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1.  平成21年3月期第1四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年6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3月期第1四半期 4,357 ― 119 ― 115 ― 110 ―

20年3月期第1四半期 4,143 0.3 57 △20.9 48 △28.8 43 △18.2

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3月期第1四半期 5.27 ―

20年3月期第1四半期 2.07 ―

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3月期第1四半期 12,970 2,396 18.5 114.22
20年3月期 13,058 2,230 17.1 106.29

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  2,396百万円 20年3月期  2,230百万円

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3月期 ― ― ― 0.00 0.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ― ― 0.00 0.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3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 8,700 ― 220 ― 200 ― 150 ― 7.15
通期 17,700 0.8 350 △0.4 300 △1.9 250 36.7 11.91

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）  無  

(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、3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、3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)上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の実績等は、業績の変化等によ
り、上記予想数値と異なる場合があります。なお、業績予想に関する事項は、2ページ 【定性的情報・財務諸表等】 3．連結業績予想に関する定性的情報 をご覧くださ
い。 
(2)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。  

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3月期第1四半期  21,039,480株 20年3月期  21,039,480株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  54,758株 20年3月期  52,998株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期  20,985,824株 20年3月期第1四半期  20,994,021株
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・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
　

当第１四半期における我が国の経済は、原油価格や穀物価格の高騰に伴う原材料価格の上昇により企業収
益への影響が懸念され、将来の増税や年金問題など先行き不透明感の広がりがみられました。このような中、
北海道経済につきましては、依然として全国水準を下回る雇用や所得水準が続く、厳しい経済環境にありま
した。
当業界におきましては、小麦の政府売渡価格が平成20年４月に30％引き上げられたほか、油脂類、乳製品

などの主要原材料価格の上昇や燃料価格の上昇、食の安全・安心の確保に要するコストが増加する大変厳し
い経営環境にありました。
このような状況に対し当社グループといたしましては、平成19年度より実施している第２次中期経営計画

の基本方針である「市場適合」と「変革」に基づく施策を実践して行くことで安定的な収益確保を目指して
おります。
当第１四半期におきましては、原材料価格上昇への対応といたしまして、平成20年５月16日より一部製品

の規格変更、同年６月１日より一部製品の価格改定を実施するとともに、併せて顧客価値に基づく価格設定
や品質改善、商品開発を行い売上高の確保に努めてまいりました。
商品政策といたしましては、食パン部門では、主力である「絹艶(きぬつや)」のコミュニケーション戦略

の強化を図りシェアを維持したほか、６月には「十勝バター食パン スリムパック(４)」を発売し、「十勝バ
ター食パン」のラインナップを強化いたしました。また菓子パン部門においては、主力の「ラブラブサン
ド」シリーズに惣菜系の「e－dish」シリーズを追加するなど品揃えの強化を図り数量の確保に努めてまい
りました。
更に、業務改善活動の深化と継続による効率化の効果が引き続き顕在化したことなどもあり、収益面にお

ける改善を進めることができました。この結果、当第１四半期の連結業績につきましては、売上高4,357百万
円、経常利益115百万円、四半期純利益110百万円と前年より上回ることができました。
今後の見通しといたしましては、原材料価格の上昇圧力は一層高まり、更に生活物資の価格上昇による個

人消費の低迷などにより経営環境は厳しいものと予想されます。当社といたしましては、このような中でも
安定的な収益確保を行うため、引き続き第２次中期経営計画を着実に推進し、生産ラインや商品毎の収益管
理の継続による効率化を進めるとともに、品質管理体制としてAIB(American Institute of Baking)に基づく
管理を全工場で継続し、あわせてISO 9001の品質管理マネジメントシステムを取入れるなどの強化を図りつ
つ、顧客価値に基づく商品開発や品質改善に注力し、業績確保に向けて努力してまいりたいと存じます。

　

2. 連結財政状態に関する定性的情報
　
①資産、負債及び純資産の状況
連結貸借対照表の内容について、前連結会計年度末との比較で重要な変動はありませんが、投資有価証券

が時価評価により増加し、借入金が返済に伴い199百万円減少しております。
　
②キャッシュ・フローの状況
当第１四半期連結会計期間末における連結ベースの現金及び現金同等物は、1,584百万円(前連結会計年度

末1,655百万円)となりました。
　
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、329百万円の増加となりました。主にパン・菓子部門の売上高の増

加、業務改善活動の深化と継続等による収益改善の効果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)
投資活動によるキャッシュ・フローは、200百万円の減少となりました。主に設備投資による支出であり

ます。
　
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、199百万円の減少となりました。主に借入金の返済によるものであ

ります。
　

3. 連結業績予想に関する定性的情報
　

平成21年３月期の業績予想につきましては、平成20年５月16日に「平成20年３月期決算短信」にて公表い
たしました業績予想に変更はありません。
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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)

該当事項はありません。

(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
　

一般債権の貸倒見積高の算定方法
当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと

認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。
　

棚卸資産の評価方法
棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額等を見積り、

簿価切下げを行う方法によっております。

(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
　

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。

　
「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第９号)

を当第１四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、原価法から原価法(収益性の低下による簿
価切下げの方法)に変更しております。これによる売上総利益、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半
期純利益に与える影響は軽微であります。
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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：千円）

当第１四半期連結会計期間末

(平成20年６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３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,584,987 1,655,902

受取手形及び売掛金 1,802,634 2,017,764

商品 9,032 5,156

販売用不動産 162,020 162,915

製品 167,748 45,528

原材料 101,355 89,985

副材料 59,685 51,002

仕掛品 32,927 23,777

貯蔵品 5,339 6,053

繰延税金資産 235,958 227,979

その他 83,722 87,602

貸倒引当金 △2,403 △2,148

流動資産合計 4,243,009 4,371,521

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,589,390 1,585,093

機械装置及び運搬具（純額） 1,537,861 1,574,655

土地 4,737,683 4,737,683

その他（純額） 67,932 65,593

有形固定資産合計 7,932,867 7,963,026

無形固定資産

その他 19,450 15,669

無形固定資産合計 19,450 15,669

投資その他の資産

投資有価証券 695,045 629,112

長期貸付金 6,165 6,260

その他 139,714 136,244

貸倒引当金 △65,991 △63,238

投資その他の資産合計 774,934 708,379

固定資産合計 8,727,252 8,687,075

資産合計 12,970,262 13,058,597
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（単位：千円） 

当第１四半期連結会計期間末

(平成20年６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３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 2,367,416 2,230,710

短期借入金 1,750,000 1,750,000

1年内返済予定の長期借入金 854,150 878,400

未払法人税等 7,537 20,677

賞与引当金 89,593 192,779

その他 922,149 986,460

流動負債合計 5,990,846 6,059,027

固定負債

長期借入金 1,207,300 1,382,400

繰延税金負債 50,430 42,978

再評価に係る繰延税金負債 1,609,231 1,609,231

退職給付引当金 1,569,262 1,588,890

役員退職慰労引当金 19,498 18,570

その他 126,795 126,795

固定負債合計 4,582,518 4,768,865

負債合計 10,573,364 10,827,893

純資産の部

株主資本

資本金 1,051,974 1,051,974

利益剰余金 △1,154,254 △1,264,941

自己株式 △6,700 △6,503

株主資本合計 △108,980 △219,470

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 160,062 104,359

土地再評価差額金 2,345,816 2,345,816

評価・換算差額等合計 2,505,878 2,450,175

純資産合計 2,396,897 2,230,704

負債純資産合計 12,970,262 13,058,597
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(2) 【四半期連結損益計算書】

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間

(自 平成20年４月１日

 至 平成20年６月30日)

売上高 4,357,219

売上原価 3,334,448

売上総利益 1,022,771

販売費及び一般管理費

販売費 744,716

一般管理費 158,288

販売費及び一般管理費合計 903,005

営業利益 119,766

営業外収益

受取利息 50

受取配当金 6,783

その他 8,126

営業外収益合計 14,960

営業外費用

支払利息 19,532

その他 2

営業外費用合計 19,535

経常利益 115,191

特別利益

固定資産売却益 245

特別利益合計 245

特別損失

固定資産売却損 222

固定資産除却損 8,780

特別損失合計 9,003

税金等調整前四半期純利益 106,433

法人税、住民税及び事業税 3,725

法人税等調整額 △7,978

法人税等合計 △4,253

四半期純利益 110,686
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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）

当第１四半期連結累計期間

(自 平成20年４月１日

 至 平成20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利益 106,433

減価償却費 112,250

貸倒引当金の増減額（△は減少） 3,008

賞与引当金の増減額（△は減少） △103,186

退職給付引当金の増減額（△は減少） △19,627

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 928

固定資産売却損益（△は益） △22

固定資産除却損 8,780

受取利息及び受取配当金 △6,833

支払利息 19,532

売上債権の増減額（△は増加） 215,129

たな卸資産の増減額（△は増加） △153,689

仕入債務の増減額（△は減少） 136,706

未払消費税等の増減額（△は減少） △8,252

その他 38,304

小計 349,462

利息及び配当金の受取額 6,833

利息の支払額 △13,886

法人税等の支払額 △13,232

営業活動によるキャッシュ・フロー 329,177

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出 △199,026

固定資産の売却による収入 1,699

投資有価証券の取得による支出 △2,777

貸付けによる支出 △2,574

貸付金の回収による収入 2,132

投資活動によるキャッシュ・フロー △200,545

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出 △199,350

自己株式の取得による支出 △196

財務活動によるキャッシュ・フロー △199,546

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △70,915

現金及び現金同等物の期首残高 1,655,902

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,584,987
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日糧製パン㈱(2218)平成21年３月期 第１四半期決算短信

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。

(4) 継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。
　

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

該当事項はありません。
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日糧製パン㈱ （2218） 平成21年３月期　第１四半期決算短信

「参考資料」

前四半期にかかる財務諸表

（要約）四半期連結損益計算書

（単位：千円未満切捨）

金   額 百分比
%

4,143,278 100.0

3,176,470 76.7

966,808 23.3

909,788 21.9

57,019 1.4

9,974 0.2

18,918 0.4

48,076 1.2

627 0.0 

947 0.0 

47,756 1.2

3,677 0.1

665 0.0 
43,413 1.1

法 人 税 等 調 整 額

経 常 利 益

特 別 利 益

法人税､住民税及び
事 業 税

税金等調整前四半期純利益

営 業 外 費 用

売 上 高

四 半 期 純 利 益

特 別 損 失

自 平成19年4月 1日
至 平成19年6月30日

前第１四半期間

売 上 原 価

科         目

売 上 総 利 益

販売費及び一般管理費

営 業 利 益

営 業 外 収 益
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