
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

   

   

   

 

   

   

   

 

   

   

   

 

 
(％表示は、対前期増減率) 
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(百万円未満四捨五入)

１．平成25年３月期第２四半期の連結業績（平成24年４月１日～平成24年９月30日）
（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 ％

25年３月期第２四半期 15,453 △5.4 △1,516 ― △1,472 ― △1,030 ―
24年３月期第２四半期 16,329 △1.9 △1,086 ― △1,041 ― △965 ―

(注) 包括利益 25年３月期第２四半期 △1,127百万円( ―％) 24年３月期第２四半期 △1,025百万円( ―％)

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

25年３月期第２四半期 △17.36 ―
24年３月期第２四半期 △16.25 ―

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

25年３月期第２四半期 37,396 20,153 53.9
24年３月期 39,352 21,896 55.6

(参考) 自己資本 25年３月期第２四半期 20,153百万円 24年３月期 21,896百万円

２．配当の状況

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

24年３月期 ― ― ― 10.00 10.00

25年３月期 ― ―

25年３月期(予想) ― 10.00 10.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

３．平成25年３月期の連結業績予想（平成24年４月１日～平成25年３月31日）

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 40,800 △0.6 1,350 △0.5 1,400 △4.1 730 319.0 12.30

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無



  

 

 

   

   

   

   

   

 
  

  

   

   

 

 
  

 

※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

  (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

新規 ―社（社名） 、除外 ―社（社名）

（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

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 有

② ①以外の会計方針の変更 ： 無

③ 会計上の見積りの変更 ： 有

④ 修正再表示 ： 無

（注）「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第10条の５に該当するものであります。詳細

は、添付資料３ページ「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 (３）会計方針の変更・会計上の見積りの

変更・修正再表示」をご覧ください。

（４）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 25年３月期２Ｑ 59,762,055株 24年３月期 59,762,055株

② 期末自己株式数 25年３月期２Ｑ 461,046株 24年３月期 403,935株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年３月期２Ｑ 59,338,545株 24年３月期２Ｑ 59,362,139株

※ 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財務諸表の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。
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当第２四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1年が経過しましたが、世界的経済不況

の中、円高・株安の長期化が続いており、個人消費も回復に至らず、景気は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は、企業間の価格競争の激化に加えて、所得環境の悪化や増税懸念による節約

志向の高まり、原材料価格の高騰など厳しい状況が続きました。 

このような環境のもと、中村屋グループは、「中期経営計画2011～2013」の２年目を迎え、目標である「持

続的成長の実現」を達成するために、従業員一人ひとりが、既存事業の深耕と業務効率の向上を図るととも

に、新たな事業領域の開拓を進め、事業基盤の強化と企業価値の向上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、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、15,452,518千円 前年同期に対し876,141千円、5.4％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、原材料費、光熱費の高騰等により製造原価が上昇したこと等により、営業損失は1,515,545千円 前年同期

に対し429,347千円の減益となり、経常損失は1,471,749千円 前年同期に対し430,337千円の減益、四半期純損

失は1,029,856千円 前年同期に対し65,253千円の減益となりました。 

  

当第２四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873,128千円等がありましたが、現金及

び預金の減少2,215,055千円や受取手形及び売掛金の減少1,006,476千円等により、前連結会計年度末に比べ

1,956,181千円減少し、37,395,935千円となりました。 

負債は、未払法人税等の減少506,597千円等により、前連結会計年度末に比べ212,990千円減少し、

17,242,979千円となりました。 

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1,743,191千円減少

し、20,152,955千円となりました。 

  
（キャッシュ・フローについて） 

当第２四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2,715,030千円減少し、

2,463,886千円となりました。 

営業活動によるキャッシュ・フローは、1,392,040千円の支出となりました。これは主に、売上債権の回収

1,006,476千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955,108千円や法人税等の支払額

567,866千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、671,241千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764,312千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、651,749千円の支出となりました。これは主に、配当金の支払額

592,853千円等によるものです。 

  

平成25年３月期の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。 

  

（減価償却方法の変更） 

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、平成24年４

月１日以後に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更し

ております。なお、この変更による当第２四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微でありま

す。 

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２四半期連結会計期間
(平成24年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,779,457 1,564,403

受取手形及び売掛金 4,445,333 3,438,857

有価証券 1,300,342 900,554

信託受益権 399,883 399,883

商品及び製品 1,027,701 1,900,829

仕掛品 44,756 55,134

原材料及び貯蔵品 852,845 924,447

その他 720,850 1,363,914

貸倒引当金 △16,162 △13,842

流動資産合計 12,555,005 10,534,178

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 6,055,399 6,181,178

土地 13,748,156 13,748,156

その他（純額） 1,521,015 1,822,442

有形固定資産合計 21,324,570 21,751,776

無形固定資産 122,672 103,307

投資その他の資産

投資有価証券 4,007,272 3,659,440

その他 1,372,222 1,351,561

貸倒引当金 △29,625 △4,327

投資その他の資産合計 5,349,869 5,006,674

固定資産合計 26,797,111 26,861,757

資産合計 39,352,116 37,395,935

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,511,405 1,650,782

短期借入金 4,128,000 4,128,000

未払法人税等 556,802 50,205

賞与引当金 632,654 616,585

その他 2,109,013 2,383,489

流動負債合計 8,937,874 8,829,061

固定負債

長期借入金 70,000 56,000

固定資産解体費用引当金 179,600 188,000

退職給付引当金 7,311,622 7,247,630

資産除去債務 84,450 81,854

その他 872,424 840,435

固定負債合計 8,518,096 8,413,918

負債合計 17,455,970 17,242,979
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成24年９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 7,841,591

利益剰余金 6,858,378 5,234,940

自己株式 △164,494 △186,538

株主資本合計 22,005,304 20,359,394

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 △206,439

その他の包括利益累計額合計 △109,159 △206,439

純資産合計 21,896,146 20,152,955

負債純資産合計 39,352,116 37,395,935
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（２）四半期連結損益及び包括利益計算書
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23年４月１日
至 平成23年９月30日)

当第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)

売上高 16,328,659 15,452,518

売上原価 9,721,332 9,649,038

売上総利益 6,607,327 5,803,479

販売費及び一般管理費 7,693,525 7,319,024

営業損失（△） △1,086,198 △1,515,545

営業外収益

受取利息 7,024 4,466

受取配当金 35,476 40,701

その他 32,859 18,646

営業外収益合計 75,360 63,813

営業外費用

支払利息 18,872 16,584

その他 11,701 3,433

営業外費用合計 30,573 20,017

経常損失（△） △1,041,411 △1,471,749

特別損失

固定資産除却損 5,501 6,925

投資有価証券評価損 － 1,140

減損損失 84,579 7,162

資産除去債務履行差額 4,882 －

本店建替関連損 402,643 20,362

特別損失合計 497,604 35,589

税金等調整前四半期純損失（△） △1,539,016 △1,507,338

法人税、住民税及び事業税 38,086 75,022

法人税等調整額 △612,498 △552,503

法人税等合計 △574,412 △477,481

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △964,603 △1,029,856

四半期純損失（△） △964,603 △1,029,856

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △964,603 △1,029,856

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △60,725 △97,281

その他の包括利益合計 △60,725 △97,281

四半期包括利益 △1,025,328 △1,127,137

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △1,025,328 △1,227,137

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２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年９月30日)

当第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)

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（△） △1,539,016 △1,507,338

減価償却費 533,987 412,171

固定資産除却損 5,501 6,925

減損損失 163,328 7,162

投資有価証券評価損益（△は益） － 1,140

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,969 △27,618

賞与引当金の増減額（△は減少） △46,147 △16,068

退職給付引当金の増減額（△は減少） 32,984 △63,992

固定資産解体費用引当金の増減額（△は減少） 323,893 8,400

受取利息及び受取配当金 △42,501 △45,167

支払利息 18,872 16,584

売上債権の増減額（△は増加） 631,143 1,006,476

たな卸資産の増減額（△は増加） △921,784 △955,108

仕入債務の増減額（△は減少） 152,362 139,377

未払消費税等の増減額（△は減少） △86,817 △79,433

役員退職慰労未払金の増減額（△は減少） △85,639 －

その他 352,354 235,363

小計 △509,448 △861,127

利息及び配当金の受取額 61,101 52,951

利息の支払額 △20,976 △15,998

法人税等の支払額 △247,520 △567,866

営業活動によるキャッシュ・フロー △716,843 △1,392,040

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 △1,923,558 △4,968

有価証券の売却による収入 1,535,613 100,000

有形固定資産の取得による支出 △259,159 △764,312

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 △5,957 △4,093

投融資による支出 △34,365 △14,652

投融資の回収による収入 26,653 16,255

投資活動によるキャッシュ・フロー △660,774 △671,241

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） △110,000 －

長期借入金の返済による支出 △14,000 △14,000

リース債務の返済による支出 △19,244 △22,424

自己株式の純増減額（△は増加） △1,239 △22,472

配当金の支払額 △592,887 △592,853

財務活動によるキャッシュ・フロー △737,370 △651,749

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,114,987 △2,715,030

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 1,939,979 2,463,886
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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２四

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２四半期連結累計期間においては41,889千円であります。 

（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２四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年９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 9,690,267 3,552,127 2,346,411 371,709 368,145 16,328,659 16,328,659

セグメント間の内部 
売上高又は振替高

－ 105,421 － 89,572 － 194,993 194,993

計 9,690,267 3,657,548 2,346,411 461,281 368,145 16,523,652 16,523,652

セグメント利益 
又は損失(△)

△420,714 148,238 △32,547 293,817 △14,477 △25,684 △25,684

利  益 金  額

報告セグメント計 △25,684

全社費用(注) △1,060,513

四半期連結損益及び包括利益計算書の営業損失(△) △1,086,198
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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「菓子事業」

セグメントにおいて、名古屋営業所の移転確定に伴う一部設備撤去による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7,162千円であります。 

Ⅱ 当第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）

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 9,544,585 3,601,341 1,602,658 307,568 396,366 15,452,518 15,452,518

セグメント間の内部 
売上高又は振替高

－ 90,310 － 90,001 － 180,311 180,311

計 9,544,585 3,691,651 1,602,658 397,569 396,366 15,632,829 15,632,829

セグメント利益 
又は損失(△)

△796,705 118,327 △32,259 225,371 4,258 △481,007 △481,007

利  益 金  額

報告セグメント計 △481,007

全社費用(注) △1,034,538

四半期連結損益及び包括利益計算書の営業損失(△) △1,515,545
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