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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4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 ％

22年3月期第2四半期 8,625 △3.0 158 △31.1 147 △31.2 95 △45.6

21年3月期第2四半期 8,896 ― 230 ― 213 ― 175 ―

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

22年3月期第2四半期 4.54 ―

21年3月期第2四半期 8.35 ―

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

22年3月期第2四半期 12,870 2,401 18.7 114.52
21年3月期 12,479 2,252 18.1 107.38

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  2,401百万円 21年3月期  2,252百万円

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

21年3月期 ― ― ― 0.00 0.00
22年3月期 ― ―

22年3月期 
（予想）

― 0.00 0.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22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 18,000 1.0 300 9.0 250 5.5 150 25.8 7.15
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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）  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、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） 

(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 

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、
実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用に当たっての注意事項等について
は、4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。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第2四半期 21,039,480株 21年3月期  21,039,480株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  66,367株 21年3月期  61,678株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第2四半期 20,974,405株 21年3月期第2四半期 20,984,594株
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当第２四半期連結累計期間(平成21年４月１日～９月30日)におけるわが国の経済は、世界的な金融危機

と景気後退による企業収益の悪化や雇用、所得環境が低迷する先行きの不透明感から個人消費が減少する
厳しい状況が続きました。当業界におきましては、小麦粉を主とした原材料の一部価格に値下がりはあり
ましたが、消費者の生活防衛や節約意識の高まりから低価格志向が一層強まるという傾向が見られ、企業
を取り巻く環境は大変厳しいものがございました。 
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。 
当期間における製品施策といたしましては、原材料価格値下がりへの消費者還元策として主力の食パン

「絹艶」など一部製品の価格改定を実施する一方で、北海道産原料を使用した新製品の投入や、旬の素材
を意識した製品を継続して発売、消費者にとって価値のある製品開発を推し進め、販売数量の確保に努め
ました。また、AIBフードセーフティに基づく食品安全管理システムへの取り組みに加え、本年４月には
ISO 9001の品質マネジメントシステムの認証を取得し、より安全な製品の提供を図るための体制を強化し
てまいりました。さらに、収益改善を目的とした生産工程におけるさまざまなロス低減活動の推進、全社
的な業務改善活動を深化させ、「安全・安心」、「効率化」のキーワードを意識した取り組みを行ってま
いりました。 
なお、当社は本年８月３日、山崎製パン株式会社との間で、両社のブランド価値を維持・向上させると

ともに、シナジー効果の発揮による企業価値を向上させることを目的とした業務資本提携契約を締結し、
製品の品質と売上の向上、食品安全衛生管理体制の整備・強化をはじめとする諸施策についての取り組み
を開始いたしました。 
当第２四半期累計期間の連結業績につきましては、原材料費や燃料費の低下により売上原価率の低減は

図られましたが、販売価格の下落が当初見込み以上に厳しいものとなった結果、売上高8,625百万円(前年
同期比3.0％減)、経常利益147百万円(同31.2％減)、四半期純利益は95百万円(同45.6％減)となりまし
た。 

  

  
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、一部季節的要因による変動はありますが、前連結会計年度末と

の比較で重要な変動はありません。 
  

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、1,927百万円(前連結会計年

度末1,302百万円)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、474百万円の増加に止まりました。価格改定及び競争激化によ

る販売価格の下落に伴う売上減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、231百万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、381百万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。 
  

・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
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今後の業績見通しにつきましては、一部で業況改善の声が聞こえるものの、先行きに対する不安感は依

然として強く、とりわけ個人消費については生活防衛意識や節約志向が継続され、引続き低迷するものと
予想されます。当業界におきましては円高による小麦粉をはじめとする輸入原材料価格の値下げ期待はあ
るものの、原油価格の高騰や天候不良による北海道産原材料の上昇が懸念されるなど原材料価格の見通し
が不透明であることに加え、流通業界の再編を含めた変化や消費者ニーズの多様化により販売競争が激化
し、さらに厳しい経営環境が続くものと予想されます。 
このような中、当社といたしましては、山崎製パン株式会社との業務資本提携契約に基づくシナジー効

果の発揮に向けたさまざまな取り組みを推し進め、引続きお客様に支持される安全・安心で価値のある製
品とサービスの提供を図り収益の確保に向けて鋭意取り組んでまいる所存であります。 
平成22年３月期の予想数値につきましては、平成21年５月15日に「平成21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。 
  
  

  
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。 
  
  

  
該当事項はありません。 

  
  

3. 連結業績予想に関する定性的情報

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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,927,375 1,302,711

受取手形及び売掛金 1,734,493 1,959,897

商品及び製品 39,631 36,674

販売用不動産 158,967 159,140

仕掛品 29,095 25,500

原材料及び貯蔵品 159,564 159,049

繰延税金資産 159,366 135,116

その他 92,404 78,102

貸倒引当金 △2,675 △3,021

流動資産合計 4,298,223 3,853,172

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,591,103 1,608,649

機械装置及び運搬具（純額） 1,505,609 1,556,377

土地 4,737,683 4,737,683

その他（純額） 93,463 92,733

有形固定資産合計 7,927,860 7,995,444

無形固定資産   

その他 60,878 51,832

無形固定資産合計 60,878 51,832

投資その他の資産   

投資有価証券 458,907 425,386

長期貸付金 4,405 4,655

繰延税金資産 57,477 87,464

その他 126,565 125,963

貸倒引当金 △63,458 △63,980

投資その他の資産合計 583,898 579,489

固定資産合計 8,572,636 8,626,766

資産合計 12,870,860 12,479,938
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（単位：千円）

当第２四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21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,170,932 2,257,618

短期借入金 1,750,000 1,650,000

1年内返済予定の長期借入金 748,100 790,550

未払法人税等 15,551 22,321

賞与引当金 169,586 163,201

その他 841,567 889,308

流動負債合計 5,695,737 5,772,999

固定負債   

長期借入金 1,615,800 1,291,850

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 1,517,632 1,524,719

役員退職慰労引当金 29,085 26,950

その他 1,545 1,545

固定負債合計 4,773,294 4,454,296

負債合計 10,469,031 10,227,295

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,051,974 1,051,974

利益剰余金 △1,050,433 △1,145,729

自己株式 △7,807 △7,377

株主資本合計 △6,266 △101,132

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 62,278 7,958

土地再評価差額金 2,345,816 2,345,816

評価・換算差額等合計 2,408,094 2,353,774

純資産合計 2,401,828 2,252,642

負債純資産合計 12,870,860 12,479,938
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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）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 8,896,476 8,625,909

売上原価 6,896,229 6,623,824

売上総利益 2,000,247 2,002,084

販売費及び一般管理費   

販売費 1,461,122 1,511,815

一般管理費 308,268 331,317

販売費及び一般管理費合計 1,769,390 1,843,133

営業利益 230,856 158,951

営業外収益   

受取利息 1,488 241

受取配当金 6,783 4,926

受取分配金 － 9,199

その他 14,578 9,451

営業外収益合計 22,850 23,818

営業外費用   

支払利息 39,846 35,563

その他 3 5

営業外費用合計 39,849 35,568

経常利益 213,857 147,201

特別利益   

固定資産売却益 414 922

投資有価証券売却益 － 17,023

特別利益合計 414 17,946

特別損失   

固定資産売却損 309 361

固定資産除却損 27,178 43,930

減損損失 3,360 －

投資有価証券評価損 31,350 43,378

特別損失合計 62,198 87,670

税金等調整前四半期純利益 152,073 77,477

法人税、住民税及び事業税 7,158 7,025

法人税等調整額 △30,232 △24,843

法人税等合計 △23,073 △17,817

四半期純利益 175,147 95,295
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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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４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利益 152,073 77,477

減価償却費 231,638 240,380

減損損失 3,360 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 588 △868

賞与引当金の増減額（△は減少） △22,385 6,385

退職給付引当金の増減額（△は減少） △20,261 △7,086

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 1,929 2,135

投資有価証券売却損益（△は益） － △17,023

投資有価証券評価損益（△は益） 31,350 43,378

固定資産売却損益（△は益） △105 △560

固定資産除却損 27,178 27,185

受取利息及び受取配当金 △8,271 △5,167

支払利息 39,846 35,563

売上債権の増減額（△は増加） 269,030 225,404

たな卸資産の増減額（△は増加） △12,837 △6,894

仕入債務の増減額（△は減少） 61,494 △86,686

未払消費税等の増減額（△は減少） △24,492 12,726

その他 △63,756 △27,938

小計 666,379 518,410

利息及び配当金の受取額 8,271 5,167

利息の支払額 △33,052 △35,490

法人税等の支払額 △13,513 △13,340

営業活動によるキャッシュ・フロー 628,084 474,747

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 △258,550

固定資産の売却による収入 2,374 2,122

投資有価証券の取得による支出 △4,995 △1,707

投資有価証券の売却による収入 － 26,732

貸付けによる支出 △2,574 －

貸付金の回収による収入 2,781 250

投資活動によるキャッシュ・フロー △302,796 △231,153

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） － 100,000

長期借入れによる収入 700,000 700,000

長期借入金の返済による支出 △445,200 △418,500

自己株式の取得による支出 △390 △429

財務活動によるキャッシュ・フロー 254,409 381,070

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 579,697 624,664

現金及び現金同等物の期首残高 1,655,902 1,302,711

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,235,600 1,927,375
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該当事項はありません。 

  
  

  

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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６．その他の情報

（四半期連結損益計算書関係注記）

当第２四半期連結累計期間

　固定資産除却損には撤去・解体費用が含まれております。

（販売の状況）

販売実績

(単位：千円未満切捨)

項      目 自　平成20年 4 月 1 日 自　平成21年 4 月 1 日

至　平成20年 9 月30日 至　平成21年 9 月30日

金　　　額 構成比 金　　　額 構成比 金　　　額 増減率
% % %

パ ン 部 門

1,465,585 16.5 1,352,913 15.7 △ 112,672 △  7.7
3,465,714 38.9 3,534,228 41.0 68,514 2.0

632,563 7.1 613,009 7.1 △ 19,554 △  3.1
5,563,862 62.5 5,500,151 63.8 △ 63,711 △  1.2
1,621,476 18.2 1,678,099 19.4 56,623 3.5

439,930 5.0 510,454 5.9 70,524 16.0
2,061,407 23.2 2,188,553 25.3 127,146 6.2
7,625,270 85.7 7,688,705 89.1 63,435 0.8

その他の部門
798,163 9.0 775,009 9.0 △ 23,154 △  2.9
473,042 5.3 162,194 1.9 △ 310,848 △  65.7

1,271,206 14.3 937,204 10.9 △ 334,002 △  26.3

8,896,476 100.0 8,625,909 100.0 △ 270,567 △  3.0

(注) 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。

合 計

そ の 他
そ の 他 合 計

パ ン ・ 菓 子 計

米 飯 類

和 菓 子
洋 菓 子

食 パ ン

そ の 他 パ ン
パ ン 計

菓 子 計

菓 子 パ ン

当第２四半期連結累計期間

比　較　増　減

前第２四半期連結累計期間
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