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1.  平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20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3月期第2四半期 8,896 ― 230 ― 213 ― 175 ―

20年3月期第2四半期 8,582 1.7 195 31.6 171 14.3 13 △46.7

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2四半期 8.35 ―

20年3月期第2四半期 0.62 ―

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2四半期 13,427 2,395 17.8 114.16
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2四半期  2,395百万円 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 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 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第2四半期  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2四半期  56,655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2四半期  20,984,594株 20年3月期第2四半期  20,992,630株
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当第２四半期累計期間におけるわが国の経済は、米国経済の減速の影響を受け、原油価格の乱高下や円

高基調などもあり、国内景気は企業の輸出や生産、個人消費などが悪化し後退局面が鮮明になってまいり
ました。北海道におきましては、依然として全国水準を下回る雇用や所得水準が続き、厳しい経済環境に
ありました。 
当業界におきましては、主要原材料である小麦粉をはじめ、油脂類、乳製品、包装資材、燃料費や物流

費など広く単価が上昇、収益が圧迫されるなか生活物資の価格上昇や同時に「食の安全」を脅かす事件等
もあいまって消費者マインドの冷え込みが顕在化する厳しい環境にありました。 
このような経営環境のもと当社グループは、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いくことで安定的な収益確保を目指してまいりました。原材料価格上昇への
対応といたしましては、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、顧客価値に基づく価格設定や品質改善、商品開発に努めてまいりました。 
商品政策といたしましては、食パンでは主力である『絹艶(きぬつや)』と「十勝バター食パン」にお買

い求めやすい量の「スリムパック」の投入によるラインナップの強化、また菓子パンでは「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、「北の国のベーカリー」シリーズの全面的なリニ
ューアルなどにより売上高の確保に努めてまいりました。 
同時にあらゆる部門における業務改善活動の深化と継続、生産ラインや商品毎の収益管理の継続等の効

率化をはかり、収益面でも改善をはかることができました。 
このような状況のもと、当第２四半期累計期間の連結業績につきましては、売上高8,896百万円(前年同

期比3.7％増)、経常利益213百万円(同24.3％増)、四半期純利益は175百万円となりました。 
※前年同期比増減率につきましては、参考として記載しております。 

  

  
①資産、負債及び純資産の状況 
四半期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概括いたしますと、資産の部にお

きましては、季節的要因による売掛債権の減少(回収)、借入金の借入・返済の進捗状況による影響、加え
て計画に沿った収益が確保できたことに伴い、現金及び預金が579百万円増加しております。負債の部に
おきましては、借入・返済の進捗状況による影響から、借入金が短期・長期をあわせて254百万円増加し
ております。 

  
②キャッシュ・フローの状況 
当第２四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、2,235百万円(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、628百万円の増加となりました。原材料等のコスト上昇があり

ましたが、パン・菓子部門で売上高が確保され、結果的に計画に沿った収益が確保できたことによるもの
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、302百万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、254百万円の増加となりました。借入金の借入・返済の進捗に

よるものであります。 

  

  
通期の業績見通しといたしましては、景気の減速や生活物資の上昇、食の安全・安心に対する事件の続

発などによる個人消費の低迷が予想され、原材料単価等の更なる上昇など、当社を取り巻く環境は依然と
して厳しい状況が続くものと思われます。 
このような環境のもと当社グループは、第２次中期経営計画を着実に推進するとともに、ISO 9001の認

証取得を通じて品質保証体制の強化を図るほか、全社的な業務の効率化や工程ロスの低減を更に徹底して
行い、変化する顧客価値に対応するため諸原材料の見直しや製品規格の見直しなどを含めた商品開発や品
質改善に注力し、業績確保を目指してあらゆる努力をしてまいりたいと存じます。 
平成21年３月期の予想数値につきましては、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。 
  

・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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該当事項はありません。 
  

  

  
一般債権の貸倒見積高の算定方法 
当第２四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。 
  

固定資産の減価償却の算定方法 
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定する

方法によっております。 
  
  

  
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。 

  
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」(企業会計基準委員会 平成５年６月17日
最終改正平成19年３月30日 企業会計基準第13号)及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」(企
業会計基準委員会 平成６年１月18日 最終改正平成19年３月30日 企業会計基準適用指針第16号)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、平成20年４月１日以降にリース取引開始となる契約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。 
 また、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、残存価額をゼロとする定額法を採用しております。 
 なお、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常
の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を引き続き採用しております。 
 これによる損益に与える影響はありません。 

  

(追加情報) 

平成20年度の法人税法改正を契機に有形固定資産の耐用年数を見直し、当第１四半期連結会計期間か
ら、機械装置等の耐用年数を変更しております。 
 この結果、従来と同一の方法を採用した場合と比べ、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純
利益は、それぞれ13,513千円増加しております。 

  

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：千円） 

当第２四半期連結会計期間末 
(平成20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３月31日) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 2,235,600 1,655,902 

受取手形及び売掛金 1,748,733 2,017,764 

商品 5,076 5,156 

販売用不動産 162,020 162,915 

製品 39,970 45,528 

原材料 96,540 89,985 

副材料 61,321 51,002 

仕掛品 26,339 23,777 

貯蔵品 5,989 6,053 

繰延税金資産 258,212 227,979 

その他 119,010 87,602 

貸倒引当金 △2,340 △2,148 

流動資産合計 4,756,475 4,371,521 

固定資産 

有形固定資産 

建物及び構築物（純額） 1,590,720 1,585,093 

機械装置及び運搬具（純額） 1,573,992 1,574,655 

土地 4,737,683 4,737,683 

その他（純額） 84,997 65,593 

有形固定資産合計 7,987,395 7,963,026 

無形固定資産 

その他 34,644 15,669 

無形固定資産合計 34,644 15,669 

投資その他の資産 

投資有価証券 574,743 629,112 

長期貸付金 5,752 6,260 

その他 132,100 136,244 

貸倒引当金 △63,634 △63,238 

投資その他の資産合計 648,962 708,379 

固定資産合計 8,671,001 8,687,075 

資産合計 13,427,477 13,058,597 
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（単位：千円） 

当第２四半期連結会計期間末 
(平成20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３月31日) 

負債の部 

流動負債 

支払手形及び買掛金 2,292,205 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 851,700 878,400 

未払法人税等 15,015 20,677 

賞与引当金 170,394 192,779 

その他 1,064,033 986,460 

流動負債合計 6,143,348 6,059,027 

固定負債 

長期借入金 1,663,900 1,382,400 

繰延税金負債 24,929 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 1,568,628 1,588,890 

役員退職慰労引当金 20,499 18,570 

その他 1,445 126,795 

固定負債合計 4,888,634 4,768,865 

負債合計 11,031,982 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 △1,089,793 △1,264,941 

自己株式 △6,894 △6,503 

株主資本合計 △44,714 △219,470 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 94,393 104,359 

土地再評価差額金 2,345,816 2,345,816 

評価・換算差額等合計 2,440,209 2,450,175 

純資産合計 2,395,495 2,230,704 

負債純資産合計 13,427,477 13,058,597 
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(2) 【四半期連結損益計算書】

【第２四半期連結累計期間】 

（単位：千円） 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日) 

売上高 8,896,476 

売上原価 6,896,229 

売上総利益 2,000,247 

販売費及び一般管理費 

販売費 1,461,122 

一般管理費 308,268 

販売費及び一般管理費合計 1,769,390 

営業利益 230,856 

営業外収益 

受取利息 1,488 

受取配当金 6,783 

その他 14,578 

営業外収益合計 22,850 

営業外費用 

支払利息 39,846 

その他 3 

営業外費用合計 39,849 

経常利益 213,857 

特別利益 

固定資産売却益 414 

特別利益合計 414 

特別損失 

固定資産売却損 309 

固定資産除却損 27,178 

減損損失 3,360 

投資有価証券評価損 31,350 

特別損失合計 62,198 

税金等調整前四半期純利益 152,073 

法人税、住民税及び事業税 7,158 

法人税等調整額 △30,232 

法人税等合計 △23,073 

四半期純利益 175,147 
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
至 平成20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利益 152,073 

減価償却費 231,638 

減損損失 3,360 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 588 

賞与引当金の増減額（△は減少） △22,385 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △20,261 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 1,929 

投資有価証券評価損益（△は益） 31,350 

固定資産売却損益（△は益） △105 

固定資産除却損 27,178 

受取利息及び受取配当金 △8,271 

支払利息 39,846 

売上債権の増減額（△は増加） 269,030 

たな卸資産の増減額（△は増加） △12,837 

仕入債務の増減額（△は減少） 61,494 

未払消費税等の増減額（△は減少） △24,492 

その他 △63,756 

小計 666,379 

利息及び配当金の受取額 8,271 

利息の支払額 △33,052 

法人税等の支払額 △13,513 

営業活動によるキャッシュ・フロー 628,084 

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 △300,382 

固定資産の売却による収入 2,374 

投資有価証券の取得による支出 △4,995 

貸付けによる支出 △2,574 

貸付金の回収による収入 2,781 

投資活動によるキャッシュ・フロー △302,796 

財務活動によるキャッシュ・フロー 

長期借入れによる収入 700,000 

長期借入金の返済による支出 △445,200 

自己株式の取得による支出 △390 

財務活動によるキャッシュ・フロー 254,409 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 579,697 

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 2,235,600 
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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。 

  

  

当第２四半期連結会計期間(自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日) 

該当事項はありません。 

  

  

当第２四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日) 

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) 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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【参考】 

前中間連結損益計算書 

 
前中間連結会計期間 

(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

区分 金額(千円) 
百分比
(％)

Ⅰ 売上高  8,582,746 100.0

Ⅱ 売上原価  6,594,912 76.8

売上総利益  1,987,834 23.2

Ⅲ 販売費及び一般管理費  

１ 販売費 1,489,150 

２ 一般管理費 303,383 1,792,533 20.9

営業利益  195,300 2.3

Ⅳ 営業外収益  

１ 受取利息 1,378 

２ 受取配当金 5,986 

３ 賃貸収入 2,026 

４ 保険金収入 168 

５ その他 7,203 16,761 0.2

Ⅴ 営業外費用  

１ 支払利息 40,077 

２ その他 2 40,080 0.5

経常利益  171,981 2.0

Ⅵ 特別利益  

１ 固定資産売却益 2,163 

２ 貸倒引当金戻入額 5,681 

３ 退職給付引当金 
  戻入額 

425 8,270 0.1

Ⅶ 特別損失  

１ 固定資産除却損 19,235 

２ 減損損失 117,773 

３ 投資有価証券評価損 595 

４ 投資有価証券清算損 116 

５ 役員退職慰労金 11,631 

６ 過年度役員退職慰労 
  引当金繰入額 

16,170 165,522 1.9

税金等調整前 
中間(当期)純利益 

 14,729 0.2

法人税、住民税 
及び事業税 

7,009 

法人税等調整額 △5,377 1,632 0.0

中間(当期)純利益  13,097 0.2
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前中間連結キャッシュ・フロー計算書 

 
前中間連結会計期間 

(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

区分 金額(千円) 

Ⅰ 営業活動による 
キャッシュ・フロー 

税金等調整前中間(当期)純利益 14,729

減価償却費 248,163

減損損失 117,773

貸倒引当金の増減額(減少：△) △5,604

賞与引当金の増減額(減少：△) 19,310

退職給付引当金の増減額(減少：△) △19,473

役員退職慰労引当金の増減額(減少：△) 17,370

投資有価証券評価損 595

投資有価証券清算損 116

固定資産売却益 △2,163

固定資産除却損 19,235

受取利息及び受取配当金 △7,364

支払利息 40,077

売上債権の増減額(増加：△) 88,141

たな卸資産の増減額(増加：△) 20,162

仕入債務の増減額(減少：△） 37,151

未払消費税等の増減額(減少：△) 23,204

その他 △8,184

小計 603,242

利息及び配当金の受取額 7,364

利息の支払額 △41,021

法人税等の支払額 △13,344

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

556,240

Ⅱ 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 △269,746

固定資産の売却による収入 4,850

投資有価証券の取得による支出 △6,094

投資有価証券の清算による収入 383

貸付による支出 △2,038

貸付金の回収による収入 1,024

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

△271,620

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額(減少：△) △50,000

長期借入による収入 700,000

長期借入金の返済による支出 △417,418

自己株式の取得による支出 △561

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

232,020

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 ―

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額(減少：△) 516,640

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 1,665,564

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高 2,182,205
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６．その他の情報

販売の状況

販売実績
（単位：千円未満切捨）

項      目

金　　　額 構成比 金　　　額 構成比 増減率
% % %

パ ン 部 門
1,216,112 14.2 1,465,585 16.5 249,473 20.5
3,318,689 38.7 3,465,714 38.9 147,025 4.4

629,776 7.3 632,563 7.1 2,787 0.4
5,164,578 60.2 5,563,862 62.5 399,284 7.7
1,617,256 18.9 1,621,476 18.2 4,220 0.3

441,342 5.1 439,930 5.0 △ 1,412 △  0.3
2,058,598 24.0 2,061,407 23.2 2,809 0.1
7,223,177 84.2 7,625,270 85.7 402,093 5.6

その他の部門
896,785 10.4 798,163 9.0 △ 98,622 △  11.0
462,783 5.4 473,042 5.3 10,259 2.2

1,359,569 15.8 1,271,206 14.3 △ 88,363 △  6.5

8,582,746 100.0 8,896,476 100.0 313,730 3.7

(注) 1. その他パンとは、主にサンドイッチ・調理パン類であります。

菓 子 計

菓 子 パ ン

至 平成20年9月30日

比　較　増　減自 平成20年4月 1日

合 計

そ の 他
そ の 他 合 計

金　　　額

米 飯 類

和 菓 子
洋 菓 子

食 パ ン

そ の 他 パ ン
パ ン 計

パ ン ・ 菓 子 計

当第２四半期連結累計期間前中間連結会計期間
自 平成19年4月 1日

至 平成19年9月30日
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