
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

   

   

   

 

   

   

   

 

     

   

 

 
(％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率) 
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(百万円未満四捨五入)

１．平成26年３月期第１四半期の連結業績（平成25年４月１日～平成25年６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 ％

26年３月期第１四半期 6,949 △1.9 △775 － △766 － △460 －
25年３月期第１四半期 7,081 △3.1 △687 － △680 － △496 －

(注) 包括利益 26年３月期第１四半期 △266百万円( －％) 25年３月期第１四半期 △606百万円( －％)

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

26年３月期第１四半期 △7.81 －
25年３月期第１四半期 △8.35 －

（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 ％

26年３月期第１四半期 34,980 21,142 60.4
25年３月期 35,921 21,983 61.2

(参考) 自己資本 26年３月期第１四半期 21,142百万円 25年３月期 21,983百万円

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

25年３月期 － － － 10.00 10.00
26年３月期 －

26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26年３月期の連結業績予想（平成25年４月１日～平成26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

第２四半期(累計) 16,100 4.2 △1,300 － △1,270 － △840 － △14.30
通期 40,800 1.1 1,050 132.2 1,100 119.9 600 53.8 10.20

(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）期末自己株式数には、従業員持株会信託口が所有する当社株式数を含めて記載しております。 

26年３月期１Ｑ    736,000株       25年３月期   776,000株 
  

   

 

 

 

※ 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 ： 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

（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) 26年３月期１Ｑ 59,762,055株 25年３月期 59,762,055株

② 期末自己株式数 26年３月期１Ｑ 823,659株 25年３月期 859,080株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年３月期１Ｑ 58,915,913株 25年３月期１Ｑ 59,357,646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いません。    

※ 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１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、安倍政権の経済政策アベノミクスによる好況感が伝えら

れる一方で、一般消費需要は盛りあがりにかけ、株価や為替の変動が激しい不安定な状況でありました。 

菓子・食品業界におきましても、根強い節約志向に加え、消費税増税論議による購買意欲の減退や、少子化

による市場そのものの縮小といった要素も加わり、引き続き企業間競争が激化しています。 

このような厳しい環境の中、当中村屋グループは経営理念の実現に向けて策定した「中期経営計画２０１１

～２０１３」における「成長戦略再構築の３年間」の 終年度を迎え、経営方針である「持続的成長の実現」

の達成に向け、引き続き「成長モデルの確立」「高効率経営の実現」「社会的責任の遂行」に取り組んでおり

ます。 

以上のような経過の中で、当第１四半期連結売上高は、政策効果の実体経済への波及の遅れや低価格志向の

影響に加え、本店の建て替えによる休業もあり、6,949,480千円 前年同期に対し131,447千円、1.9％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、営業損失は774,681千円 前年同期に対し87,584千円の減益となり、経常損失は765,991千円 前年同期に

対し86,131千円の減益、四半期純損失は459,865千円 法人税等の減少により前年同期に対し35,768千円の改善

となりました。 

  

当第１四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495,423千円等がありましたが、受取手

形及び売掛金の減少1,492,245千円等により、前連結会計年度末に比べ941,439千円減少し、34,979,874千円と

なりました。 

負債は、短期借入金の増加416,146千円や長期借入金の増加383,854千円等がありましたが、支払手形及び買

掛金の減少295,635千円や退職給付引当金の減少546,492千円等により、前連結会計年度末に比べ100,194千円減

少し、13,837,625千円となりました。 

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841,245千円減少し、

21,142,249千円となりました。 

  
（キャッシュ・フローについて） 

当第１四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531,664千円減少し、

1,441,233千円となりました。 

営業活動によるキャッシュ・フローは、223,684千円の支出となりました。これは主に、売上債権の回収

1,492,245千円等による収入はありましたが、たな卸資産の増加による支出527,674千円、賞与引当金の減少に

よる支出293,543千円や仕入債務の減少による支出295,635千円等によるものです。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、560,285千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555,031千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、252,305千円の収入となりました。これは主に、配当金の支払額

547,001千円等はありましたが、短期借入金の純増額による収入400,000千円や長期借入金による収入400,000千

円等によるものです。 

  

平成26年３月期の第２四半期累計期間及び通期の連結業績予測につきましては、平成25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。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

（２）財政状態に関する説明

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明
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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(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25年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成25年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,973,197 1,441,533

受取手形及び売掛金 4,240,352 2,748,106

商品及び製品 1,196,405 1,691,828

仕掛品 42,130 62,617

原材料及び貯蔵品 697,950 709,714

その他 811,600 1,121,755

貸倒引当金 △13,588 △14,312

流動資産合計 8,948,046 7,761,241

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 6,023,339 6,004,896

土地 13,748,156 13,748,156

その他（純額） 2,281,295 2,314,597

有形固定資産合計 22,052,789 22,067,648

無形固定資産 118,083 138,893

投資その他の資産

投資有価証券 3,743,651 4,047,414

その他 1,061,714 967,890

貸倒引当金 △2,970 △3,212

投資その他の資産合計 4,802,395 5,012,092

固定資産合計 26,973,267 27,218,633

資産合計 35,921,312 34,979,874

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,374,594 1,078,959

短期借入金 628,288 1,044,434

未払法人税等 119,455 37,770

賞与引当金 609,851 316,308

固定資産解体費用引当金 188,000 188,000

資産除去債務 8,850 －

その他 2,283,520 2,115,081

流動負債合計 5,212,557 4,780,552

固定負債

長期借入金 361,712 745,566

繰延税金負債 218,430 449,241

退職給付引当金 7,163,578 6,617,086

資産除去債務 82,779 86,286

その他 898,764 1,158,895

固定負債合計 8,725,262 9,057,073

負債合計 13,937,819 13,837,625
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成25年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成25年６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 7,841,581 7,841,356

利益剰余金 6,654,824 5,605,930

自己株式 △351,607 △337,158

株主資本合計 21,614,200 20,579,530

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 369,293 562,719

その他の包括利益累計額合計 369,293 562,719

純資産合計 21,983,493 21,142,249

負債純資産合計 35,921,312 34,979,874
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（２）四半期連結損益及び包括利益計算書
第１四半期連結累計期間

(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年６月30日)

売上高 7,080,927 6,949,480

売上原価 4,265,370 4,320,820

売上総利益 2,815,557 2,628,660

販売費及び一般管理費 3,502,653 3,403,341

営業損失（△） △687,097 △774,681

営業外収益

受取利息 2,237 164

受取配当金 5,748 6,615

その他 11,785 13,766

営業外収益合計 19,770 20,544

営業外費用

支払利息 8,268 2,020

その他 4,266 9,835

営業外費用合計 12,534 11,855

経常損失（△） △679,860 △765,991

特別利益

資産除去債務履行差額 － 5,070

退職給付制度終了益 － 53,437

特別利益合計 － 58,507

特別損失

固定資産除却損 544 791

投資有価証券評価損 1,080 －

減損損失 － 1,834

特別損失合計 1,624 2,625

税金等調整前四半期純損失（△） △681,484 △710,109

法人税、住民税及び事業税 56,634 11,860

法人税等調整額 △242,484 △262,104

法人税等合計 △185,851 △250,244

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △495,633 △459,865

四半期純損失（△） △495,633 △459,865

少数株主損益調整前四半期純利益 △495,633 △459,865

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △110,753 193,426

その他の包括利益合計 △110,753 193,426

四半期包括利益 △606,386 △266,439

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △606,386 △266,439

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１四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年６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（△） △681,484 △710,109

減価償却費 193,519 206,670

固定資産除却損 544 791

減損損失 － 1,834

投資有価証券評価損益（△は益） 1,080 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △9,576 967

賞与引当金の増減額（△は減少） △312,656 △293,543

退職給付引当金の増減額（△は減少） 14,532 △180,083

受取利息及び受取配当金 △7,985 △6,778

支払利息 8,268 2,020

売上債権の増減額（△は増加） 1,720,221 1,492,245

たな卸資産の増減額（△は増加） △391,913 △527,674

仕入債務の増減額（△は減少） △400,474 △295,635

未払消費税等の増減額（△は減少） △1,053 54,949

役員退職慰労未払金の増減額（△は減少） － △4,413

その他 △91,961 70,905

小計 41,062 △187,855

利息及び配当金の受取額 47,293 36,241

利息の支払額 △9,575 △708

法人税等の支払額 △558,263 △71,362

営業活動によるキャッシュ・フロー △479,482 △223,684

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 △2,748 △2,702

有形固定資産の取得による支出 △91,594 △555,031

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 △2,665 △3,950

投融資による支出 △4,146 △2,302

投融資の回収による収入 13,245 3,699

投資活動によるキャッシュ・フロー △87,378 △560,285

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） － 400,000

長期借入れによる収入 － 400,000

リース債務の返済による支出 △10,449 △14,918

自己株式の純増減額（△は増加） △401 14,224

配当金の支払額 △548,256 △547,001

財務活動によるキャッシュ・フロー △559,106 252,305

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,125,966 △531,664

現金及び現金同等物の期首残高 5,178,916 1,972,897

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,052,949 1,441,233
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

  

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間（自  平成24年４月１日  至  平成24年６月30日） 

  

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 

該当事項はありません。 

  

（４）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

（セグメント情報等）

【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(注)

計

売上高

  外部顧客への売上高 4,221,313 1,721,801 777,299 164,948 195,566 7,080,927 7,080,927

  セグメント間の内部 
売上高又は振替高

－ 43,376 － 44,503 － 87,878 87,878

計 4,221,313 1,765,176 777,299 209,450 195,566 7,168,805 7,168,805

セグメント利益 
又は損失(△)

△318,541 52,469 △30,671 130,461 1,393 △164,888 △164,888

利    益 金    額

報告セグメント計 △164,888

全社費用（注） △522,208

四半期連結損益及び包括利益計算書の営業損失(△) △687,097
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Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自  平成25年４月１日  至  平成25年６月30日） 

  

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１四半期連結累計期間においては、1,834千円であります。  

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 4,016,335 1,756,840 774,777 199,916 201,613 6,949,480 6,949,480

  セグメント間の内部 
売上高又は振替高

－ 54,206 － 52,206 － 106,412 106,412

計 4,016,335 1,811,045 774,777 252,122 201,613 7,055,892 7,055,892

セグメント利益 
又は損失(△）

△403,661 76,801 △29,204 95,763 2,291 △258,010 △258,010

利    益 金    額

報告セグメント計 △258,010

全社費用（注） △516,671

四半期連結損益及び包括利益計算書の営業損失(△) △774,681
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