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１．当四半期の連結業績等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２四半期におけるわが国経済は、新興国向け輸出や生産分野では持ち直しの兆しが見られた

ものの、急激な円高の進行や株安、また、雇用情勢や所得水準は依然として低迷しており、緩やか

なデフレ状況にあるなど、先行き不透明な状況で推移しました。 

菓子・食品業界におきましては、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、

買うモノ・買う場所・買う基準など、消費スタイルに変化が生じており、一層の企業努力が求めら

れております。 

このような環境の中で、中村屋グループは中期経営方針である「お客様満足の追求」「品質第一

主義の徹底」「自主自立の確立」に基づき、企業価値向上への諸施策の具現化に取り組み、変化や

競争に強い企業グループの実現に努めてまいりました。 

 以上のような経過の中で、当第２四半期連結売上高は、16,649,587千円 前年同期に対し35,283

千円、0.2％の増収となりました。 

 利益面におきましては、営業損失は1,024,624千円 前年同期に対し106,662千円の改善、経常損

失は976,097千円 前年同期に対し140,015千円の改善となり、四半期純損失は733,076千円 前年同

期に対し80,194千円の改善となりました。 

 

(2) 連結財政状態に関する定性的情報 

① 財政状態の分析 

 当第２四半期末における総資産は、たな卸資産の増加638,793千円等があったものの、現金及び

預金の減少2,592,636千円等により、前連結会計年度末に比べ2,129,289千円減少し、37,387,094千

円となりました。 

 負債は、資産除去債務の増加96,140千円等があったものの、未払法人税等の減少431,205千円等

により、前連結会計度末に比べ539,837千円減少し16,810,674千円となりました。 

 純資産は、配当金の支払等による利益剰余金の減少1,326,831千円やその他有価証券評価差額金

の減少260,071千円等により、前連結会計年度末に比べ1,589,452千円減少し、20,576,420千円とな

りました。 

 

② キャッシュ・フローの分析 

 当第２四半期末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ1,992,720円減少し、

当四半期末には1,517,502千円となりました。 

 営業活動によるキャッシュ・フローは、1,048,019千円の支出となりました。これは主に、売上

債権の減少による収入増656,158千円があったものの、たな卸資産の増加による支出638,793千円や

法人税等の支払額481,707千円等によるものであります。 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、214,812千円の支出となりました。これは主に、有形固

定資産や無形固定資産の取得による支出192,928千円等によるものであります。 

 財務活動によるキャッシュ・フローは、729,889千円の支出となりました。これは主に、配当金

の支払額588,684千円等によるものです。 

 

(3) 連結業績予想に関する定性的情報 

 通期の業績予測につきましては、平成22年５月14日に公表いたしました業績予想に変更はありま

せん。 
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２．その他の情報 

(1) 重要な子会社の異動の概要 

該当事項はありません。 

 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

(簡便な会計処理) 

① 固定資産の減価償却費の算定方法 

定率法を使用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して

算出する方法によっております。 

② 繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

繰延税金資産の回収可能性の判断については、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、

一時差異等の発生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用し

た将来の業績予測やタックス・プランニングを利用する方法によっております。 

 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

1．会計処理の原則・手続の変更 

①「資産除去債務に関する会計基準」等の適用 

第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 

平成20年３月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指

針第21号 平成20年３月31日）を適用しております。 

これにより、当第２四半期連結累計期間の営業利益及び経常利益が1,541千円減少し、税金等

調整前四半期純利益が44,726千円減少しております。また、当会計基準等の適用開始時におけ

る期首時点での資産除去債務は92,062千円であります。 

② 提出会社の物流費用の処理変更 

 提出会社の生産にかかわる物流費用については、従来、売上原価に含めて計上しておりまし

たが、第１四半期連結会計期間より販売費及び一般管理費に含める処理に変更いたしました。 

 この変更は、従来の標準原価計算制度を見直した結果、製品原価の計算の精度を高め、費用

管理の明確化を図るとともに、より適正な期間損益計算を行うためのものであります。 

 この変更による、損益に与える影響はありません。 

2．表示方法の変更 

（四半期連結損益計算書関係） 

「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）に基づく財務

諸表等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）の適用に伴い、

当第２四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純損失(△)」の科目を表示して

おります。 
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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)

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 917,886 3,510,522

受取手形及び売掛金 3,210,040 3,866,198

有価証券 899,676 899,724

商品及び製品 1,320,053 997,805

仕掛品 65,667 45,067

原材料及び貯蔵品 905,441 609,497

その他 2,173,268 1,369,793

貸倒引当金 △5,672 △6,757

流動資産合計 9,486,359 11,291,848

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 6,574,318 6,642,678

土地 13,748,156 13,748,156

その他（純額） 1,724,619 1,879,449

有形固定資産合計 22,047,092 22,270,283

無形固定資産 505,178 564,150

投資その他の資産

投資有価証券 3,755,411 3,987,004

その他 1,617,961 1,429,090

貸倒引当金 △24,908 △25,992

投資その他の資産合計 5,348,464 5,390,102

固定資産合計 27,900,735 28,224,535

資産合計 37,387,094 39,516,383

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,413,137 1,397,512

短期借入金 4,248,000 4,348,000

未払法人税等 57,985 489,190

賞与引当金 678,932 684,202

資産除去債務 1,191 －

その他 1,642,052 1,754,165

流動負債合計 8,041,297 8,673,070

固定負債

長期借入金 122,000 146,000

退職給付引当金 7,444,719 7,409,559

資産除去債務 94,949 －

その他 1,107,708 1,121,883

固定負債合計 8,769,376 8,677,442

負債合計 16,810,674 17,350,511
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(単位：千円)

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年３月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 7,469,402 7,469,402

資本剰余金 7,578,523 7,578,505

利益剰余金 5,945,178 7,272,008

自己株式 △159,856 △157,288

株主資本合計 20,833,246 22,162,627

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △256,826 3,245

評価・換算差額等合計 △256,826 3,245

純資産合計 20,576,420 22,165,872

負債純資産合計 37,387,094 39,516,383
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(2) 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21年４月１日
 至 平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
 至 平成22年９月30日)

売上高 16,614,305 16,649,587

売上原価 9,993,794 9,811,185

売上総利益 6,620,511 6,838,402

販売費及び一般管理費 7,751,797 7,863,027

営業損失（△） △1,131,286 △1,024,624

営業外収益

受取利息 3,421 8,342

受取配当金 23,024 29,747

その他 17,922 39,093

営業外収益合計 44,368 77,182

営業外費用

支払利息 26,516 22,517

その他 2,678 6,137

営業外費用合計 29,193 28,655

経常損失（△） △1,116,112 △976,097

特別利益

貸倒引当金戻入額 22 3,435

特別利益合計 22 3,435

特別損失

固定資産売却損 341 －

固定資産除却損 3,942 10,915

投資有価証券評価損 664 －

減損損失 94,138 33,612

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 43,185

その他 229 10,456

特別損失合計 99,313 98,168

税金等調整前四半期純損失（△） △1,215,404 △1,070,830

法人税、住民税及び事業税 33,836 23,022

法人税等調整額 △435,970 △360,776

法人税等合計 △402,133 △337,754

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △733,076

四半期純損失（△） △813,270 △733,076
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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２四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
 至 平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
 至 平成22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損失（△） △1,215,404 △1,070,830

減価償却費 588,652 557,885

固定資産除却損 3,942 10,915

減損損失 94,138 33,612

投資有価証券評価損益（△は益） 664 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 43,185

貸倒引当金の増減額（△は減少） 17,267 △2,168

賞与引当金の増減額（△は減少） △1,068 △5,270

退職給付引当金の増減額（△は減少） 106,406 35,161

受取利息及び受取配当金 △26,445 △38,089

支払利息 26,516 22,517

有形固定資産売却損益（△は益） 341 －

売上債権の増減額（△は増加） 584,864 656,158

たな卸資産の増減額（△は増加） △146,627 △638,793

仕入債務の増減額（△は減少） △89,388 15,625

未払消費税等の増減額（△は減少） 6,145 △173,879

役員退職慰労未払金の増減額（△は減少） △97,985 －

その他 △39,557 △38,969

小計 △187,539 △592,940

利息及び配当金の受取額 43,576 51,717

利息の支払額 △28,058 △25,089

法人税等の支払額 △477,482 △481,707

営業活動によるキャッシュ・フロー △649,503 △1,048,019

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 △3,000 －

定期預金の払戻による収入 100,000 －

有価証券の取得による支出 △615,642 △799,032

有価証券の売却による収入 411,654 1,200,000

有形固定資産の取得による支出 △135,482 △133,236

有形固定資産の売却による収入 46 －

無形固定資産の取得による支出 △22,920 △59,692

投融資による支出 △1,507,585 △4,286,556

投融資の回収による収入 1,600,451 3,863,703

投資活動によるキャッシュ・フロー △172,479 △214,812

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

長期借入金の返済による支出 △24,000 △24,000

リース債務の返済による支出 △7,483 △14,655

自己株式の純増減額（△は増加） △7,832 △2,550

配当金の支払額 △591,096 △588,684

財務活動によるキャッシュ・フロー △630,412 △729,889

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,452,394 △1,992,720

現金及び現金同等物の期首残高 3,285,278 3,510,222

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,832,884 1,517,502
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当第２四半期連結累計期間(自 平成22年4月1日 至 平成22年9月30日) 

該当事項はありません。 

  

  

(単位：千円) 

 
  (注)  事業区分の方法および各区分に属する主要な製品・事業内容の名称 

当社グループは、親会社(提出会社)を中心に連結子会社を含め、菓子、食品、食材の製造・販売および飲食店

の営業と不動産の賃貸を行っており、そのほか連結子会社で不動産賃貸(管理運営)とスポーツクラブの営業及

び保険代理業を行っております。これらの事業内容の特性を鑑み、菓子事業、食品事業、飲食事業、不動産賃

貸事業、その他の事業に区分しております。 

  また、これらの事業区分に属する主要な製品及び事業内容は次のとおりであります。 

 
  

在外連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。 

  

海外に対する売上はありません。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

前第２四半期連結累計期間（自 平成21年4月1日 至 平成21年9月30日）

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

計
消去又は 
全社

連結

売上高

(1)外部顧客に対する
売上高

9,543,348 3,643,236 2,714,296 429,667 283,757 16,614,305 － 16,614,305

(2)セグメント間の内
部売上高又は振替
高

－ 64,893 － 89,755 － 154,648 (154,648) －

計 9,543,348 3,708,129 2,714,296 519,422 283,757 16,768,953 (154,648) 16,614,305

営業利益又は 
営業損失(△)

△304,896 39,804 △147,543 369,037 △2,343 △45,940 (1,085,346) △1,131,286

事業区分 主要な製品・事業内容

菓子事業
中華まんじゅう、和焼菓子、米菓、パックデザート(水羊かん、プリン、ゼリー)、

パン類、その他和菓子、その他洋菓子

食品事業 業務用食材(カリー・パスタソース)、市販食品(レトルトカリー)

飲食事業
フランス料理店、中国料理店、南欧風料理店、インドカリー料理店、インストアベ

ーカリー

不動産賃貸事業 オフィスビル賃貸

その他の事業 スポーツクラブの営業、保険代理業

【所在地別セグメント情報】

【海外売上高】
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（追加情報） 

第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号
平成21年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用
指針第20号 平成20年３月21日）を適用しております。 

  

１. 報告セグメントの概要 

当社グループの報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締
役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているもので
あります。 
当社グループは、親会社(提出会社)を中心に連結子会社を含め、菓子、食品、食材の製造・販売及び不

動産の賃貸(管理運営)を行っており、そのほか当社で飲食店の営業と連結子会社でスポーツクラブの営業
及び保険代理業を行っております。 
従って、これらの事業内容の特性を鑑み、「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」の５つを報告セグメントとしております。なお、報告セグメントの「その他の事業」に
ついては、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. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

当第２四半期連結累計期間(自  平成22年4月1日  至  平成22年9月30日) 

(単位：千円)  

 

３. 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。 

  

４. 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２四半期連結累計期間においては33,612千円であります。 

  

【セグメント情報】

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

計

売上高

外部顧客への売上高 9,756,286 3,644,164 2,514,008 395,787 339,343 16,649,587 16,649,587

セグメント間の内部売上
高又は振替高

－ 114,658 － 89,434 － 204,092 204,092

計 9,756,286 3,758,822 2,514,008 485,221 339,343 16,853,680 16,853,680

セグメント利益 
又は損失(△)

△284,280 165,697 △129,283 313,965 △32,887 33,214 33,214

利  益 金  額

報告セグメント計 33,214

全社費用(注) △1,057,838

四半期連結損益計算書の営業利益又は営業損失(△) △1,024,624
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当第２四半期連結累計期間(自 平成22年4月1日 至 平成22年9月30日) 

 該当事項はありません。 

  

(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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