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1.  平成24年3月期第3四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23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 ％

24年3月期第3四半期 29,691 △1.7 430 △24.3 475 △22.8 △385 ―
23年3月期第3四半期 30,190 △0.3 568 △14.9 616 △9.7 221 △21.6

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 △592百万円 （―％） 23年3月期第3四半期 87百万円 （―％）

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

24年3月期第3四半期 △6.49 ―
23年3月期第3四半期 3.73 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第3四半期 38,841 21,002 54.1
23年3月期 38,951 21,926 56.3
（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  21,002百万円 23年3月期  21,926百万円

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

23年3月期 ― ― ― 10.00 10.00
24年3月期 ― ― ―
24年3月期（予想） 10.00 10.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24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 40,200 △2.0 1,080 △0.9 1,160 △0.4 660 10.1 11.10



(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、金融商品取引法に基づく四
半期連結財務諸表に対するレビュー手続は終了しておりません。 

※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予想につきましては、発表日現在において入手可能な情報に基づいて作成したものであり、実際の業績については今後の様々な
要因により予想数値と異なる可能性があります。 

4.  その他

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） 24年3月期3Q 59,762,055 株 23年3月期 59,762,055 株
② 期末自己株式数 24年3月期3Q 402,980 株 23年3月期 398,873 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期3Q 59,361,344 株 23年3月期3Q 59,370,785 株
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災からの復旧が進み、生産面や個人消費に持

ち直しの動きが見られたものの、欧州債務問題を背景とする円高の長期化や株価の低迷及び海外経済の減速懸

念もあり先行き不透明な状況で推移いたしました。 

菓子・食品業界におきましては、原材料価格の高騰による収益環境の悪化や、雇用・所得環境の改善が進ま

ないことから消費者の節約志向・低価格志向の恒常化などにより、依然として企業間競争の厳しい状況が続き

ました。 

以上のような経過の中で、当第３四半期連結累計期間における売上高は、29,691,301千円 前年同期に対し

499,166千円 1.7％の減収となりました。 

利益面におきましては、営業利益は、430,329千円 前年同期に対し137,878千円 24.3％の減益となり、経常

利益は、475,156千円 前年同期に対し140,461千円 22.8％の減益、四半期純利益は、新宿中村屋本店ビル立替

に伴う特別損失の計上及び法人税率引き下げに関連する法律が公布されたことに伴う繰延税金資産の取り崩し

等により、384,986千円の損失となり、前年同期に対し606,434千円の減益となりました。 

  

当第３四半期連結会計期間末における資産合計は、受取手形及び売掛金の増加3,016,240千円やたな卸資産の

増加905,145千円等があったものの、現金及び預金の減少2,555,230千円や有価証券等の減少により、前連結会

計年度末に比べ109,902千円減少し38,840,963千円となりました。 

負債合計は、支払手形及び買掛金の増加662,523千円や未払金等のその他流動負債の増加により、前連結会計

年度末に比べ813,876千円増加し17,838,932千円となりました。 

純資産合計は、配当金の支払等による利益剰余金の減少978,618千円等により、前連結会計年度末に比べ

923,778千円減少し21,002,031千円となりました。 

  

（キャッシュ・フローについて） 

当第３四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、1,608,501千円の支出となりまし

た。これは主に、減価償却費807,507千円や仕入債務662,523千円の増加等があったものの、売上債権3,016,240

千円やたな卸資産905,145千円の増加等の支出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、289,239千円の支出となりました。これは主に、有価証券の取得と売

却による収入209,687千円があったものの、有形固定資産や無形固定資産の取得による支出490,027千円等によ

るものであります。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、757,606千円の支出となりました。これは主に、配当金の支払額

597,661千円等によるものであります。 

これらの結果、現金及び現金同等物の当第３四半期連結累計期間末における残高は、1,399,621千円となり、

前連結会計年度末に比べ2,655,345千円の減少となりました。 

  

平成24年３月期の通期の連結業績予測につきましては、平成23年５月13日に公表いたしました業績予想に変

更はありませんが、当社の売上利益が下期に集中する傾向もあり、見通しを見極めた上で業績予想の修正が必

要と判断した場合は、速やかに開示をいたします。 

  

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(その他)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23年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成23年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,555,266 1,000,036

受取手形及び売掛金 3,932,750 6,948,990

有価証券 800,094 300,382

信託受益権 999,942 699,905

商品及び製品 837,276 1,220,269

仕掛品 69,992 59,598

原材料及び貯蔵品 730,667 1,263,213

その他 664,539 547,416

貸倒引当金 △8,928 △15,414

流動資産合計 11,581,599 12,024,395

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 6,408,248 6,149,410

土地 13,748,156 13,748,156

その他（純額） 1,664,840 1,594,893

有形固定資産合計 21,821,244 21,492,459

無形固定資産 364,479 183,888

投資その他の資産

投資有価証券 3,769,361 3,483,610

その他 1,444,217 1,686,235

貸倒引当金 △30,035 △29,625

投資その他の資産合計 5,183,543 5,140,221

固定資産合計 27,369,266 26,816,567

資産合計 38,950,864 38,840,963

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,439,135 2,101,658

短期借入金 4,248,000 4,133,000

未払法人税等 263,712 65,079

賞与引当金 677,335 326,923

その他 1,864,771 2,691,867

流動負債合計 8,492,954 9,318,528

固定負債

長期借入金 98,000 84,000

固定資産解体費用引当金 － 179,600

退職給付引当金 7,237,953 7,293,029

資産除去債務 94,520 81,216

その他 1,101,629 882,559

固定負債合計 8,532,102 8,520,404

負債合計 17,025,056 17,838,932
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成23年12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 7,842,019

利益剰余金 7,277,752 6,299,133

自己株式 △162,479 △164,118

株主資本合計 22,163,197 21,446,437

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △237,389 △444,406

その他の包括利益累計額合計 △237,389 △444,406

純資産合計 21,925,808 21,002,031

負債純資産合計 38,950,864 38,840,963
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（２）四半期連結損益及び包括利益計算書
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22年４月１日
 至 平成22年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
 至 平成23年12月31日)

売上高 30,190,467 29,691,301

売上原価 16,987,892 16,928,765

売上総利益 13,202,575 12,762,537

販売費及び一般管理費 12,634,368 12,332,208

営業利益 568,206 430,329

営業外収益

受取利息 11,542 9,972

受取配当金 33,677 40,677

その他 42,725 37,134

営業外収益合計 87,943 87,783

営業外費用

支払利息 32,688 27,731

その他 7,845 15,225

営業外費用合計 40,533 42,956

経常利益 615,617 475,156

特別利益

資産除去債務履行差額 1,191 －

受取保険金 11,639 －

特別利益合計 12,830 －

特別損失

固定資産除却損 11,277 6,423

減損損失 47,162 84,579

資産除去債務履行差額 － 5,749

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 43,185 －

本店建替関連損 － 402,643

投資有価証券評価損 － 1,090

その他 12,475 －

特別損失合計 114,099 500,483

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（△）

514,347 △25,328

法人税、住民税及び事業税 44,130 82,889

法人税等調整額 248,769 276,769

法人税等合計 292,899 359,659

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益調
整前四半期純損失（△）

221,448 △384,986

四半期純利益又は四半期純損失（△） 221,448 △384,986

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益調
整前四半期純損失（△）

221,448 △384,986

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △134,302 △207,017

その他の包括利益合計 △134,302 △207,017

四半期包括利益 87,146 △592,004

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 87,146 △592,004

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３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
 至 平成22年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
 至 平成23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（△）

514,347 △25,328

減価償却費 842,040 807,507

固定資産除却損 11,277 6,423

減損損失 47,162 163,328

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 43,185 －

投資有価証券評価損益（△は益） － 1,090

貸倒引当金の増減額（△は減少） 4,638 6,076

賞与引当金の増減額（△は減少） △333,926 △350,412

退職給付引当金の増減額（△は減少） △38,436 55,076

固定資産解体費用引当金の増減額（△は減少） － 171,600

受取利息及び受取配当金 △45,219 △50,649

支払利息 32,688 27,731

売上債権の増減額（△は増加） △2,730,757 △3,016,240

たな卸資産の増減額（△は増加） △514,593 △905,145

仕入債務の増減額（△は減少） 951,084 662,523

未払消費税等の増減額（△は減少） △117,136 △65,415

役員退職慰労未払金の増減額（△は減少） － △85,639

その他 934,308 1,191,158

小計 △399,336 △1,406,317

利息及び配当金の受取額 78,254 97,156

利息の支払額 △35,561 △28,414

法人税等の支払額 △466,103 △270,926

営業活動によるキャッシュ・フロー △822,746 △1,608,501

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 △1,101,306 △2,225,926

有価証券の売却による収入 1,500,000 2,435,613

有形固定資産の取得による支出 △494,154 △479,591

有形固定資産の売却による収入 － 364

無形固定資産の取得による支出 △51,392 △10,436

投融資による支出 △5,889,539 △36,064

投融資の回収による収入 5,656,631 26,801

投資活動によるキャッシュ・フロー △379,759 △289,239

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 △115,000

長期借入金の返済による支出 △29,000 △14,000

リース債務の返済による支出 △23,532 △29,280

自己株式の純増減額（△は増加） △4,785 △1,664

配当金の支払額 △590,636 △597,661

財務活動によるキャッシュ・フロー △747,952 △757,606

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,950,458 △2,655,345

現金及び現金同等物の期首残高 3,510,222 4,054,966

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,559,764 1,399,621
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 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３四半期連結累計期間においては47,162千円であります。 

  

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報等

【セグメント情報】

Ⅰ 前第３四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年12月31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 19,760,493 5,471,760 3,852,056 593,134 513,025 30,190,467 30,190,467

セグメント間の内部 
売上高又は振替高

－ 171,355 － 133,925 － 305,279 305,279

計 19,760,493 5,643,114 3,852,056 727,058 513,025 30,495,747 30,495,746

セグメント利益 
又は損失(△)

1,685,601 225,563 △157,211 478,086 △57,983 2,174,055 2,174,055

利  益 金  額

報告セグメント計 2,174,055

全社費用(注) △1,605,849

四半期連結損益及び包括利益計算書の営業利益 568,206
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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 

（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一部の店舗及び新宿中村屋本

店ビル建替に伴う解体撤去の決議による減損損失を計上しており、当該減損損失の計上額は、当第３四

半期連結累計期間においては121,439千円であります。 

なお、本店ビルの建替に伴う減損損失については、特別損失の「本店建替関連損」に78,749千円含ま

れております。 

「不動産賃貸事業」セグメントにおいては、賃貸ビルの一部設備撤去が確定したため、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３四半期連結累計期間においては41,889千円であります。 

  

 該当事項はありません。 

  

  

  

  

  

  

Ⅱ 当第３四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年12月31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 19,759,061 5,525,840 3,308,778 546,247 551,374 29,691,301 29,691,301

セグメント間の内部 
売上高又は振替高

－ 154,797 － 133,745 － 288,542 288,542

計 19,759,061 5,680,637 3,308,778 679,992 551,374 29,979,843 29,979,843

セグメント利益 
又は損失(△)

1,502,271 250,894 △93,414 388,299 △17,486 2,030,565 2,030,565

利  益 金  額

報告セグメント計 2,030,565

全社費用(注) △1,600,236

四半期連結損益及び包括利益計算書の営業利益 430,329

（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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