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1.  平成21年12月期第1四半期の連結業績（平成21年1月1日～平成21年3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 ％

21年12月期第1四半期 8,296 ― △129 ― △70 ― △155 ―

20年12月期第1四半期 10,436 △20.6 △15 ― △44 ― △56 ―

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

21年12月期第1四半期 △3.24 ―

20年12月期第1四半期 △1.17 ―

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

21年12月期第1四半期 20,971 7,052 33.2 145.11
20年12月期 24,331 6,863 27.8 141.13

（参考） 自己資本   21年12月期第1四半期  6,965百万円 20年12月期  6,774百万円

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

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年12月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
21年12月期 ―

21年12月期 
（予想）

0.00 ― 0.00 0.00

3.  平成21年12月期の連結業績予想（平成21年1月1日～平成21年12月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  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

第2四半期 
連結累計期間

17,800 △15.7 △330 ― △230 ― △260 ― △5.42

通期 36,000 △12.5 50 ― 190 ― 130 ― 2.71
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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  

（注） 詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。 

(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、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。 

(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、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。 

(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．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基
準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 
２．上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後様々な要因によって予想数値と異なる
場合があります。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 1社 （社名
ラブスベーカリーインコーポレーテッ
ド

）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年12月期第1四半期 48,048,000株 20年12月期  48,048,000株

② 期末自己株式数 21年12月期第1四半期  47,963株 20年12月期  47,763株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年12月期第1四半期 48,000,087株 20年12月期第1四半期 48,007,705株
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当第１四半期連結会計期間（平成21年１月１日から平成21年３月31日）における国内マーケットは、サ
ブプライムローンに始まる金融危機の影響による消費減退が続き企業収益は大幅に落ち込み厳しい状況と
なりました。製パン業界においても同様に厳しい状況が続いて現在に至っております。 
当グループも厳しい状況のなか、連結売上高は前年度に実施した東北地区（仙台工場）からの撤退など

の影響もあり、8,296百万円と前年同期に比べ20.5％の大幅な減少となりました。 
また、連結営業損益も他社との低価格競争などの影響もあり前年同期に比べ114百万円悪化し129百万円

の損失を計上しました。連結経常損益につきましても賃貸収入など営業外収益121百万円を計上しました
が、支払利息などの営業外費用61百万円により、前年同期に比べ25百万円悪化し70百万円の損失となりま
した。また、連結四半期純損益も投資有価証券評価損143百万円などを計上したことにより99百万円悪化
し155百万円の損失となりました。 

  

当第１四半期末における総資産は、現金及び預金、受取手形及び売掛金の減少などにより、前連結会計
年度末に比べ3,359百万円減少し20,971百万円となりました。また、純資産は海外子会社の連結除外など
により前連結会計年度末に比べ189百万円増加し7,052百万円となりました。 
（キャッシュ・フローの状況） 

当第１四半期における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ627百万

円減少し、2,168百万円となりました。 

当第１四半期における営業活動の資金収支は、税金等調整前四半期純損失226百万円を計上しました

が、減価償却費194百万円や売上債権1,396百万円の回収などにより606百万円の資金を得ることができま

した。なお、前第１四半期に比べ696百万円の収入の減少となりました。 

当第１四半期における投資活動の資金収支は、有形固定資産の取得などにより180百万円の支出となり

ました。なお、前第１四半期に比べ58百万円の支出の増加となりました。 

当第１四半期における財務活動の資金収支は、借入金の返済などにより1,085百万円の支出となりまし

た。なお、前第１四半期に比べ692百万円の支出の増加となりました。 

  

平成21年度の経営環境の概況としましては、世界的な景気回復の遅れから、市場動向において予断を許
さない状況が続くと予想されます。また、個人消費の鈍化によって製品の値下げ要請が強まり、当社及び
グループ関連市場でも、価格競争の激化が懸念されます。 
なお、平成21年２月13日に公表しました平成21年12月期の業績予想に変更ありません。 
  

【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

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

第一屋製パン㈱（2215）平成21年12月期　第１四半期決算短信

－3－



当社は、当社の特定子会社であるラブスベーカリーインコーポレーテッドの全株式（100%所有）を平
成20年９月23日に売却しましたが、ラブスベーカリーインコーポレーテッドは財務諸表等規則第８条第
４項により連結子会社に該当しておりました。 
平成21年３月31日、支配力基準の解消により子会社に該当しなくなりました。詳細につきましては、

11ページ「５．四半期連結財務諸表(7)企業結合等関係」をご覧ください。 
  

（簡便な会計処理） 

①固定資産の減価償却費の算定方法 
当社及び主な連結子会社は、定率法を採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を採用しております。 

②法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 
法人税等の納付額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定する
方法によっております。 

  

（会計処理基準に関する事項の変更） 

①四半期財務諸表に関する会計基準の適用 
当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務
諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、
「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

②重要な資産の評価基準及び評価方法 
たな卸資産については、従来、主として総平均法による原価法によっておりましたが、第１四半期
連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準第９号 平成18年７月５日)
が適用されたことに伴い、主として総平均法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下
に基づく簿価切下げの方法)により算出しております。この変更に伴う営業損失、経常損失及び税金
等調整前四半期純損失に与える影響は軽微であります。なお、セグメント情報に与える影響は軽微
であります。 

③「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用 
当第１四半期連結会計期間より、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面
の取扱い」（実務対応報告第18号 平成18年５月17日）を適用しております。これによる損益に与
える影響はありません。 

  
(追加情報) 

有形固定資産の耐用年数について、当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正を契機として機械装
置の耐用年数の見直しを行っております。これにより、営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純
損失は、それぞれ12百万円減少しております。なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載
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

第一屋製パン㈱（2215）平成21年12月期　第１四半期決算短信

－4－



5.【四半期連結財務諸表】 
(1)【四半期連結貸借対照表】 

(単位：百万円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年３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20年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,215 3,206

受取手形及び売掛金 2,909 4,561

商品及び製品 69 85

仕掛品 13 16

原材料及び貯蔵品 299 708

繰延税金資産 612 530

未収入金 97 177

その他 71 160

貸倒引当金 △4 △4

流動資産合計 6,286 9,440

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,303 3,859

機械装置及び運搬具（純額） 2,726 2,785

工具、器具及び備品（純額） 99 105

土地 2,584 3,368

建設仮勘定 95 77

有形固定資産合計 8,809 10,196

無形固定資産 38 48

投資その他の資産   

投資有価証券 657 775

賃貸固定資産 4,831 3,550

その他 362 335

貸倒引当金 △13 △14

投資その他の資産合計 5,837 4,645

固定資産合計 14,685 14,891

資産合計 20,971 24,331
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(単位：百万円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年３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20年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 827 1,023

短期借入金 5,725 6,912

未払消費税等 61 49

未払費用 1,011 1,572

未払法人税等 8 33

賞与引当金 273 136

その他 250 741

流動負債合計 8,158 10,468

固定負債   

長期借入金 380 400

繰延税金負債 1,286 1,286

退職給付引当金 3,061 3,784

役員退職慰労引当金 204 245

関係会社損失引当金 － 364

長期割賦未払金 179 260

長期預り金 648 658

固定負債合計 5,760 6,999

負債合計 13,918 17,468

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,402 2,402

資本剰余金 2,755 2,755

利益剰余金 1,739 1,828

自己株式 △7 △7

株主資本合計 6,890 6,978

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 75 61

為替換算調整勘定 － △266

評価・換算差額等合計 75 △204

少数株主持分 87 89

純資産合計 7,052 6,863

負債純資産合計 20,971 24,331
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第１四半期連結累計期間】 

(単位：百万円)

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 8,296

売上原価 5,922

売上総利益 2,373

販売費及び一般管理費 2,503

営業損失（△） △129

営業外収益  

受取利息及び配当金 1

賃貸収入 40

その他 78

営業外収益合計 121

営業外費用  

支払利息 42

賃貸費用 15

その他 3

営業外費用合計 61

経常損失（△） △70

特別利益  

固定資産売却益 0

関係会社損失引当金戻入額 8

特別利益合計 8

特別損失  

固定資産除却損 8

投資有価証券評価損 143

その他 12

特別損失合計 164

税金等調整前四半期純損失（△） △226

法人税、住民税及び事業税 11

法人税等調整額 △88

法人税等合計 △76

少数株主利益 5

四半期純損失（△） △155
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：百万円)

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年３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損失（△） △226

減価償却費 194

退職給付引当金の増減額（△は減少） △10

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 3

賞与引当金の増減額（△は減少） 191

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1

関係会社損失引当金の増減額（△は減少） △364

受取利息及び受取配当金 △1

支払利息 42

投資有価証券評価損益（△は益） 143

固定資産除却損 8

固定資産売却損益（△は益） △0

売上債権の増減額（△は増加） 1,396

たな卸資産の増減額（△は増加） 141

仕入債務の増減額（△は減少） △177

未払消費税等の増減額（△は減少） 12

未払費用の増減額（△は減少） △427

未払金の増減額（△は減少） △571

その他 325

小計 678

利息及び配当金の受取額 1

利息の支払額 △39

法人税等の支払額 △33

営業活動によるキャッシュ・フロー 606

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形固定資産の取得による支出 △177

有形固定資産の売却による収入 4

有形固定資産の除却による支出 △2

無形固定資産の取得による支出 △0

投資有価証券の取得による支出 △3

投資活動によるキャッシュ・フロー △180
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(単位：百万円)

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年３月31日) 

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） △1,051

長期借入金の返済による支出 △20

長期割賦未払金の増加額 11

長期割賦未払金の支払額 △18

自己株式の純増減額（△は増加） △0

少数株主への配当金の支払額 △7

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,085

現金及び現金同等物に係る換算差額 54

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △604

現金及び現金同等物の期首残高 2,795

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 △22

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,168
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当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表

に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結

財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

  

該当事項はありません。 

  

当第１四半期連結累計期間(自 平成21年１月１日 至 平成21年３月31日) 

当第１四半期連結累計期間において、食品事業の売上高及び営業損失の金額は、全セグメントの

売上高の合計及び営業損失の金額の合計額に占める割合がいずれも90％を超えているため、事業の

種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

  

当第１四半期連結累計期間(自 平成21年１月１日 至 平成21年３月31日) 

 
(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によります。 

(注) ２ 有形固定資産の耐用年数について、当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正を契機として機械装置の耐

用年数の見直しを行っております。なお、この変更に伴い、日本について営業損失が12百万円減少しており

ます。 

  

当第１四半期連結累計期間(自 平成21年１月１日 至 平成21年３月31日) 

 
(注) 国又は地域の区分は、地理的近接度によります。 

  

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

【事業の種類別セグメント情報】

【所在地別セグメント情報】

日本
(百万円)

米国
(百万円)

計
(百万円)

消去又は 
全社 

(百万円)

連結
(百万円)

  売上高

 (1) 外部顧客に対する売上高 7,079 1,217 8,296 ─ 8,296

 (2) セグメント間の内部売上高又は振替高 ─ 0 0 0 ─

計 7,079 1,217 8,296 0 8,296

営業利益又は営業損失（△） △221 67 △154 24 △129

【海外売上高】

米国 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 1,217 1,217

Ⅱ 連結売上高(百万円) ─ 8,296

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合(％) 14.7 14.7

(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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当第１四半期連結累計期間(自 平成21年１月１日 至 平成21年３月31日) 

１ 分離先企業の名称、分離した事業の内容、事業分離を行った主な理由、事業分離日及び法 

的形式を含む事業分離の概要 

①分離先企業の名称、住所、代表者の氏名及び分離した事業の内容 

分離先企業     ＷＣＹＨ ＬＬＣ 

住所        米国ハワイ州ホノルル市 

代表者の氏名    Michael J.Walters Sr. 

分離した事業    海外（食品）事業 

②事業分離を行った主な理由 

当社は、昭和56年より米国ハワイ州において現地法人ダイイチヤ・ラブスベーカリーインコーポ

レーテッドを設立し、パン・菓子類の製造販売業を営んでおりましたが、業績の低迷が続いており

平成19年度より推し進めている不採算事業からの撤退という経営方針に沿って、当社保有の全株式

を平成20年９月23日に譲渡しました。しかしながら、財務諸表等規則第８条第４項(支配力基準)の

規定により子会社として連結範囲に含めて処理しておりましたが、この度、支配力基準の解消に伴

い事業分離が確定いたしました。 

③事業分離日 

平成21年３月31日 

④法的形式を含む事業分離の概要 

第一屋製パン株式会社を分離元企業とし、ＷＣＹＨ ＬＬＣを分離先企業とする事業譲渡を実施

しました。 

２ 持分変動差額の金額及び会計処理 

持分差額の金額    該当事項はありません。 

会計処理       譲渡金額と適正な帳簿価額との差額を移転損益として認識する処 

           理を実施しております。 

３ 当第１四半期連結累計期間の連結損益計算書に計上されている分離した事業に係る損益の概算額

売上高        1,217百万円 

営業利益          67百万円 

  

(7) 企業結合等関係

第一屋製パン㈱（2215）平成21年12月期　第１四半期決算短信

－11－



前年同四半期に係る財務諸表等 

(１)(要約)四半期連結損益計算書 

前第１四半期連結累計期間(平成20年１月１日～平成20年３月31日) 

 
  

「参考」

科  目

前年同四半期
(平成20年12月期

第１四半期)

金額(百万円)

Ⅰ 売上高 10,436

Ⅱ 売上原価 7,423

  売上総利益 3,012

Ⅲ 販売費及び一般管理費 3,028

  営業損失（△） △15

Ⅳ 営業外収益 99

Ⅴ 営業外費用 129

  経常損失（△） △44

Ⅵ 特別利益 2

Ⅶ 特別損失 14

  税金等調整前四半期純損失（△） △57

  法人税、住民税及び事業税 9

  法人税等調整額 △11

  少数株主利益 1

  四半期純損失（△） △56
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(２)(要約)四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

前第１四半期連結累計期間(平成20年１月１日～平成20年３月31日) 

 
  

  

  

前年同四半期

(平成20年12月期

第１四半期)

区分 金額(百万円)

Ⅰ 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（△） △57

   減価償却費 228

   退職給付引当金の増減額    (減少：△) △28

   役員退職慰労引当金の増減額  (減少：△) 3

   賞与引当金の増減額      (減少：△) 206

   受取利息及び受取配当金 △2

   支払利息 45

   固定資産除却損 7

   売上債権の増減額       (増加：△) 1,055

   棚卸資産の増減額       (増加：△) 40

   仕入債務の増減額       (減少：△) △115

   その他 △5

    小計 1,378

   利息及び配当金の受取額 2

   利息の支払額 △43

   法人税等の支払額 △33

  営業活動によるキャッシュ・フロー 1,303

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

   有形固定資産の取得による支出 △111

   その他 △10

  投資活動によるキャッシュ・フロー △121

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

   短期借入金の純増減 △373

   その他 △20

  財務活動によるキャッシュ・フロー △393

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △9

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額   (減少：△) 779

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 2,090

Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末残高 2,869
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