △665,539 △559,106

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,186,481 △1,125,966

現金及び現金同等物の期首残高 4,054,966 5,178,916

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,868,485 4,052,949
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 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

  

  

１  報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

(単位：千円)  

 
(注) 報告セグメントの「その他の事業」は、連結子会社が営むスポーツクラブの営業及び保険代理業であります。 

２  報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益及び包括利益計算書計上額との差額及

び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項) 
(単位：千円) 

 
(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

  

３ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

（固定資産に係る重要な減損損失） 

「飲食事業」セグメントにおいて、当初想定していた収益が見込めないため、一部の店舗において減

損損失を計上しております。 

なお、当該減損損失の計上額は、当第１四半期連結会計期間においては28,583千円であります。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）セグメント情報等

【セグメント情報】

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年６月30日）

報告セグメント

合計
菓子事業 食品事業 飲食事業

不動産
賃貸事業

その他の
事業(注)

計

売上高

外部顧客への売上高 4,097,142 1,693,323 1,149,310 181,991 182,423 7,304,189 7,304,189

セグメント間の内部 
売上高又は振替高

－ 51,519 － 44,311 － 95,830 95,830

計 4,097,142 1,744,843 1,149,310 226,301 182,423 7,400,019 7,400,019

セグメント利益 
又は損失(△)

△301,021 81,977 △20,076 150,267 △12,386 △101,240 △101,240

利  益 金  額

報告セグメント計 △101,240

全社費用(注) △530,079

四半期連結損益及び包括利益計算書の営業利益又は営業損失(△) △631,319
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１  報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

(単位：千円)  

 
(注) 報告セグメントの「その他の事業」は、連結子会社が営むスポーツクラブの営業及び保険代理業であります。 

  

２  報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益及び包括利益計算書計上額との差額及

び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項) 
(単位：千円) 

 
(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

  

３ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

該当事項はありません。 

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年６月30日）

報告セグメント

合計
菓子事業 食品事業 飲食事業

不動産
賃貸事業

その他の
事業(注)

計

売上高

外部顧客への売上高 4,221,313 1,721,801 777,299 164,948 195,566 7,080,927 7,080,927

セグメント間の内部 
売上高又は振替高

－ 43,376 － 44,503 － 87,878 87,878

計 4,221,313 1,765,176 777,299 209,450 195,566 7,168,805 7,168,805

セグメント利益 
又は損失(△)

△318,541 52,469 △30,671 130,461 1,393 △164,888 △164,888

利  益 金  額

報告セグメント計 △164,888

全社費用(注) △522,208

四半期連結損益及び包括利益計算書の営業利益又は営業損失(△) △687,097
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