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1.  22年3月期の連結業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期 102,179 0.9 3,766 6.0 3,585 6.5 1,559 287.2
21年3月期 101,309 4.9 3,553 157.4 3,368 197.1 402 0.3

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

22年3月期 71.67 ― 5.5 5.9 3.7
21年3月期 20.80 ― 1.7 5.8 3.5

（参考） 持分法投資損益 22年3月期  ―百万円 21年3月期  △86百万円

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 62,401 32,356 51.9 1,341.38
21年3月期 58,874 28,600 40.7 1,234.91

（参考） 自己資本   22年3月期  32,356百万円 21年3月期  23,956百万円

営業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 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円

22年3月期 6,638 △2,659 △1,316 8,858
21年3月期 6,504 △5,427 △259 6,206

2.  配当の状況 

(注）22年３月期 期末配当金の内訳 記念配当 1円00銭 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

21年3月期 ― 5.00 ― 6.00 11.00 219 52.9 0.9
22年3月期 ― 6.00 ― 7.00 13.00 268 18.1 1.0
23年3月期 

（予想）
― 6.50 ― 6.50 13.00 17.0

3.  23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23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）

 

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

48,600 3.0 1,200 9.5 1,100 9.9 180 9.1 7.46

通期 105,100 2.9 4,200 11.5 4,100 14.4 1,850 18.7 76.69

―　1　―



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、 ７ページ「企業集団の状況」をご覧ください。 

(2) 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（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

（注） 詳細は、 15ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注） 1株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、21ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 3社 （社名
北日本大潟食品株式会社、北日本
月潟食品株式会社、北日本村上食
品株式会社

）

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） 22年3月期 27,700,000株 21年3月期 20,000,000株
② 期末自己株式数 22年3月期  3,578,470株 21年3月期  600,265株

（参考）個別業績の概要 

1.  22年3月期の個別業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期 100,711 0.6 3,314 59.9 3,493 79.7 2,843 ―
21年3月期 100,081 4.4 2,072 157.5 1,944 107.3 193 △39.0

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

22年3月期 127.92 ―
21年3月期 9.68 ―

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 64,070 36,145 56.4 1,474.81
21年3月期 48,435 24,430 50.4 1,223.93

（参考） 自己資本 22年3月期  36,145百万円 21年3月期  24,430百万円

※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。 
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(1）経営成績に関する分析 

① 当連結会計年度の経営成績 

当連結会計年度におけるわが国経済は、一昨年来の世界的な金融危機の影響が残るなか、経済支援政策や輸出の

回復などから一部では緩やかな景気の持ち直し基調が伝えられているものの、全般的には企業の業績回復の足取り

は重く、設備投資の抑制、所得減少や雇用情勢にも明るさが見えず、依然として先行き不透明な状況で推移いたし

ました。 

菓子・飲料・食品業界は、安全・安心・健康への意識が高まり、高品質な商品が求められる一方で、家計所得の

伸び悩みにより、節約志向が強まり、より低価格な商品が求められるなど、個人消費の低迷が続きました。 

当社グループは、食品製造企業として安全・安心・安定および健康を基とした品質保証第一主義に徹し、実質価

値の高い商品と消費者ニーズにお応えしたサービスの提供に努めてまいりました。さらに、グループの機動的な企

業集団への再構築と体制の強化および技術・知識を集結し、社会の変化に迅速に適応するスピード化と開発水準、

技術水準の向上などを目的として、平成２１年１０月１日に新潟県内の製造工場であった連結子会社９社を吸収合

併し、新しくスタートいたしました。 

消費マインドの低下とともに低価格訴求への傾向が強まるなか、お客様の消費動向を常に捉えながら多様化する

ニーズに機敏かつ柔軟に対応し、顧客満足度の高い商品開発や需要を喚起する細やかな企画提案型営業活動の実

施、サービスの提供などに努めてまいりました。その結果、長梅雨や秋口の高温等の天候不順の影響を受けた品目

が伸び悩んだものの、ビスケット品目、チョコレート品目、スナック品目、食品品目などが伸張し、売上高は前年

同期並みの推移となりました。 

また、原材料やエネルギーの価格動向が比較的安定して推移したこと、商品の荷姿変更などによる運送費の削

減、その他コストの削減活動に努めたことなどにより、営業利益、経常利益および当期純利益は、前年同期を上回

りました。 

  

営業品目別の概況 

ビスケット、豆菓子、キャンデー、デザート品目は、合計売上高が67,646百万円となり前年同期比101.6％と

なりました。 

○ ビスケット・クッキー商品群は、クッキーとクレープを組み合せた新食感のクッキー「エルア」、ミルクチョ

コとホワイトチョコのブランチュールを詰め合せたファミリーサイズ商品「ブランチュールＦＳ」などを発売

いたしました。リニューアルした「ショコラセーヌ」や「セブーレ」などのデリシャスバリエーションシリー

ズ、安心感のあるロングセラー商品を中心に高品質と実質価値を評価いただいた袋ビスケット商品群やパッケ

ージビスケット商品群、お徳感のあるファミリーサイズ商品群などが大きく伸張いたしました。また、中華人

民共和国（以下、中国という）の国内用にプチシリーズのビスケット商品群を子会社の波路梦（長興）食品有

限公司で製造し、上海の販売会社、波路梦（上海）商貿有限公司を通して中国の主要都市を中心に販売いたし

ました。全体では前年同期を上回りました。 

半生商品群は、模様が可愛い食べきりサイズのケーキ「ふわまきミルクケーキ」「ふわまきミルクコーヒー

ケーキ」やファミリーサイズ商品群に「ガトーレーズンＦＳ」「パルショコラＦＳ」などを発売いたしまし

た。また、３種類のパウンドケーキを詰め合せたギフト商品「パウンドケーキセレクション」など新たな取り

組みも行いましたが、スイートセレクションシリーズやパッケージ商品群が伸び悩んだことなどにより前年同

期を若干下回りました。 

小麦粉せんべい商品群は、ワンポーションタイプのロアンヌ「Ｂ－３バニラロアンヌ」「Ｂ－３チョコロア

ンヌ」、プチシリーズに「プチいか」、エリーゼシリーズに「エリーゼホワイト」などを発売いたしました。

既存品の地域限定エリーゼシリーズが安定したご支持をいただいたものの、スティック商品群、パッケージ商

品群などが伸び悩み、全体では前年同期を下回りました。 

以上により、ビスケット品目全体では前年同期を上回りました。 

○ 豆菓子品目は、種類の異なるチーズ味をミックスした洋風のおつまみ商品「チーズＤｅおつまみ」がリニュー

アルにより好調に推移いたしました。ハバネロ味をミックスし辛みを効かせた夏季向け商品、受験生応援商品

や春をイメージした「桜ごのみ」などの催事企画商品などに取り組んだものの、既存品が伸び悩み前年同期を

下回りました。 

○ キャンデー品目は、ハーブエキスや乳酸菌を配合した５種類のフルーツキャンデー「キュービィロップのど

飴」、ショウガとレモン味を組み合せた「ジンジャーレモンのど飴」などを発売いたしました。企画連動の限

定商品や販売ルート限定商品にも取り組み活性化を図りましたが、既存の袋入り商品が伸び悩み前年同期を下

回りました。 

１．経営成績
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○ デザート品目は、夏場の天候不順の影響を受けたものの健康志向のニーズを捉えた、カップゼリー食後の０

（ゼロ）kcalシリーズ、ひとくちサイズのポーションデザート食べても０（ゼロ）kcalシリーズなどが好調に

推移いたしました。フルーツゼリーに野菜と食物繊維を加えた「果実野菜ゼリーアップル＆トマト」「果実野

菜ゼリーマンゴー＆キャロット」を発売いたしました。リニューアルしたくだものいっぱいゼリーシリーズや

国産果肉にこだわったギフト商品「国産果実ゼリー」「国産果実のデザートセレクション」も好評をいただ

き、全体では前年同期並みの推移となりました。 

  

米菓、スナック、チョコレート、チューインガム品目は合計売上高が28,648百万円となり前年同期比101.4％

となりました。 

○ 米菓品目は、プチシリーズに「プチうましお」「プチ海老うす焼」「プチ焼チーズせん」、チーズおかきに季

節限定の味として、青のりわさび味、明太子風味、梅しそ味などを発売し、品揃えの強化を図りました。チー

ズクリームとアーモンドをトッピングした洋風せんべい「アーモンドチーズせんＦＳ」「チーズせん」、小豆

クリームをサンドしたサクッと軽い食感の「色美月（いろみづき）桜餅風味」などの特徴ある新製品を発売す

るとともに、越後街道シリーズやプチシリーズ米菓商品群のリニューアルを行いましたが、既存品の加工米菓

などが伸び悩み前年同期を下回りました。 

○ スナック商品群は、プチポテトシリーズに「プチおさつ」「プチポテトスパイシーカレー味」などの新味を加

えました。ポテトを主体に丸粒の米を使用した新食感のスナック「香ばし屋ごま之助」、ポテルカシリーズに

新味「ポテルカ オニオンコンソメ味」を発売いたしました。スナック商品の小容量化ニーズに合ったプチポ

テトシリーズが大変好評をいただき前年同期を上回りました。 

珍味商品群はチーズ風味豊かなおつまみスナック「チーズＯＮ」を発売いたしました。 

以上により、スナック品目全体では前年同期を上回りました。 

○ チョコレート品目は、アルフォートミニチョコレートシリーズにマイルドビター、リッチミルク、バニラホワ

イト、ブランチュールミニチョコレートシリーズにミルクチョコレート、いちごチョコレート、抹茶ミルク、

クラッシュルマンドシリーズに「クラッシュルマンドホワイト」「クラッシュルマンドボール」などの新商品

を発売するとともに、各シリーズのブランド強化を図ったテレビコマーシャルを展開し大きく伸張いたしまし

た。また、体にやさしく満足感が持続するカロリーの質に着目したスローシリーズとして「スロービット」を

発売し、全体でも前年同期を上回りました。 

○ チューインガム品目は、３種類のガムを組み合せた「アソート３」にスパークル、フィーリングミントなどの

新味を加え、品揃えの充実を図りました。ショウガとレモン味を組み合せた「ジンジャーレモンガム粒」「ジ

ンジャーレモンガムボトル」を発売し、スーパーはなのどガムシリーズとともに、季節需要への対応と充実を

図りましたが、フルーツ系商品の伸び悩みにより前年同期を下回りました。 

  

飲料、食品、その他の品目は合計売上高が5,883百万円となり前年同期比91.2％となりました。 

○ 飲料品目は、ニュージーランド産の健康果実ボイセンベリー使用のオリジナルビネガーを配合した「酢てきス

タイル１２５ｍℓ」「酢てきスタイルＰＥＴ９００」を発売し、テレビコマーシャルをはじめとして果実酢を

取り入れた新しいライフスタイルの提案を行いました。また、ボイセンベリー果汁を使用したカロリーゼロの

炭酸飲料「ボイセンベリースパークリングゼロＰＥＴ５００」や砂糖ゼロのココア飲料「牛乳でおいしくまろ

やかココア砂糖ゼロＰＥＴ２７０」などの新しいおいしさに取り組みました。ミネラルウォーター商品群は、

夏場の天候不順の影響や競争激化の状況となり、全体では前年同期を下回りました。 

○ 食品品目は、冷たい牛乳に溶かして飲むボイセンベリー使用の粉末飲料「９０ｇ牛乳でおいしくミックスベリ

ー」、ココア商品「１１０ｇ牛乳でおいしくつめたいココア」を発売いたしました。また、チョコレートを溶

かして飲む粉末ココアとトリュフチョコレートの組み合せ商品「トリュフ ｄｅ ココア」をコンビニエンスス

トア向けに発売いたしました。家庭内消費の拡大などにより、お徳用サイズの「３１０ｇまろやか仕立てミル

クココア」などが好調に推移し、全体では前年同期を上回りました。 

○ その他品目では、通信販売は新規顧客の拡大や催事企画などへの取り組み、菓子、飲料、食品以外の商品も新

たに取り扱いを始め、堅調な推移となりました。また、自動販売機は、多様な商品を総合的に取り扱うプチモ

ールの設置台数の増加を図り、専用商品の開発、フルオペレーションシステムによるきめ細かいフォローの充

実などに努めました。 

  

以上の営業活動により業績の向上に努めてまいり、当連結会計年度の売上高は102,179百万円（対前年同期比

100.9％）営業利益は3,766百万円（対前年同期比106.0％）、経常利益は3,585百万円（対前年同期比106.5％）、

当期純利益は1,559百万円（対前年同期比387.2％）となりました。  
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② 翌連結会計年度の見通し 

翌連結会計年度の見通しにつきましては、アジアを中心とした海外経済の改善や政策的な経済対策などにより、

景気の持ち直し傾向が続くことが期待されるものの、デフレ懸念、個人消費の停滞、設備投資や雇用情勢の回復の

遅れなど、不安定要因があり、依然として先行き不透明な状況が続くものと予測されます。 

菓子・飲料・食品業界は、安全・安心や健康志向の高まりなどにより、お客様の価値観とニーズが変わりつつあ

ります。また、自然災害の発生等による世界規模での気候の異変が心配されており、原料である農産物の安定確保

への影響が懸念されます。 

当社グループは食品製造企業として、引き続き安全・安心・安定および健康を基とした品質保証第一主義に徹

し、世界でのバランスを考慮した安定調達の実施、原材料のトレーサビリティ、分析検査の強化など、より一層の

品質管理体制の強化、高水準維持に取り組んでまいります。心と体の健康づくりをサポートする健康増進総合支援

企業として社会への貢献をめざし、価値ある商品の提供を図ってまいります。 

具体的には、特定保健用食品・栄養機能食品、特に生活習慣病予防のため、当社グループの「薬食未病」の概念

に基づく研究開発の強化、推進を図ってまいります。さらに社会構造の変化やライフスタイルの変化による新たな

ニーズへの対応、新しい原材料開拓による高付加価値商品・差別化商品の提案、高品質で実質価値の高い商品ブラ

ンドの育成も図ってまいります。また、中国事業をはじめとしたグローバル化の推進、新チャネル事業の推進にも

取り組んでまいります。営業活動では、流通チャネル別、取引先別のニーズ・要望への積極的な企画提案や新製品

の開発を進めるとともに、販売ルートの開拓、多用途な自動販売機「プチモール」や通信販売などの展開推進、お

客様との接点である店頭を重視したマーケティング情報収集、細やかな営業活動に取り組んでまいります。 

利益につきましては、時代の変化と要請とを先取りした新たな価値の創造、コスト削減活動、経費の効率的使

用、省資源・省エネルギーの取り組み、高品質・高付加価値商品による市場の活性化と一層の販売強化などによ

り、利益の確保を図ってまいります。  

(2）財政状態に関する分析 

① 資産、負債及び純資産の状況 

当連結会計年度末の総資産は62,401百万円、対前年同期比3,527百万円の増加となりました。 

流動資産は28,939百万円、対前年同期比1,265百万円の増加となりました。これは主に、現金及び預金が増加し

たことと売上高が増加したことにより受取手形及び売掛金が増加したことによるものです。固定資産は33,462百万

円、対前年同期比2,262百万円の増加となりました。これは主に、連結子会社９社を吸収合併したことに伴いのれ

んが発生したことによるものです。 

負債合計は30,045百万円、対前年同期比227百万円の減少となりました。これは主に、借入金の返済により短期

借入金が減少したことによるものです。 

純資産は32,356百万円、対前年同期比3,755百万円の増加となりました。これは主に、当期純利益の計上などに

より利益剰余金が増加したことと、連結子会社９社を吸収合併したことに伴い資本剰余金、自己株式が増加し、少

数株主持分が減少したことによるものです。  

② キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは6,638百万円の収入（前年同期6,504百万円の収

入、対前年同期比102.1％）となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益3,442百万円と減価償却費3,476

百万円とがあったことによるものです。 

投資活動によるキャッシュ・フローは2,659百万円の支出（前年同期5,427百万円の支出、対前年同期比49.0％）

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3,288百万円があったことによるものです。 

財務活動によるキャッシュ・フローは1,316百万円の支出（前年同期259百万円の支出、対前年同期比506.6％）

となりました。これは主に、短期借入金の返済による支出1,000百万円と配当金の支払額194百万円があったことに

よるものです。 

以上の結果、現金及び現金同等物の期末残高は8,858百万円（前年同期6,206百万円、対前年同期比142.7％）と

なりました。 
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(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

自己資本比率：自己資本 ÷ 総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額 ÷ 総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債 ÷ キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー ÷ 利払い 

(注) １．各指標はいずれも連結ベースの財務数値により算出しております。 

２．株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。 

３．有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としており

ます。 

４．キャッシュ・フロー及び利払いは連結キャッシュ・フロー計算書に計上されている「営業活動によるキャッ

シュ・フロー」及び「利息の支払額」を利用しております。   

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

当社は、永続的に安定した経営基盤の確保に努め、安定配当を継続することとし、中間配当と期末配当の年２回の

剰余金の配当を行うことを基本方針としております。 

当期の配当につきましては、中間配当を、１株当たり配当金６円００銭（普通配当金５円００銭、８５周年記念配

当金１円００銭）を実施いたしました。期末配当につきましては、１株当たり配当金７円００銭（普通配当金６円０

０銭、グループ会社９社合併記念配当金１円００銭）の配当を予定しており、年間の合計配当金は、１株当たり１３

円００銭の予定です。 

次期の配当につきましては、中間配当を、１株当たり普通配当金６円５０銭、期末配当は、１株当たり普通配当金

６円５０銭の配当を予定しており、年間の合計配当金は、１株当たり１３円００銭の予定です。 

内部留保資金につきましては、同業他社との競争激化に対処し、今まで以上にコスト競争力を高めることや、消費

者ニーズに応える商品開発・技術開発及び品質保証水準の向上など有効に投資してまいりたいと存じます。 

  
第130期 

平成18年３月
第131期 

平成19年３月
第132期 

平成20年３月 
第133期 

平成21年３月 
第134期 

平成22年３月

自己資本比率（％）  45.2  42.9  41.9  40.7  51.9

時価ベースの自己資本比率（％）  35.8  32.1  29.9  28.0  35.9

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（倍）  0.7  0.6  7.6  0.8  0.7

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍）  123.7  155.8  12.4  137.7  119.6
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当社の企業集団は、当社（株式会社ブルボン）および連結子会社６社、非連結子会社５社の構成となりました。各事

業における当社および子会社の位置付けなどは、次のとおりであります。 

  

[ 食料品事業 ] 

当社は、「ビスケット類」「米菓類」「飲料・食品・その他」の製造、販売を行っております。 

連結子会社の北日本羽黒食品株式会社は、菓子、飲料、食品を製造し、当社に納入しております。 

なお、従来、菓子、飲料、食品を製造し、当社に納入していた、北日本巻食品株式会社、株式会社ボンビスコ、西

蒲米菓株式会社、北日本大潟食品株式会社、北日本和島食品株式会社、北日本月潟食品株式会社、北日本村上食品株

式会社、北日本豊浦食品株式会社、北日本五泉食品株式会社は、平成21年10月１日付で当社が吸収合併したことによ

り、その業務を引き継いでおります。  

また、連結子会社の波路梦（長興）食品有限公司は、中国国内向けの菓子の製造を行っており、販売会社として連

結子会社の波路梦（上海）商貿有限公司が中国での菓子、飲料、食品等の販売および輸出入を行っております。連結

子会社の株式会社レーマンは、チョコレ－トおよび洋菓子の製造、販売を行っております。連結子会社の株式会社Ｂ

ＦＥＧ（ビーフェッグ）は、東京都港区麻布十番においてフランスの高級チョコレートを輸入し、「ア ラ レーヌ 

アストリッド」において販売を行っており、また、イオンレイクタウン店内において、親子カフェ・レストラン「キ

ッズサロン」の運営を行っております。また、当連結会計年度末において、株式を取得したことにより連結子会社と

なったエチゴビール株式会社は、全国地ビールの第一号であり、地ビール等の製造、販売を行っております。非連結

子会社の株式会社シェリーゼは菓子販売等、株式会社ビアスタイル・トゥ・ワンは酒類の販売等を行っております。

  

[ その他の事業 ] 

非連結子会社の株式会社レーマン企画は保険代理店業務等を行っております。また、ブルボン興業株式会社、株式

会社ブルボン中央研究所は、現在、営業活動を行っておりません。 

  

[ 事業系統図 ] 

以上に述べた事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。 

 

２．企業集団の状況
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なお、 近の有価証券報告書（平成21年６月26日提出）における「関係会社の状況」から重要な変更がないため、

「関係会社の状況」の開示を省略しております。 

  

(1）会社の経営の基本方針 

当社の企業集団は、「利害相反する人を含め、集団の生存性を高める」を経営理念としております。これは、自集

団のみの生存性を高めれば良いということではなく、当社の企業集団を取り巻く七媒体（株主、消費者、流通、国県

市町村、取引先、金融機関、従業員）の全てとともに響き合って生存性を高めることを基本としております。 

消費者が望む本物の革新的商品およびサービスを継続的に提供することを使命とし、社会貢献できる企業を目指し

ております。  

(2）目標とする経営指標 

当社の企業集団では投資効率を重視した決定を行っております。また、各部署での独立採算制による管理の強化お

よび効率化を進めております。 

食品製造企業として食と健康に立脚した社会的貢献活動と企業の永続的発展による雇用の場の提供などによる貢献

を重視しております。 

経営指標につきましては連結ＲＯＥ（株主資本当期純利益率）を主な経営目標として、経営効率の向上に邁進して

まいります。  

(3）会社の対処すべき課題と中長期的な経営戦略 

中長期的な戦略は、食品製造企業として品質保証第一主義に徹することと、グローバル化への対応、少子高齢化へ

の対応、また、薬食未病の概念に基づいた特定保健用食品、栄養機能食品、特に未病対策として生活習慣病予防のた

めの食品の開発にも取り組み、消費者の皆様の健康に寄与し、さらに新しいニーズを創造する新製品開発と需要喚起

に向けた売場の改革を含めた企画提案型営業活動に取り組んでまいります。 

① 企業倫理・コンプライアンス体制の強化、行動規範・行動指針の徹底 

② 会社法および金融商品取引法等に基づく内部統制システムの継続的改善の実施 

③ 人材育成の推進および教育研修体制の強化 

④ 機動的な企業集団への再構築 

⑤ プライバシーマークの継続による個人情報保護等の管理強化および企業機密情報管理の強化、セキュリティーの

強化 

⑥ 品質保証体制の一層の強化 

⑦ 新しい原材料の開発・開拓 

⑧ 原材料やエネルギーなどのコストアップ対策 

⑨ コスト競争力を高める生産システムの再構築 

⑩ 地球環境保全のための温室効果ガス（ＣＯ２）排出低減の取り組みおよび種々の環境負荷の低減への取り組み 

⑪ 各種国際規格（品質マネジメントシステムＩＳＯ９００１、環境マネジメントシステムＩＳＯ１４００１、食品

安全マネジメントシステムＩＳＯ２２０００、苦情対応マネジメントシステムＩＳＯ１０００２）の企業集団全

体への水平展開および取引先への取得などの要請と支援 

⑫ 新規事業の開拓と育成、新スタイルの自動販売機プチモール事業および直販事業の強化、推進 

⑬ フードサービス事業との新付加価値創造の共同研究 

⑭ 健康志向、簡便志向、経済志向などの消費者ニーズとライフスタイルの変化に対応した商品開発および新カテゴ

リーの創造 

⑮ 夏季対応商品の開発による売上安定化の推進 

⑯ 新技術の開発および軌道化 

⑰ 流通チャネル別、取引先別の個別要望への商品開発および当社からの企画開発商品の提案 

⑱ 需要創造の提案を中心とした営業活動の推進および市場シェアの拡大 

⑲ 中国をはじめとするグローバル化の推進 

⑳ 先端的研究領域への取り組み 

21 新型インフルエンザの世界的大流行（パンデミック）への対策強化 

22 企業と個人の心と体の健康づくりをめざし、ワークライフバランスへの取り組み 

３．経営方針
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４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 6,199 8,849

受取手形及び売掛金 11,777 12,444

有価証券 6 9

商品及び製品 4,011 3,144

仕掛品 457 443

原材料及び貯蔵品 3,006 2,390

短期貸付金 1,155 656

繰延税金資産 922 931

その他 274 245

貸倒引当金 △138 △175

流動資産合計 27,673 28,939

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 21,093 21,214

減価償却累計額 △12,622 △12,978

建物及び構築物（純額） 8,470 8,236

機械装置及び運搬具 37,732 38,167

減価償却累計額 △28,422 △29,373

機械装置及び運搬具（純額） 9,309 8,794

工具、器具及び備品 3,775 3,971

減価償却累計額 △3,262 △3,470

工具、器具及び備品（純額） 513 501

土地 5,286 5,719

リース資産 402 736

減価償却累計額 △41 △173

リース資産（純額） 361 562

建設仮勘定 306 730

有形固定資産合計 24,248 24,544

無形固定資産   

ソフトウエア 504 409

のれん 62 2,266

その他 121 121

無形固定資産合計 688 2,797

投資その他の資産   

投資有価証券 2,515 2,551

長期貸付金 596 544

繰延税金資産 2,260 2,275

その他 921 918

貸倒引当金 △31 △169

投資その他の資産合計 6,262 6,120

固定資産合計 31,200 33,462

資産合計 58,874 62,401
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 9,984 9,118

短期借入金 2,625 1,885

1年内返済予定の長期借入金 480 562

リース債務 90 161

未払金 1,557 1,931

未払費用 4,366 4,682

未払法人税等 1,048 1,330

繰延税金負債 － 3

賞与引当金 837 917

返品引当金 94 79

その他 594 640

流動負債合計 21,681 21,312

固定負債   

長期借入金 1,939 1,905

リース債務 288 428

繰延税金負債 710 676

退職給付引当金 5,461 5,527

役員退職慰労引当金 191 162

負ののれん － 33

固定負債合計 8,592 8,733

負債合計 30,273 30,045

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,036 1,036

資本剰余金 92 7,386

利益剰余金 23,458 24,824

自己株式 △172 △575

株主資本合計 24,416 32,671

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △297 △180

為替換算調整勘定 △161 △134

評価・換算差額等合計 △459 △315

少数株主持分 4,643 －

純資産合計 28,600 32,356

負債純資産合計 58,874 62,401
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（２）連結損益計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 101,309 102,179

売上原価 60,225 59,027

売上総利益 41,083 43,152

販売費及び一般管理費 37,530 39,385

営業利益 3,553 3,766

営業外収益   

受取利息 53 32

受取配当金 43 55

負ののれん償却額 － 0

その他 139 106

営業外収益合計 236 194

営業外費用   

支払利息 47 54

持分法による投資損失 86 －

減価償却費 42 65

開業費償却 65 －

貸倒引当金繰入額 － 167

為替差損 157 69

その他 22 18

営業外費用合計 422 375

経常利益 3,368 3,585

特別利益   

投資有価証券売却益 159 36

貸倒引当金戻入額 68 －

その他 1 －

特別利益合計 229 36

特別損失   

固定資産処分損 170 62

減損損失 73 41

投資有価証券売却損 － 75

投資有価証券評価損 1,146 －

その他 4 0

特別損失合計 1,394 179

税金等調整前当期純利益 2,202 3,442

法人税、住民税及び事業税 1,226 1,834

法人税等調整額 △255 △151

法人税等合計 970 1,683

少数株主利益 829 200

当期純利益 402 1,559
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（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 1,036 1,036

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,036 1,036

資本剰余金   

前期末残高 71 92

当期変動額   

合併による増加 － 7,408

自己株式の処分 20 －

自己株式の消却 － △114

当期変動額合計 20 7,294

当期末残高 92 7,386

利益剰余金   

前期末残高 23,229 23,458

当期変動額   

剰余金の配当 △173 △194

当期純利益 402 1,559

当期変動額合計 229 1,365

当期末残高 23,458 24,824

自己株式   

前期末残高 △269 △172

当期変動額   

合併による増加 － △517

自己株式の取得 △6 △1

自己株式の処分 103 －

自己株式の消却 － 114

当期変動額合計 97 △403

当期末残高 △172 △575

株主資本合計   

前期末残高 24,068 24,416

当期変動額   

合併による増加 － 6,891

剰余金の配当 △173 △194

当期純利益 402 1,559

自己株式の取得 △6 △1

自己株式の処分 124 －

自己株式の消却 － －

当期変動額合計 347 8,255

当期末残高 24,416 32,671
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 △376 △297

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 78 116

当期変動額合計 78 116

当期末残高 △297 △180

為替換算調整勘定   

前期末残高 △12 △161

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △149 26

当期変動額合計 △149 26

当期末残高 △161 △134

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △388 △459

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △70 143

当期変動額合計 △70 143

当期末残高 △459 △315

少数株主持分   

前期末残高 3,523 4,643

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1,120 △4,643

当期変動額合計 1,120 △4,643

当期末残高 4,643 －

純資産合計   

前期末残高 27,202 28,600

当期変動額   

合併による増加 － 6,891

剰余金の配当 △173 △194

当期純利益 402 1,559

自己株式の取得 △6 △1

自己株式の処分 124 －

自己株式の消却 － －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1,050 △4,499

当期変動額合計 1,397 3,755

当期末残高 28,600 32,356
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益 2,202 3,442

減価償却費 3,228 3,476

のれん償却額 31 83

受取利息及び受取配当金 △97 △87

負ののれん償却額 － △0

支払利息 47 54

持分法による投資損益（△は益） 86 －

為替差損益（△は益） 152 70

投資有価証券売却損益（△は益） △159 38

固定資産処分損益（△は益） 170 62

減損損失 73 41

投資有価証券評価損益（△は益） 1,146 －

売上債権の増減額（△は増加） △255 △604

たな卸資産の増減額（△は増加） △648 1,539

仕入債務の増減額（△は減少） 1,078 △900

未払費用の増減額（△は減少） 123 275

退職給付引当金の増減額（△は減少） 91 96

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 12 △29

その他 40 633

小計 7,324 8,191

利息及び配当金の受取額 100 89

利息の支払額 △47 △55

法人税等の支払額 △872 △1,586

営業活動によるキャッシュ・フロー 6,504 6,638

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 △4,716 △3,288

投資有価証券の取得による支出 △804 △139

投資有価証券の売却による収入 241 288

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
収入

－ 48

その他 △148 431

投資活動によるキャッシュ・フロー △5,427 △2,659

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 1,500 －

短期借入金の返済による支出 △1,500 △1,000

長期借入れによる収入 － 500

長期借入金の返済による支出 △573 △480

配当金の支払額 △172 △194

自己株式の売却による収入 535 －

その他 △49 △142

財務活動によるキャッシュ・フロー △259 △1,316

現金及び現金同等物に係る換算差額 △38 △9

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 778 2,652

現金及び現金同等物の期首残高 5,428 6,206

現金及び現金同等物の期末残高 6,206 8,858
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 該当事項はありません。  

   

１．連結の範囲に関する事項 

(1) 連結子会社の数 ………… ６社 

主要な連結子会社の名称:「２．企業集団の状況」に記載しております。 

エチゴビール株式会社は、当連結会計年度末において株式を取得したため、連結の範囲に含めております。 

また、北日本巻食品株式会社、株式会社ボンビスコ、西蒲米菓株式会社、北日本大潟食品株式会社、北日本和島

食品株式会社、北日本月潟食品株式会社、北日本村上食品株式会社、北日本豊浦食品株式会社及び北日本五泉食品

株式会社は、当連結会計年度において当社と吸収合併を行い解散したため、連結の範囲から除外しております。 

(2) 非連結子会社の数 ……… ５社 

連結の範囲から除いた理由 

非連結子会社５社は、いずれも小規模会社・休眠会社であり、合計の総資産、売上高、当期純損益（持分に見

合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等は、いずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないためで

あります。 

２．持分法の適用に関する事項 

(1) 持分法を適用した関連会社数 ………………………………… ―社 

(2) 持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社の数 ……… ６社 

持分法を適用しない理由 

持分法非適用会社は、それぞれ当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等に及ぼす

影響が軽微であり、かつ、全体としても重要性がないため、持分法の適用から除外しております。 

３．連結子会社の事業年度等に関する事項 

連結子会社のうち、波路梦（長興）食品有限公司及び波路梦（上海）商貿有限公司の決算日は12月31日でありま

す。 

連結財務諸表の作成に当たっては、同決算日現在の財務諸表を使用しております。ただし、１月１日から連結決算

日である３月31日までの期間に発生した重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。 

４．会計処理基準に関する事項 

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法 

① 有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

決算日の市場価格等に基づく時価法によっております。（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売

却原価は移動平均法により算定しております。） 

時価のないもの 

移動平均法による原価法によっております。 

② たな卸資産 

商品及び製品 

主として総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）に

よっております。 

半製品・仕掛品・原材料及び貯蔵品 

主として移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

によっております。 

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法 

① 有形固定資産（リース資産を除く） 

当社及び国内連結子会社は定率法を、また、在外連結子会社は定額法によっております。 

ただし、当社及び国内連結子会社は平成10年４月１日以降に取得した建物（附属設備を除く）については、定

額法によっております。 

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。 

建物及び構築物 …………… ３～60年 

機械装置及び運搬具 ……… ２～10年 

② 無形固定資産（リース資産を除く） 

定額法によっております。 

なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づいております。 

継続企業の前提に関する注記

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項
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③ リース資産 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。 

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成20年３月31日以前のリース取

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によっております。 

(3) 重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については主として貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の

債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。 

② 賞与引当金 

従業員賞与の支給に備えて支給見積額の当連結会計年度負担額を計上しております。 

③ 返品引当金 

返品による損失に備えるため、過去の実績を基準として算出した見積額を計上しております。 

④ 退職給付引当金 

当社及び主な連結子会社は、従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務及び年

金資産の見込額に基づき計上しております。また、数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業

員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（５年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年

度から費用処理することとしております。 

（会計方針の変更） 

当連結会計年度より、「「退職給付に係る会計基準」の一部改正（その３）」（企業会計基準第19号 平成20

年７月31日）を適用しております。 

なお、これによる営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益に与える影響はありません。  

⑤ 役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支出に備えて、役員退職慰労金規程に基づく連結会計年度末要支給額を計上しておりま

す。 

(4) その他連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

消費税等の会計処理 

消費税等の会計処理については、税抜方式によっております。 

５．連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 

連結子会社の資産及び負債の評価については、全面時価評価法によっております。 

６．のれん及び負ののれんの償却に関する事項 

のれん及び負ののれんの償却については、５年間もしくは20年間で均等償却しております。 

７．連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

連結キャッシュ・フロー計算書における資金（現金及び現金同等物）については、手許現金、随時引き出し可能な

預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から３ヶ月以内に償還

期限の到来する短期投資からなっております。 

  

（連結損益計算書） 

営業外費用の「貸倒引当金繰入額」は、前連結会計年度まで「その他」に含めて表示しておりましたが、営業外費

用の総額の100分の10を超えたため、区分掲記しております。 

なお、前連結会計年度における「貸倒引当金繰入額」の金額は５百万円であります。 

特別損失の「投資有価証券売却損」は、前連結会計年度まで「その他」に含めて表示しておりましたが、特別損失

の総額の100分の10を超えたため、区分掲記しております。 

なお、前連結会計年度における「投資有価証券売却損」の金額は２百万円であります。 

  

（連結貸借対照表関係）、（連結損益計算書関係）及び（連結キャッシュ・フロー計算書関係）に関する注記事項に

ついては、決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。 

表示方法の変更

注記事項
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前連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）１．普通株式の自己株式の株式数の増加7,717株は、単元未満株式の買取による増加であります。 

２．普通株式の自己株式の株式数の減少のうち、93,691株は連結子会社が保有する親会社株式の売渡による減少で

あり、176株は単元未満株式の売渡による減少であります。 

  

２．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

（注）１．連結子会社が保有する自己株式にかかる配当金を控除しております。なお、控除前の金額は、119百万円であ

ります。 

２．連結子会社が保有する自己株式にかかる配当金を控除しております。なお、控除前の金額は、99百万円であり

ます。  

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

（注）連結子会社が保有する自己株式にかかる配当金は控除しておりません。 

  

（連結株主資本等変動計算書関係）

  
前連結会計年度末 
株式数（株） 

当連結会計年度 
増加株式数（株） 

当連結会計年度 
減少株式数（株） 

当連結会計年度末 
株式数（株） 

発行済株式         

普通株式  20,000,000  ―  ―  20,000,000

合計  20,000,000  ―  ―  20,000,000

自己株式         

普通株式（注）１、２  686,415  7,717  93,867  600,265

合計  686,415  7,717  93,867  600,265

（決議） 株式の種類 
配当金の総額 
（百万円） 

１株当たり配当額 
（円） 

基準日 効力発生日 

平成20年６月27日 
定時株主総会 

普通株式  93 （注）１ ６ 平成20年３月31日 平成20年６月30日

平成20年10月31日 
取締役会 

普通株式  79 （注）２ ５ 平成20年９月30日 平成20年12月８日

（決議） 
株式の種類 

配当金の総額 
（百万円） 

配当の原資 
１株当たり 
配当額 
（円） 

基準日 効力発生日 

平成21年６月26日 
定時株主総会 

普通株式  119 （注） 利益剰余金 ６ 平成21年３月31日 平成21年６月29日

㈱ブルボン　(2208)　平成22年３月期　決算短信

―　17　―



当連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）１．発行済株式の総数の増加は、当社を存続会社とし、当社の連結子会社である北日本巻食品株式会社、株式会社

ボンビスコ、西蒲米菓株式会社、北日本大潟食品株式会社、北日本和島食品株式会社、北日本月潟食品株式会

社、北日本村上食品株式会社、北日本豊浦食品株式会社及び北日本五泉食品株式会社を消滅会社とした吸収合

併を行ったことによる増加であります。 

２．発行済株式の総数の減少は、自己株式の消却による減少であります。 

３．自己株式の数の増加のうち、3,614,252株は、当社の連結子会社である北日本巻食品株式会社、株式会社ボン

ビスコ、西蒲米菓株式会社、北日本大潟食品株式会社、北日本和島食品株式会社、北日本月潟食品株式会社、

北日本村上食品株式会社、北日本豊浦食品株式会社及び北日本五泉食品株式会社を消滅会社とした吸収合併を

行ったことによる増加であり、1,539株は単元未満株式の買取による増加であります。 

４．自己株式の数の減少は、自己株式の消却による減少であります。 

  

２．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

（注）１．連結子会社が保有する自己株式にかかる配当金を控除しております。なお、控除前の金額は、119百万円であ

ります。 

２．平成21年10月１日をもって吸収合併した北日本巻食品株式会社、株式会社ボンビスコ、北日本大潟食品株式会

社及び北日本五泉食品株式会社については、配当金が支払われないため除外しております。  

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

（注）連結子会社が保有する自己株式にかかる配当金は控除しておりません。 

  

リース取引、金融商品、有価証券、デリバティブ取引、退職給付、ストック・オプション等、税効果会計、賃貸等不

動産及び関連当事者情報に関する注記事項については、決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため

開示を省略しております。 

  
前連結会計年度末 
株式数（株） 

当連結会計年度 
増加株式数（株） 

当連結会計年度 
減少株式数（株） 

当連結会計年度末 
株式数（株） 

発行済株式         

普通株式（注）１、２  20,000,000  8,337,586  637,586  27,700,000

合計  20,000,000  8,337,586  637,586  27,700,000

自己株式         

普通株式（注）３、４  600,265  3,615,791  637,586  3,578,470

合計  600,265  3,615,791  637,586  3,578,470

（決議） 株式の種類 
配当金の総額 
（百万円） 

１株当たり配当額 
（円） 

基準日 効力発生日 

平成21年６月26日 
定時株主総会 

普通株式  97 （注）１ ６ 平成21年３月31日 平成21年６月29日

平成21年９月25日 
取締役会 

普通株式  97 （注）２ ６ 平成21年９月30日 平成21年12月８日

（決議予定） 
株式の種類 

配当金の総額 
（百万円） 

配当の原資 
１株当たり 
配当額 
（円） 

基準日 効力発生日 

平成22年６月29日 
定時株主総会 

普通株式  171 （注） 利益剰余金 ７ 平成22年３月31日 平成22年６月30日

（開示の省略）
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前連結会計年度 (自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。 

  

当連結会計年度 (自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

共通支配下の取引等  

当社は、平成21年６月26日開催の定時株主総会での承認に基づき、平成21年10月１日をもって連結子会社である北

日本巻食品株式会社、株式会社ボンビスコ、西蒲米菓株式会社、北日本大潟食品株式会社、北日本和島食品株式会

社、北日本月潟食品株式会社、北日本村上食品株式会社、北日本豊浦食品株式会社及び北日本五泉食品株式会社（以

下「本子会社」と総称します。）と吸収合併（以下「本合併」といいます。）いたしました。 

  

１．結合当事企業の名称及びその事業の内容、企業結合日、企業結合の法的形式、結合後企業の名称並びに取引の目

的を含む取引の概要 

(1) 結合当事企業の名称及びその事業の内容 

菓子製造販売業を営む本子会社  

(2) 企業結合日 

平成21年10月１日  

(3) 企業結合の法的形式 

当社を存続会社、本子会社を消滅会社とする吸収合併方式  

(4) 結合後企業の名称 

株式会社ブルボン  

(5) 取引の目的を含む取引の概要 

当社は、グループの機動的な企業集団への再構築と体制の強化等を目的として、新潟県内の連結子会社９社を

吸収合併いたしました。 

本合併により、各社の技術・知識を集結し、社会の変化に迅速に適応するスピード化と開発水準・技術水準の

向上、種々の管理の効率化やコスト削減を図ってまいります。また、これにより当社及び本子会社間の株式の持

ち合い状況が解消されました。 

世界経済が一段と減速する状況の中、菓子・飲料・食品業界については、食品に対する安全・安心への要請が

一層高まるとともに、所得の伸び悩みや雇用情勢の悪化などにより、消費者の生活防衛意識が一段と強まり消費

環境は厳しさが増す状況となりました。 

当社は、食品製造企業として、安全・安心・安定及び健康を基とした品質保証第一主義に徹し、実質価値の高

い商品と消費者ニーズにお応えしたサービスの提供をさらに推進してまいります。   

  

２．実施した会計処理の概要 

「企業結合に係る会計基準」（企業会計審議会 平成15年10月31日公表分）及び「企業結合会計基準及び事業

分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準委員会 終改正 平成19年11月15日 企業会計基準適用指

針第10号）に基づき、共通支配下の取引等として会計処理を行っております。 

  

３．結合当事企業の取得原価及びその内訳 

（企業結合等関係）

企業結合日に交付した当社の普通株式 6,745百万円

取得に直接要した支出額 10百万円

取得原価 6,755百万円
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４．株式の種類別の合併比率及びその算定方法並びに交付した株式数及びその評価額 

(1) 株式の種類及び合併比率 

（注）上記合併比率に基づき、以下のとおり当社の株式を、本子会社の株主に割当て交付いたしました。 

北日本巻食品株式会社の普通株式１株に対して  ： 当社の普通株式  153株 

株式会社ボンビスコの普通株式１株に対して   ： 当社の普通株式  146株 

西蒲米菓株式会社の普通株式１株に対して    ： 当社の普通株式  752株 

北日本大潟食品株式会社の普通株式１株に対して ： 当社の普通株式  462株 

北日本和島食品株式会社の普通株式１株に対して ： 当社の普通株式 2,090株 

北日本月潟食品株式会社の普通株式１株に対して ： 当社の普通株式  873株 

北日本村上食品株式会社の普通株式１株に対して ： 当社の普通株式  183株 

北日本豊浦食品株式会社の普通株式１株に対して ： 当社の普通株式  346株 

北日本五泉食品株式会社の普通株式１株に対して ： 当社の普通株式  291株  

(2) 株式合併比率の算定方法 

当社は、本合併における合併比率の算定に当たって公正を期すため、第三者評価機関であるダフ・アンド・フ

ェルプス株式会社（以下「ダフ・アンド・フェルプス」といいます。）に対して合併比率の算定を依頼しまし

た。ダフ・アンド・フェルプスは、当社について市場株価法、類似会社比準法、収益還元法及び修正簿価純資産

法による株式価値分析を行い、本子会社については修正簿価純資産法による株式価値分析を実施したうえで、当

社と本子会社との関係及び本子会社の事業の性格等を総合的に勘案し、当社及び本子会社の各々について相対比

較が可能である修正簿価純資産法に基づき合併比率を算定いたしました。 

当社は、ダフ・アンド・フェルプスの算定結果を参考として慎重に検討し、上記(1) 記載の合併比率とするこ

とを決定いたしました。なお、かかる合併比率は、ダフ・アンド・フェルプスが当社に提供した合併比率と同一

のものとなっております。  

(3) 交付した株式数及びその評価額 

  

５．発生したのれん及び負ののれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間 

(1) 発生したのれん及び負ののれんの金額 

(2) 発生原因 

結合当事企業に係る当社持分増加額と取得原価との差額 

(3) 償却方法及び償却期間 

  

６．その他 

本合併は、法人税法第二条十二の八に規定する適格合併の要件を全て満たしております。  

会社名 合併比率 

株式会社ブルボン（存続会社） １ 

北日本巻食品株式会社（消滅会社） 153 

株式会社ボンビスコ（消滅会社） 146 

西蒲米菓株式会社（消滅会社） 752 

北日本大潟食品株式会社（消滅会社） 462 

北日本和島食品株式会社（消滅会社） 2,090 

北日本月潟食品株式会社（消滅会社） 873 

北日本村上食品株式会社（消滅会社） 183 

北日本豊浦食品株式会社（消滅会社） 346 

北日本五泉食品株式会社（消滅会社） 291 

交付した株式数 8,337,586株

交付した株式の評価額 6,745百万円

のれん 2,081百万円

負ののれん 34百万円

のれん 20年間で均等償却

負ののれん 20年間で均等償却
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前連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日）及び当連結会計年度（自 平成21年４月１日 

至 平成22年３月31日）において、当社グループは食品製造企業として同一セグメントに属する、ビスケット類、米

菓類、飲料食品等の製造、販売を行っております。当該事業以外に事業の種類がないため、該当事項はありません。

前連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日）及び当連結会計年度（自 平成21年４月１日 

至 平成22年３月31日）において、本邦の売上高及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計及び全セグメント

の資産の金額の合計額に占める割合がいずれも90％超であるため、所在地別セグメント情報の記載を省略しておりま

す。  

前連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日）及び当連結会計年度（自 平成21年４月１日 

至 平成22年３月31日）における海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、その記載を省略しております。

  

（注）１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

該当事項はありません。 

（セグメント情報）

１．事業の種類別セグメント情報

２．所在地別セグメント情報

３．海外売上高

（１株当たり情報）

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

１株当たり純資産額  1,234.91 円

１株当たり当期純利益金額  20.80 円

１株当たり純資産額  1,341.38 円

１株当たり当期純利益金額  71.67 円

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

  
前連結会計年度 

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当期純利益（百万円）  402  1,559

普通株主に帰属しない金額（百万円）  ― ― 

普通株式に係る当期純利益（百万円）  402  1,559

期中平均株式数（千株）  19,356  21,754

（重要な後発事象）
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 （注）１．金額は販売価格によっております。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

当社及び連結子会社は見込み生産を行っているため、該当事項はありません。 

（注）１．主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりであります。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

５．生産、受注及び販売の状況

(1)生産実績

事業の区分 
前連結会計年度 

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

前年同期比

（％） 

ビスケット類（百万円）  68,377  67,659   98.9

米菓類（百万円）  29,105  28,999     99.6

飲料・食品・その他（百万円）  6,260  5,507     88.0

合計（百万円）  103,744  102,166     98.5

(2)受注状況

(3)販売実績

事業の区分 
前連結会計年度 

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

前年同期比

（％） 

ビスケット類（百万円）  66,595  67,646  101.6

米菓類（百万円）  28,261  28,648   101.4

飲料・食品・その他（百万円）  6,452  5,883  91.2

合計（百万円）  101,309  102,179  100.9

相手先 

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

 金額（百万円） 割合（％） 金額（百万円） 割合（％） 

株式会社山星屋  10,603  10.5  11,077  10.8
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６．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：百万円）

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,617 8,089

受取手形 161 132

売掛金 11,367 12,038

有価証券 6 9

商品及び製品 3,044 2,813

仕掛品 37 306

原材料及び貯蔵品 2,111 2,063

前渡金 2 2

前払費用 76 90

短期貸付金 1,358 2,459

未収入金 801 460

繰延税金資産 519 867

その他 11 122

貸倒引当金 △478 △1,412

流動資産合計 24,638 28,044
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（単位：百万円）

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

固定資産   

有形固定資産   

建物 5,030 17,840

減価償却累計額 △1,884 △11,370

建物（純額） 3,145 6,470

構築物 801 2,209

減価償却累計額 △394 △1,532

構築物（純額） 406 676

機械及び装置 36,309 37,127

減価償却累計額 △27,716 △29,058

機械及び装置（純額） 8,592 8,068

車両運搬具 56 166

減価償却累計額 △52 △152

車両運搬具（純額） 3 14

工具、器具及び備品 892 3,233

減価償却累計額 △698 △2,859

工具、器具及び備品（純額） 194 374

土地 2,540 5,700

リース資産 399 729

減価償却累計額 △40 △173

リース資産（純額） 358 556

建設仮勘定 228 622

有形固定資産合計 15,469 22,483

無形固定資産   

のれん － 2,060

ソフトウエア 402 316

その他 24 45

無形固定資産合計 427 2,423

投資その他の資産   

投資有価証券 2,447 2,481

関係会社株式 6 22

出資金 2 2

関係会社出資金 1,483 2,079

長期貸付金 － 160

従業員に対する長期貸付金 1 0

関係会社長期貸付金 2,199 3,872

長期前払費用 50 60

長期預金 500 500

繰延税金資産 1,145 2,143

その他 254 295

貸倒引当金 △190 △500

投資その他の資産合計 7,900 11,119

固定資産合計 23,797 36,025

資産合計 48,435 64,070
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（単位：百万円）

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形 106 1,525

買掛金 7,909 7,258

短期借入金 5,480 1,859

1年内返済予定の長期借入金 480 557

リース債務 90 160

未払金 750 1,725

未払費用 3,595 4,527

未払法人税等 280 1,129

預り金 233 307

賞与引当金 333 834

返品引当金 94 79

その他 88 274

流動負債合計 19,444 20,241

固定負債   

長期借入金 1,939 1,882

リース債務 286 423

退職給付引当金 2,142 5,182

役員退職慰労引当金 191 162

負ののれん － 33

固定負債合計 4,560 7,683

負債合計 24,004 27,925

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,036 1,036

資本剰余金   

資本準備金 52 52

その他資本剰余金 0 9,681

資本剰余金合計 53 9,734

利益剰余金   

利益準備金 259 259

その他利益剰余金   

別途積立金 22,830 23,030

繰越利益剰余金 580 2,831

利益剰余金合計 23,669 26,120

自己株式 △30 △573

株主資本合計 24,729 36,318

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △298 △173

評価・換算差額等合計 △298 △173

純資産合計 24,430 36,145

負債純資産合計 48,435 64,070
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（２）損益計算書 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 100,081 100,711

売上原価   

商品及び製品期首たな卸高 2,660 3,027

合併による商品受入高 － 613

当期商品仕入高 53,762 29,728

当期製品製造原価 8,716 29,053

合計 65,139 62,422

他勘定振替高 249 214

商品及び製品期末たな卸高 3,037 2,637

たな卸資産廃棄損及び評価損 9 7

小計 61,862 59,578

返品引当金繰入額 94 79

返品引当金戻入額 155 94

売上原価合計 61,800 59,563

売上総利益 38,281 41,148

販売費及び一般管理費   

販売促進費 21,705 22,623

運送費及び保管費 5,975 5,626

広告宣伝費 1,900 2,168

給料及び手当 3,013 3,251

賞与引当金繰入額 213 253

退職給付費用 121 116

減価償却費 238 380

のれん償却額 － 67

その他 3,040 3,343

販売費及び一般管理費合計 36,208 37,833

営業利益 2,072 3,314

営業外収益   

受取利息 95 128

受取配当金 43 54

受取賃貸料 2,260 1,345

負ののれん償却額 － 0

その他 46 49

営業外収益合計 2,445 1,579

営業外費用   

支払利息 105 79

賃貸収入原価 1,997 1,212

その他 470 108

営業外費用合計 2,574 1,400

経常利益 1,944 3,493
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（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

特別利益   

投資有価証券売却益 36 36

貸倒引当金戻入額 66 455

抱合せ株式消滅差益 － 765

その他 1 4

特別利益合計 104 1,262

特別損失   

固定資産処分損 165 54

減損損失 16 41

投資有価証券売却損 － 75

投資有価証券評価損 1,150 －

抱合せ株式消滅差損 － 29

その他 2 0

特別損失合計 1,334 200

税引前当期純利益 713 4,554

法人税、住民税及び事業税 311 1,230

法人税等調整額 208 480

法人税等合計 520 1,711

当期純利益 193 2,843
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（３）株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 1,036 1,036

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,036 1,036

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 52 52

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 52 52

その他資本剰余金   

前期末残高 0 0

当期変動額   

合併による増加 － 9,795

自己株式の処分 0 －

自己株式の消却 － △114

当期変動額合計 0 9,681

当期末残高 0 9,681

資本剰余金合計   

前期末残高 53 53

当期変動額   

合併による増加 － 9,795

自己株式の処分 0 －

自己株式の消却 － △114

当期変動額合計 0 9,681

当期末残高 53 9,734

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 259 259

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 259 259
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（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

その他利益剰余金   

別途積立金   

前期末残高 22,630 22,830

当期変動額   

別途積立金の積立 200 200

当期変動額合計 200 200

当期末残高 22,830 23,030

繰越利益剰余金   

前期末残高 807 580

当期変動額   

合併による増加 － △176

別途積立金の積立 △200 △200

剰余金の配当 △219 △216

当期純利益 193 2,843

当期変動額合計 △226 2,250

当期末残高 580 2,831

利益剰余金合計   

前期末残高 23,696 23,669

当期変動額   

合併による増加 － △176

別途積立金の積立 － －

剰余金の配当 △219 △216

当期純利益 193 2,843

当期変動額合計 △26 2,450

当期末残高 23,669 26,120

自己株式   

前期末残高 △23 △30

当期変動額   

合併による増加 － △656

自己株式の取得 △6 △1

自己株式の処分 0 －

自己株式の消却 － 114

当期変動額合計 △6 △543

当期末残高 △30 △573

株主資本合計   

前期末残高 24,762 24,729

当期変動額   

合併による増加 － 8,963

剰余金の配当 △219 △216

当期純利益 193 2,843

自己株式の取得 △6 △1

自己株式の処分 0 －

自己株式の消却 － －

当期変動額合計 △32 11,588

当期末残高 24,729 36,318
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（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 △373 △298

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 75 125

当期変動額合計 75 125

当期末残高 △298 △173

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △373 △298

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 75 125

当期変動額合計 75 125

当期末残高 △298 △173

純資産合計   

前期末残高 24,388 24,430

当期変動額   

合併による増加 － 8,963

剰余金の配当 △219 △216

当期純利益 193 2,843

自己株式の取得 △6 △1

自己株式の処分 0 －

自己株式の消却 － －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 75 125

当期変動額合計 42 11,714

当期末残高 24,430 36,145
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 該当事項はありません。  

   

役員の異動 

該当事項はありません。 

  

継続企業の前提に関する注記

７．その他
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