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1.  平成21年12月期第3四半期の連結業績（平成21年1月1日～平成21年9月30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3四半期 23,305 ― △234 ― △112 ― △131 ―

20年12月期第3四半期 31,003 △16.5 △632 ― △483 ― △920 ―

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3四半期 △2.74 ―

20年12月期第3四半期 △19.18 ―

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3四半期 20,987 7,036 33.0 144.51
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3四半期  6,936百万円 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

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

20年12月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
21年12月期 ― 0.00 ―

21年12月期 
（予想）

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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 31,800 △22.6 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 ）

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3四半期 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3四半期  49,369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3四半期 47,999,433株 20年12月期第3四半期 48,005,821株
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当第３四半期連結累計期間における我が国経済は、世界的な規模で拡大した金融危機は終息しつつも、

雇用情勢の不安から個人消費の回復までには至らず、厳しい状況で推移いたしました。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。  

 当グループもこのような状況のなか、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、

３月末での海外事業(ハワイにおける子会社)の連結除外により、23,305百万円となりました。なお、連結

売上高を事業の部門別に示しますと、パン部門18,407百万円、和洋菓子部門3,145百万円、食品事業その

他1,668百万円となり、食品事業全体としては23,221百万円となりました。その他の事業(物流部門)にお

きましては83百万円となりました。  

 また、連結営業損益は他社との低価格競争などの影響もあり234百万円の損失を計上しました。  

連結経常損益につきましては、賃貸収入など営業外収益が310百万円で支払利息など営業外費用189百万円

を計上した結果112百万円の損失となりました。また、四半期純損益は本社移転関連費用32百万円などを

計上したことにより131百万円の損失となりました。  

  

① 財政状態の変動状況 

当第３四半期連結会計期間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3,344百万円減少し、20,987百万円となりました。負債につきましては、支

払手形及び買掛金の減少や短期借入金、退職給付引当金の減少などにより、前連結会計年度末に比べ

3,516百万円減少し、13,951百万円となりました。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172百万円増加し、7,036百万円となりました。  

② キャッシュ・フローの状況 

当第３四半期連結会計期間末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946百万円減少し、1,848百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当第３四半期連結累計期間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184百万円を

計上しましたが、減価償却費633百万円や売上債権1,535百万円の回収などにより854百万円の資金を得

ることができました。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当第３四半期連結累計期間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429百万

円の支出となりました。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当第３四半期連結累計期間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1,401百万円の

支出となりました。 

  

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８月12日に公表しました平成21年12月期の連結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
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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 
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。この変更に伴う当第３四半期連結累計期間の
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。 

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 
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。これによる当第３四半
期連結累計期間の損益に与える影響はありません。 

④リース取引に関する会計基準の適用 
所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処
理によっておりましたが、「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準第13号(平成５年６月17
日(企業会計審議会第一部会)、平成19年３月30日改正))及び「リース取引に関する会計基準の適用
指針」(企業会計基準適用指針第16号(平成６年１月18日(日本公認会計士協会 会計制度委員会)、
平成19年３月30日改正))が平成20年４月１日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表
から適用することができることになったことに伴い、第１四半期連結会計期間からこれらの会計基
準等を適用し、通常の売買取引に係る会計処理によっております。なお、リース取引開始日がリー
ス会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、引き続き通常
の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を採用しております。また、借主側の所有権移転外ファ
イナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法については、リース期間を耐用年数と
し、残存価格を零とする定額法を採用しております。これによる当第３四半期連結累計期間の営業
損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失への影響は軽微であります。 

  

(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、当第３四半期連結累計期間の営業損失、経常損
失及び税金等調整前四半期純損失は、それぞれ38百万円減少しております。 

  

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
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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３四半期連結会計期間末
(平成21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20年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,065 3,206

受取手形及び売掛金 2,771 4,561

商品及び製品 65 85

仕掛品 18 16

原材料及び貯蔵品 321 708

繰延税金資産 598 530

未収入金 75 177

その他 57 160

貸倒引当金 △3 △4

流動資産合計 5,970 9,440

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,305 3,859

機械装置及び運搬具（純額） 2,596 2,785

工具、器具及び備品（純額） 106 105

土地 2,584 3,368

リース資産（純額） 576 －

建設仮勘定 2 77

有形固定資産合計 9,171 10,196

無形固定資産 42 48

投資その他の資産   

投資有価証券 715 775

賃貸固定資産 4,801 3,550

その他 300 335

貸倒引当金 △13 △14

投資その他の資産合計 5,803 4,645

固定資産合計 15,017 14,891

資産合計 20,987 24,331
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(単位：百万円)

当第３四半期連結会計期間末
(平成21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20年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 793 1,023

短期借入金 5,723 6,912

未払消費税等 28 49

未払費用 1,019 1,572

未払法人税等 24 33

賞与引当金 237 136

その他 169 741

流動負債合計 7,997 10,468

固定負債   

長期借入金 340 400

繰延税金負債 1,234 1,286

退職給付引当金 3,081 3,784

役員退職慰労引当金 212 245

関係会社損失引当金 － 364

長期割賦未払金 148 260

長期預り金 626 658

その他 310 －

固定負債合計 5,954 6,999

負債合計 13,951 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 1,764 1,828

自己株式 △8 △7

株主資本合計 6,914 6,978

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 22 61

為替換算調整勘定 － △266

評価・換算差額等合計 22 △204

少数株主持分 99 89

純資産合計 7,036 6,863

負債純資産合計 20,987 24,331
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(2)【四半期連結損益計算書】 
 【第３四半期連結累計期間】 

(単位：百万円)

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 23,305

売上原価 17,019

売上総利益 6,285

販売費及び一般管理費 6,519

営業損失（△） △234

営業外収益  

受取利息及び配当金 15

賃貸収入 172

その他 122

営業外収益合計 310

営業外費用  

支払利息 116

賃貸費用 59

その他 13

営業外費用合計 189

経常損失（△） △112

特別利益  

固定資産売却益 0

投資有価証券売却益 5

関係会社損失引当金戻入額 8

特別利益合計 13

特別損失  

固定資産除却損 29

本社移転費用 32

その他 23

特別損失合計 85

税金等調整前四半期純損失（△） △184

法人税、住民税及び事業税 23

法人税等調整額 △94

法人税等合計 △70

少数株主利益 17

四半期純損失（△） △131
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21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（△） △184

減価償却費 633

退職給付引当金の増減額（△は減少） △22

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △33

賞与引当金の増減額（△は減少） 155

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 △15

支払利息 116

投資有価証券売却損益（△は益） △5

固定資産除却損 29

固定資産売却損益（△は益） △0

売上債権の増減額（△は増加） 1,535

たな卸資産の増減額（△は増加） 118

仕入債務の増減額（△は減少） △211

未払消費税等の増減額（△は減少） △20

未払費用の増減額（△は減少） △418

未払金の増減額（△は減少） △567

その他 233

小計 976

利息及び配当金の受取額 15

利息の支払額 △113

法人税等の支払額 △24

営業活動によるキャッシュ・フロー 854

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の増減額（△は増加） △170

有形固定資産の取得による支出 △786

有形固定資産の売却による収入 547

有形固定資産の除却による支出 △8

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 △11

投資活動によるキャッシュ・フロー △429
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(単位：百万円)

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年９月30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） △1,053

長期借入金の返済による支出 △60

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △242

長期割賦未払金の増加額 11

長期割賦未払金の支払額 △49

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 △1,401

現金及び現金同等物に係る換算差額 52

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △924

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 1,848
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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３四半期連結累計期間(自 平成21年１月１日 至 平成21年９月30日) 

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３四半期連結累計期間(自 平成21年１月１日 至 平成21年９月30日) 

本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％を超えているため、所在地別

セグメント情報の記載を省略しております。なお、米国ハワイ州の子会社ラブスベーカリーインコ

ーポレーテッドが３月末に連結子会社から外れております。 

  

当第３四半期連結累計期間(自 平成21年１月１日 至 平成21年９月30日) 

海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。なお、米国

ハワイ州の子会社ラブスベーカリーインコーポレーテッドが３月末に連結子会社から外れておりま

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】

【海外売上高】

(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３四半期連結累計期間(自 平成21年１月１日 至 平成21年９月30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３四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
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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３四半期連結累計期間(平成20年１月１日～平成20年９月30日) 

 
  

  

「参考」

科  目

前年同四半期
(平成20年12月期

第３四半期)

金額(百万円)

Ⅰ 売上高 31,003

Ⅱ 売上原価 22,570

  売上総利益 8,432

Ⅲ 販売費及び一般管理費 9,064

  営業損失（△） △632

Ⅳ 営業外収益 380

Ⅴ 営業外費用 232

  経常損失（△） △483

Ⅵ 特別利益 2

Ⅶ 特別損失 450

  税金等調整前四半期純損失（△） △931

  法人税、住民税及び事業税 25

  法人税等調整額 △37

  少数株主利益 0

  四半期純損失（△） △920
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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３四半期連結累計期間(平成20年１月１日～平成20年９月30日) 

 
  

  

前年同四半期

(平成20年12月期

第３四半期)

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（△） △931

   減価償却費 747

   退職給付引当金の増減額    (減少：△) △63

   役員退職慰労引当金の増減額  (減少：△) △7

   賞与引当金の増減額      (減少：△) 196

   関係会社損失引当金の増減額  (減少：△) 414

   受取利息及び受取配当金 △19

   支払利息 140

   固定資産除却損 35

   売上債権の増減額       (増加：△) 1,473

   棚卸資産の増減額       (増加：△) 91

   仕入債務の増減額       (減少：△) △174

   その他 △510

    小計 1,392

   利息及び配当金の受取額 19

   利息の支払額 △145

   法人税等の支払額 △34

  営業活動によるキャッシュ・フロー 1,233

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 △739

   その他 25

  投資活動によるキャッシュ・フロー △714

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 △431

   長期借入れによる収入 520

   長期借入金の返済による支出 △20

   社債の償還による支出 △560

   その他 △54

  財務活動によるキャッシュ・フロー △546

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △8

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額   (減少：△) △36

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 2,053
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