
１．平成24年３月期の連結業績（平成23年４月１日～平成24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 

  
２．配当の状況 

  

 

（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

  

  平成24年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）

平成24年５月１日

上場会社名  株式会社ブルボン 上場取引所 東

コード番号  2208 ＵＲＬ  http://www.bourbon.co.jp/

代表者 （役職名）  代表取締役社長 （氏名）  吉田  康

問合せ先責任者 （役職名）  常務取締役 財務管理部長 （氏名）  山崎 幸治 TEL  0257-23-2333

定時株主総会開催予定日  平成24年６月28日 配当支払開始予定日  平成24年６月29日

有価証券報告書提出予定日  平成24年６月28日

決算補足説明資料作成の有無 ：  無

決算説明会開催の有無 ：  無

(百万円未満切捨て)

(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 ％ 

24年３月期  102,961  0.5  2,315  △23.8  2,511  △13.9  859  △17.3

23年３月期  102,429  0.2  3,036  △19.4  2,917  △18.6  1,039  △33.3

（注）包括利益 24年３月期 969百万円 （ ％） 16.8 23年３月期 830百万円 （ ％） △56.4

  
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 ％ ％ ％ 

24年３月期  35.84  －  2.6  3.9  2.2

23年３月期  43.09  －  3.2  4.7  3.0

（参考）持分法投資損益 24年３月期 －百万円   23年３月期 －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 

24年３月期  65,512  33,465  51.1  1,394.86

23年３月期  62,383  32,698  52.4  1,368.50

（参考）自己資本 24年３月期 33,465百万円   23年３月期 32,698百万円 

  
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 

24年３月期  6,621  △3,370  △995  9,234

23年３月期  3,160  △3,911  △1,111  6,976

  
年間配当金 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 ％ ％ 

23年３月期  －  6.50  －  6.50  13.00  314  30.2  1.0

24年３月期  －  6.50  －  6.50  13.00  311  36.3  0.9

25年３月期（予想）  －  6.50  －  6.50  13.00   31.2

３．平成25年３月期の連結業績予想（平成24年４月１日～平成25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）  48,250  0.9  30  △94.9  60  △89.6  △150  －  △6.25

通期  105,000  2.0  2,000  △13.6  2,100  △16.4  1,000  16.4  41.68



※ 注記事項 

  
(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

  
(3) 発行済株式数（普通株式） 

  
（参考）個別業績の概要 

１．平成24年３月期の個別業績（平成23年４月１日～平成24年３月31日） 

  

  
(2) 個別財政状態 

  
※ 監査手続の実施状況に関する表示 

 
  
※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

  

(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

新規 － 社 （社名）   、除外 － 社 （社名）   

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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年３月期 27,700,000株 23年３月期 27,700,000株 

② 期末自己株式数 24年３月期 3,708,219株 23年３月期 3,806,139株 

③ 期中平均株式数 24年３月期 23,970,071株 23年３月期 24,117,938株 

(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 ％ 

24年３月期  101,052  0.6  2,380  △24.8  2,216  △29.6  △906  －

23年３月期  100,427  △0.3  3,163  △4.6  3,148  △9.9  1,383  △51.3

  
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 

  円 銭 円 銭 

24年３月期  △37.81  －

23年３月期  56.46  －

  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 

24年３月期  65,347  35,363  54.1  1,473.98

23年３月期  63,575  36,364  57.2  1,521.90

（参考）自己資本 24年３月期 35,363百万円   23年３月期 36,364百万円 

この決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく財務諸表の監査手続を実施中であります。

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 当期の経営成績 

当期におけるわが国経済は、東日本大震災からの復興需要により景気は緩やかな持ち直しの兆しが見られたもの

の、欧州諸国の債務危機拡大や米国経済低迷の長期化、新興国の成長鈍化など世界経済の減速懸念に加え、円高の

定着、原油高を背景とした企業収益の減少、デフレ基調の長期化、雇用情勢の悪化懸念など先行き不透明な状況が

続きました。 

菓子・飲料・食品業界は、昨夏、今冬の天候不順、雇用や所得環境への不安に伴う節約・低価格志向の継続に加

え、放射性物質による輸出の制限や食の安全に対する消費者意識の高まりなど安全・安心への取り組みが一層求め

られました。 

そのような中、当社グループで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など顧客満足度の向上に向けた活動を推

進してまいりました。 

また、電力不足による節電対応や食品の放射性物質の自主検査体制構築など、品質確保に万全を尽くしてまいり

ました。さらに、グローバル化対応の一環として、米国に現地法人「Bourbon Foods USA Corporation」を設立し

ワシントンＤＣに事務所を開設するとともに、今年１月より常駐者を配置し将来の事業展開に向けた調査や情報収

集の業務を開始いたしました。 

国内の個人消費意欲は依然として力強さを欠いた状況であるものの、消費者の生活スタイルの変化や社会の変化

に機敏かつ柔軟に対応し、地域密着できめ細かい店頭フォローや需要を喚起する積極的な企画提案型の営業活動、

従来の発想にとらわれない新製品開発・提供などに努めてまいりました。 

その結果、チョコレートをたっぷり練り込みしっとりとろける口溶けの洋菓子や新形状・新食感のグミ商品、備

蓄対応のための保存食品などに支持をいただき、ビスケット品目、キャンデー品目、食品品目などが伸張したもの

の、販売競争が激化するなか売上高は前年同期並みの推移となりました。 

利益面では、継続的なコスト低減活動や生産性の向上、経費の効果的使用などに努めたことと、為替相場の変動

による差益の計上があったものの、一部原材料価格やエネルギーコストの高止まりなどによる製造原価率の上昇に

より営業利益、経常利益は前年同期を下回り、また法人税法等の改正に伴い繰延税金資産の取り崩しを行ったこと

などから、当期純利益も前年同期を下回りました。 

  

営業品目別の概況 

菓子の合計売上高は96,969百万円（対前年同期比100.9％）となりました。 

○ ビスケット品目のビスケット・クッキー商品群は、季節を問わずチョコレートのおいしさを味わっていただくこ

とをコンセプトとした、濃厚な味わいととろける新食感「ショコランデ」「ショコランデホワイト」、小箱ビスケ

ット商品「ミニショコラクッキー」「ミニショコララング」「ミニショコラパイ」、ホワイトチョコレートでラス

クをハーフコーティングした「こんがりラスクホワイトショコラ」などを発売しました。また、プチシリーズやパ

ッケージビスケット商品群が伸び悩んだものの、実質価値が支持されたファミリーサイズ商品群の「アルフォート

ＦＳ」、ロングセラー袋ビスケット商品群の「ルーベラ」などが好評をいただき前年同期を上回りました。 

半生商品群は、個食タイプのチョコレートケーキ「ほろにがショコラケーキ」、食べきりサイズでふんわりソフ

トなバームクーヘン「ふんわりバーム」シリーズなどを発売しました。リニューアルしたファミリーサイズ商品群

の「ミニシルベーヌＦＳ」や「チョコあ～んぱん」シリーズ、「シルベーヌ」「マロンブラン」などのパッケージ

商品が好評をいただき前年同期を上回りました。 

小麦粉せんべい商品群は、チョコレートクリームをゴーフレットでサンドした「ショコラロアンヌ」、抹茶やベ

リーを用いた限定ロアンヌを発売し品揃えの充実を図りました。新味「プチウエハース黒糖きなこ味」を加えたプ

チシリーズ、リニューアルしたスティック商品「パキーラ」、「エリーゼ北海道ミルク」やファミリーサイズ商品

の「エリーゼＦＳ」などが好調に推移し前年同期を上回りました。 

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、季節の味の展開を図った「味ごのみ」、受験生応援商品「勝ごのみ」、リニューアルした「おつ

まみ柿種」など活性化を図りましたが、一部商品のリニューアルが遅れたことなどから前年同期を下回りました。

○ キャンデー品目のキャンデー商品群は、既存品が伸び悩んだものの、カルシウムや食物繊維を配合した「ミルク

でおいしくココアキャンデー」の発売、ユニークなキャラクターの「いちごのつぶやき」「れもんのつぶやき」が

大変好評をいただきました。海洋深層水塩と梅エキスを使用した「梅しお飴」も好調に推移し、前年同期を上回り

ました。 
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グミ商品群は、イタリアンパスタ・フェットチーネ（平打ちパスタ）のような形状で、少し硬めのアルデンテな

噛みごこちの「フェットチーネグミ」シリーズにイタリアンマスカット味など季節に合わせたフルーツの味の展開

を行いました。発売以来手堅い支持をいただき前年同期を大きく上回りました。 

以上により、キャンデー品目全体でも前年同期を大きく上回りました。 

○ デザート品目は、ソースを充填した二層仕立てのナタデココ入りデザート「ソースＩＮデザート０（ゼロ） 

  ｋｃａｌ」シリーズにいちごミルク風味やピーチレモン風味を発売しました。リニューアルした「くだものいっぱ

いゼリー」シリーズのみかんやぶどう、国産果実にこだわったギフト商品「国産果実のデザートセレクション」な

ども好評をいただきましたが、既存品が伸び悩み前年同期を下回りました。 

○ 米菓品目は、ホロっと溶ける新食感「焦がしチーズせん」「焦がしポテトせん」を発売するとともに、志田未来

さんと芦田愛菜さんの共演で軽妙な掛け合いトークのテレビコマーシャルを放映しました。ピリッと辛い柿の種を

チーズクリームやミルクチョコで包んだ「新潟限定チーズ柿種＆チョコ柿種」、季節に合わせた味の展開を行った

「チーズおかき」シリーズの明太子風味や青のりわさび味も好評をいただいたものの、プチシリーズ米菓商品群や

既存の加工米菓商品が伸び悩んだことなどにより前年同期を下回りました。 

○ スナック品目のスナック商品群は、女性向けのおつまみスナック「カリッチーノ トマト＆バジル」「カリッチ

ーノ イカスミ＆ガーリック」、「緑のベジポテトチキンソルト味」「赤のベジポテトオニオンソルト味」などを

発売しました。販売ルート限定商品のリニューアルなどにも取り組んだものの、既存品が伸び悩み前年同期を下回

りました。 

珍味商品群は、「チーズＯＮ」のリニューアルを行い活性化を図りましたが、スナック品目全体では、前年同期

を下回りました。 

○ チョコレート品目は、ダイジェスティブビスケットと相性の良いコーヒーチョコレートを組み合せた「アルフォ

ートミニチョコレートカフェラテ」、３重包餡技術でお餅の中においしさを包み込んだ「もちしょこらキャラメル

マキアート味」「もちしょこらガナッシュチョコレート」などを発売しました。小箱チョコレート商品群は、「ア

ーモンドラッシュＥＸクリーミーホワイト」「ブランチュールミニチョコレートマイルドカカオ」などの新味を加

え、品揃えの充実を図りました。「ミニビットアソートＦＳ」が大きく伸張したファミリーサイズ商品群やバッグ

サイズ商品群の「フルーツトリュフ濃厚ベリー」も好調に推移したものの、既存品の伸び悩みにより前年同期を下

回りました。 

○ チューインガム品目は、強烈にすっぱいパウダーが魅力的な「スッパチョッパ（レモン）」「スッパチョッパ

（グレープ）」、メントールのクールな刺激とホットな刺激の「ダブルインパクト」など特徴的な商品を発売しま

した。「スーパーはなのどガムスティック」やボトルガムシリーズの「フルーツガムアソートボトル（ピン

ク）」、販売ルート限定商品のリニューアルなど活性化を図ったものの、前年同期を大きく下回りました。 

  

飲料・食品・その他の合計売上高は5,992百万円（対前年同期比94.1％）となりました。 

○ 飲料品目は、自動販売機用商品「牛乳でおいしくホットなココアボトル缶２８０」、天然由来のミネラルを含む

「すっきりココナッツミルクＰＥＴ５００」などを発売しました。ボイセンベリーを使用した「酢てきスタイル」

シリーズのＰＥＴ９００や「牛乳でおいしくホットなココア」シリーズの缶２８０のリニューアルなど需要喚起に

向けた取り組みを行いました。東日本大震災の影響により、ミネラルウォーターへの需要が一時的に高まったもの

の、競争激化の状況下で前年同期を下回りました。 

○ 食品品目は、防災意識の高まり、非常食等の備蓄への関心の高まりに対応した、５種類のビスケット類詰め合せ

の５年間長期保存商品「プチバラエティービスケット保存缶」を発売するとともに、既存の缶入り保存缶シリーズ

の「缶入ミニクラッカー」「缶入カンパン」などが大変好評をいただきました。和風の健康素材を用いた「２８０

ｇしょうがココア」や家庭向けの「３００ｇまろやか仕立てミルクココア」などのリニューアルを行いました。ま

た、機能性食品は、スローバーシリーズをリニューアルするとともに、新味「スローバーオレンジクッキー」「ス

ローバーチョコバナナクッキー」を加え、品揃えの強化を図りました。全体では前年同期を上回りました。 

○ その他品目では、通信販売事業はお客様とのダイレクトコミュニケーションを図るとともに、取扱品目の拡大と

さらなるサービスの充実を推進するため１月末に公式オンラインショッピングサイト「ブルボンオンラインショッ

プ」を開設しました。自動販売機事業は、多様な商品を総合的に取り扱うプチモールを関西、東北地区に展開、設

置台数の増加に伴い伸張しました。また、酒類販売事業は、新製品を発売するとともにビール需要期での拡販に努

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ました結果、当連結会計年度の売上高は102,961百万円（対前年

同期比100.5％）、営業利益は2,315百万円（対前年同期比76.2％）、経常利益は2,511百万円（対前年同期比

86.1％）、当期純利益は859百万円（対前年同期比82.7％）となりました。 
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② 次期の見通し 

次期の見通しにつきましては、東日本大震災からの復興需要等により、緩やかな回復基調が期待されるものの、

不安定な世界経済や原油価格等の上昇に加え、雇用情勢や所得環境の改善が進まないこと、消費税の引き上げに向

けた新たな動きなど将来的な不安が個人消費を抑制することが懸念され、不透明感が残る状況が続くものと予測さ

れます。 

菓子・飲料・食品業界は、食への安全・安心の使命が改めて求められる一方、緩やかなデフレ状態と慎重な消費

姿勢が継続するなかで、価格競争の激化や原材料価格の上昇などコストアップが懸念されます。 

当社グループは、食品製造企業として引き続き品質保証第一主義に徹するとともに、世界でのバランスを考慮し

た安定調達と安定供給の実施、原材料のトレーサビリティ、放射性物質の自主検査体制構築による分析検査の強化

と安全性・品質の確保など一層の品質管理体制の高水準化に取り組んでまいります。また、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、価値ある商品の提供とともに、地域の活性化を図る文化・芸術、スポ

ーツ支援など社会貢献活動にも努めてまいります。 

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、中国事業や米国での調査活動をはじめとしたグローバルマーケットを視野

に入れた企画力の強化、新チャネル事業の展開にも取り組んでまいります。営業活動面では、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、地域に密着した細やかな営業活動に取り組んでまいります。 

利益面では、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・高付加価値により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 

総資産は65,512百万円となり、対前年同期比3,128百万円の増加となりました。これは主に、期末日休日により

仕入債務等の支払が翌期となったこと等による現金及び預金の増加と、原料品を先行手配したこと等によるたな卸

資産の増加があったことによるものです。 

負債合計は32,047百万円となり、対前年同期比2,362百万円の増加となりました。これは主に、期末日休日の影

響による支払手形及び買掛金等の増加があったことと、借入金の約定返済等があったことによるものです。 

純資産は33,465百万円となり、対前年同期比766百万円の増加となりました。これは主に、当期純利益の計上と

自己株式の処分による増加があったことと、配当金の支払を行ったことによるものです。 

② キャッシュ・フローの状況 

営業活動によるキャッシュ・フローは6,621百万円の収入（前年同期3,160百万円の収入、対前年同期比

209.5％）となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益2,413百万円、減価償却費3,939百万円と、期末日

休日による仕入債務の増加があったことと、法人税等の支払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3,370百万円の支出（前年同期3,911百万円の支出、対前年同期比86.2％）

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3,587百万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995百万円の支出（前年同期1,111百万円の支出、対前年同期比89.6％）と

なりました。これは主に、長期借入金の返済による支出455百万円と配当金の支払311百万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9,234百万円（前年同期6,976百万円、対前年同期比132.4％）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・フローおよ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」および「利息の支払額」を使用しております。 

  

(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。 

当期の配当金につきましては、中間配当として、１株当たり普通配当６円５０銭を実施いたしました。期末配当に

つきましては、１株当たり普通配当６円５０銭を予定しており、年間の合計配当金は、１株当たり１３円００銭の予

定です。 

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

６円５０銭を予定しており、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
第135期 

平成23年３月 
第136期 

平成24年３月

自己資本比率（％）  41.9  40.7  51.9  52.4  51.1

時価ベースの自己資本比率（％）  29.9  28.0  35.9  40.0  39.2

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（倍）  7.6  0.8  0.7  1.2  0.5

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍）  12.4  137.7  119.6  64.4  90.1
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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６社で構成しております。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、「菓子」「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。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。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。株式会社ＢＦＥＧ（ビーフェッグ）は、期中に営業活動を終了いたしました。エチゴビ

ール株式会社は、全国地ビールの第１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、Bourbon Foods USA Corporationは米国

において市場調査等を行っております。また、ブルボン興業株式会社および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。 

        

  

なお、 近の有価証券報告書（平成23年６月29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。 

２．企業集団の状況
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(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企業の永続的発展による雇用の場の提供による貢献を重視しております。

また、心と体の健康づくりをテーマに文化・芸術、スポーツ支援など地域の活性化を図る社会貢献活動も推進してま

いります。 

経営指標につきましては連結ＲＯＥ（株主資本当期純利益率）を主な経営指標として、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一層の強化、行動規範・指針の徹底・内部統制システムの継続的改善 

  ・プライバシーマーク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、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 

② 危機管理体制として事業継続計画の再構築 

  ・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 

  ・省エネルギー、節電を目指した生産拠点、営業拠点、物流拠点および事務機能の再構築 

③ 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 

  ・夏季対応商品の開発による売上安定化の推進 

  ・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 

④ 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並びにマーケティングの再構築および研究

  ・新規事業の開拓と育成、自動販売機プチモール事業および通販事業の強化、推進 

⑤ 品質保証体制と製造管理体制の一層の強化 

  ・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 

⑥ 新しい原材料の開発・開拓および原材料やエネルギーなどの安定調達とコスト競争力を高める生産システムの再

構築 

⑦ 人材育成と確保および教育研修体制の強化等による中国・米国などをはじめとするグローバル化の推進 

  ・先端的研究領域への取り組み 

  

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23年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 6,965 9,123

受取手形及び売掛金 13,139 13,759

有価証券 111 111

商品及び製品 3,051 3,381

仕掛品 493 467

原材料及び貯蔵品 2,536 3,202

短期貸付金 548 515

繰延税金資産 881 656

その他 831 435

貸倒引当金 △112 △76

流動資産合計 28,445 31,575

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 22,215 22,502

減価償却累計額 △13,700 △14,229

建物及び構築物（純額） 8,515 8,272

機械装置及び運搬具 39,318 41,613

減価償却累計額 △30,569 △32,314

機械装置及び運搬具（純額） 8,749 9,299

工具、器具及び備品 4,148 4,326

減価償却累計額 △3,687 △3,944

工具、器具及び備品（純額） 460 382

土地 5,797 5,797

リース資産 1,550 1,711

減価償却累計額 △355 △650

リース資産（純額） 1,195 1,061

建設仮勘定 761 450

有形固定資産合計 25,479 25,264

無形固定資産   

ソフトウエア 381 458

のれん 2,120 2,006

その他 112 111

無形固定資産合計 2,614 2,575

投資その他の資産   

投資有価証券 2,253 2,755

長期貸付金 355 324

繰延税金資産 2,374 2,193

その他 866 824

貸倒引当金 △6 △0

投資その他の資産合計 5,843 6,097

固定資産合計 33,938 33,937

資産合計 62,383 65,512
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 9,221 11,369

短期借入金 1,860 1,830

1年内返済予定の長期借入金 455 305

リース債務 329 342

未払金 1,789 2,066

未払費用 4,631 5,114

未払法人税等 936 832

繰延税金負債 3 3

賞与引当金 954 959

返品引当金 74 89

その他 620 751

流動負債合計 20,876 23,663

固定負債   

長期借入金 1,450 1,145

リース債務 896 735

繰延税金負債 674 654

退職給付引当金 5,586 5,647

役員退職慰労引当金 162 164

資産除去債務 7 7

負ののれん 31 29

固定負債合計 8,808 8,384

負債合計 29,685 32,047

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,036 1,036

資本剰余金 7,232 7,326

利益剰余金 25,540 26,088

自己株式 △586 △573

株主資本合計 33,223 33,878

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △343 △230

為替換算調整勘定 △181 △182

その他の包括利益累計額合計 △524 △413

純資産合計 32,698 33,465

負債純資産合計 62,383 65,512

㈱ブルボン　(2208)　平成24年３月期　決算短信

―　9　―



(2) 連結損益計算書及び連結包括利益計算書 
   連結損益計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

売上高 102,429 102,961

売上原価 59,868 61,126

売上総利益 42,561 41,835

販売費及び一般管理費 39,524 39,520

営業利益 3,036 2,315

営業外収益   

受取利息 19 21

受取配当金 59 64

負ののれん償却額 1 1

為替差益 － 80

償却債権取立益 － 55

その他 83 86

営業外収益合計 164 309

営業外費用   

支払利息 49 73

減価償却費 52 30

為替差損 168 －

その他 13 9

営業外費用合計 283 113

経常利益 2,917 2,511

特別利益   

固定資産売却益 18 3

投資有価証券売却益 110 17

貸倒引当金戻入額 157 －

退職給付制度改定益 － 4

その他 27 －

特別利益合計 313 25

特別損失   

固定資産処分損 43 85

減損損失 47 15

災害による損失 21 2

災害支援支出 36 7

退職給付制度改定損 522 －

債務保証損失 87 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 21 －

その他 3 12

特別損失合計 783 124

税金等調整前当期純利益 2,447 2,413

法人税、住民税及び事業税 1,352 1,271

法人税等調整額 55 282

法人税等合計 1,408 1,554

少数株主損益調整前当期純利益 1,039 859

当期純利益 1,039 859
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   連結包括利益計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

少数株主損益調整前当期純利益 1,039 859

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △162 112

為替換算調整勘定 △46 △1

その他の包括利益合計 △208 110

包括利益 830 969

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 830 969

少数株主に係る包括利益 － －
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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22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 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   

当期首残高 7,386 7,232

当期変動額   

連結子会社からの自己株式の取得 △154 －

自己株式の処分 － 94

当期変動額合計 △154 94

当期末残高 7,232 7,326

利益剰余金   

当期首残高 24,824 25,540

当期変動額   

剰余金の配当 △322 △311

当期純利益 1,039 859

当期変動額合計 716 547

当期末残高 25,540 26,088

自己株式   

当期首残高 △575 △586

当期変動額   

自己株式の取得 △10 △2

自己株式の処分 － 15

当期変動額合計 △10 13

当期末残高 △586 △573

株主資本合計   

当期首残高 32,671 33,223

当期変動額   

剰余金の配当 △322 △311

当期純利益 1,039 859

自己株式の取得 △10 △2

連結子会社からの自己株式の取得 △154 －

自己株式の処分 － 110

当期変動額合計 551 655

当期末残高 33,223 33,878
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金   

当期首残高 △180 △343

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △162 112

当期変動額合計 △162 112

当期末残高 △343 △230

為替換算調整勘定   

当期首残高 △134 △181

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △46 △1

当期変動額合計 △46 △1

当期末残高 △181 △182

その他の包括利益累計額合計   

当期首残高 △315 △524

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △208 110

当期変動額合計 △208 110

当期末残高 △524 △413

純資産合計   

当期首残高 32,356 32,698

当期変動額   

剰余金の配当 △322 △311

当期純利益 1,039 859

自己株式の取得 △10 △2

連結子会社からの自己株式の取得 △154 －

自己株式の処分 － 110

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △208 110

当期変動額合計 342 766

当期末残高 32,698 33,465
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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22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24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 2,447 2,413

減価償却費 3,636 3,939

のれん償却額 145 114

受取利息及び受取配当金 △79 △86

負ののれん償却額 △1 △1

支払利息 49 73

為替差損益（△は益） 204 13

固定資産処分損益（△は益） 24 82

減損損失 47 15

災害による損失 21 2

災害支援支出 36 7

投資有価証券売却損益（△は益） △110 △17

債務保証損失 87 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 21 －

売上債権の増減額（△は増加） △716 △619

たな卸資産の増減額（△は増加） △155 △970

仕入債務の増減額（△は減少） 123 2,147

未払費用の増減額（△は減少） △17 482

退職給付引当金の増減額（△は減少） 82 61

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 0 2

その他 △815 332

小計 5,030 7,993

利息及び配当金の受取額 83 86

利息の支払額 △49 △73

災害損失の支払額 △13 △10

法人税等の支払額 △1,890 △1,373

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,160 6,621

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 △3,945 △3,587

有形固定資産の売却による収入 8 508

投資有価証券の取得による支出 △191 △338

投資有価証券の売却による収入 231 91

その他 △15 △44

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,911 △3,370

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） △25 △30

長期借入金の返済による支出 △562 △455

配当金の支払額 △322 △311

その他 △201 △199

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,111 △995

現金及び現金同等物に係る換算差額 △19 1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,881 2,257

現金及び現金同等物の期首残高 8,858 6,976

現金及び現金同等物の期末残高 6,976 9,234
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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。 

(2) 非連結子会社の数 ６社 

連結の範囲から除いた理由 

非連結子会社は、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 ７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。 

(5) 継続企業の前提に関する注記

(6) 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 

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産 

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっております。 

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 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。 

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。 

（追加情報） 

一部の国内連結子会社は、確定拠出年金法の施行に伴い、平成24年１月に適格退職年金制度の全部につい

て確定拠出年金制度へ移行したため、「退職給付制度間の移行等に関する会計処理」（企業会計基準適用指

針第１号）を適用しております。 

本移行に伴う影響額は、当連結会計年度の特別利益として４百万円計上しております。 

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) のれん及び負ののれんの償却方法及び償却期間 

のれん及び負ののれんの償却については、20年間で均等償却しております。 

(5) 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。 

(6) その他連結財務諸表作成のための重要な事項 

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。 

  

（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用） 

当連結会計年度の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬の訂正に

関する会計基準」(企業会計基準第24号 平成21年12月４日)及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の

適用指針」(企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日)を適用しております。 

(7) 追加情報
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前連結会計年度（自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日） 

当社グループの事業は、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、米菓類等の菓子及び飲料

食品等の食料品の製造・販売並びにこれらの付随業務であり、単一セグメントであるため、記載を省略しておりま

す。 

  

当連結会計年度（自 平成23年４月１日 至 平成24年３月31日） 

当社グループの事業は、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、米菓類等の菓子及び飲料

食品等の食料品の製造・販売並びにこれらの付随業務であり、単一セグメントであるため、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。 

  

前連結会計年度（自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日） 

該当事項はありません。 

  

当連結会計年度（自 平成23年４月１日 至 平成24年３月31日） 

該当事項はありません。 

  

(8) 連結財務諸表に関する注記事項

（セグメント情報）

セグメント情報

（１株当たり情報）

前連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日） 

１株当たり純資産額  1,368.50 円

１株当たり当期純利益金額  43.09 円

１株当たり純資産額  1,394.86 円

１株当たり当期純利益金額  35.84 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22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日） 

当期純利益（百万円）  1,039  859

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）  1,039  859

期中平均株式数（千株）  24,117  23,970

（重要な後発事象）
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５．個別財務諸表 
(1) 貸借対照表 

（単位：百万円）

前事業年度 
(平成23年３月31日) 

当事業年度 
(平成24年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 6,382 8,427

受取手形 74 96

売掛金 12,867 13,402

有価証券 111 111

商品及び製品 2,833 3,072

仕掛品 341 364

原材料及び貯蔵品 2,136 2,859

前払費用 98 111

短期貸付金 2,436 2,512

未収入金 571 554

繰延税金資産 821 598

その他 19 22

貸倒引当金 △1,425 △1,213

流動資産合計 27,268 30,919
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（単位：百万円）

前事業年度 
(平成23年３月31日) 

当事業年度 
(平成24年３月31日) 

固定資産   

有形固定資産   

建物 18,749 18,957

減価償却累計額 △11,928 △12,287

建物（純額） 6,820 6,669

構築物 2,304 2,297

減価償却累計額 △1,645 △1,717

構築物（純額） 658 579

機械及び装置 38,349 40,557

減価償却累計額 △30,196 △31,841

機械及び装置（純額） 8,152 8,715

車両運搬具 172 205

減価償却累計額 △157 △178

車両運搬具（純額） 14 27

工具、器具及び備品 3,367 3,525

減価償却累計額 △3,028 △3,220

工具、器具及び備品（純額） 339 304

土地 5,778 5,778

リース資産 965 1,228

減価償却累計額 △352 △587

リース資産（純額） 612 641

建設仮勘定 740 450

有形固定資産合計 23,116 23,167

無形固定資産   

のれん 1,925 1,821

ソフトウエア 305 392

その他 45 45

無形固定資産合計 2,276 2,259

投資その他の資産   

投資有価証券 2,186 2,681

関係会社株式 22 23

出資金 2 2

関係会社出資金 2,194 887

従業員に対する長期貸付金 2 1

関係会社長期貸付金 3,482 3,195

長期前払費用 32 14

長期預金 500 500

繰延税金資産 2,219 2,054

その他 295 277

貸倒引当金 △24 △636

投資その他の資産合計 10,913 9,001

固定資産合計 36,307 34,427

資産合計 63,575 65,347
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（単位：百万円）

前事業年度 
(平成23年３月31日) 

当事業年度 
(平成24年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形 1,462 2,024

買掛金 7,434 9,802

短期借入金 2,068 1,620

1年内返済予定の長期借入金 450 300

リース債務 213 260

未払金 1,574 1,638

未払費用 4,490 4,931

未払法人税等 738 752

預り金 303 422

賞与引当金 860 863

返品引当金 74 89

その他 268 264

流動負債合計 19,941 22,971

固定負債   

長期借入金 1,431 1,131

リース債務 430 412

退職給付引当金 5,206 5,266

役員退職慰労引当金 162 164

資産除去債務 7 7

負ののれん 31 29

固定負債合計 7,270 7,012

負債合計 27,211 29,983

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 9,681 9,759

資本剰余金合計 9,734 9,811

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 24,030 25,030

繰越利益剰余金 2,883 666

利益剰余金合計 27,173 25,955

自己株式 △1,249 △1,218

株主資本合計 36,695 35,585

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △331 △222

評価・換算差額等合計 △331 △222

純資産合計 36,364 35,363

負債純資産合計 63,575 65,347
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(2) 損益計算書 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

売上高 100,427 101,052

売上原価   

商品及び製品期首たな卸高 2,629 2,608

当期商品仕入高 9,826 10,105

当期製品製造原価 49,367 50,617

合計 61,824 63,331

他勘定振替高 317 271

商品及び製品期末たな卸高 2,624 2,879

たな卸資産廃棄損及び評価損 15 12

小計 58,898 60,193

返品引当金繰入額 74 89

返品引当金戻入額 79 74

売上原価合計 58,893 60,208

売上総利益 41,534 40,844

販売費及び一般管理費   

販売促進費 23,341 23,252

運送費及び保管費 5,551 5,690

広告宣伝費 1,726 1,771

給料及び手当 3,396 3,381

賞与引当金繰入額 258 257

退職給付費用 129 135

減価償却費 412 475

のれん償却額 135 104

その他 3,418 3,395

販売費及び一般管理費合計 38,370 38,464

営業利益 3,163 2,380

営業外収益   

受取利息 156 133

受取配当金 58 64

受取賃貸料 490 494

負ののれん償却額 1 1

その他 47 115

営業外収益合計 754 809

営業外費用   

支払利息 52 42

貸倒引当金繰入額 － 444

賃貸収入原価 512 461

為替差損 168 －

その他 35 25

営業外費用合計 769 974

経常利益 3,148 2,216
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（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

特別利益   

固定資産売却益 14 3

投資有価証券売却益 110 17

貸倒引当金戻入額 400 －

その他 9 －

特別利益合計 534 20

特別損失   

固定資産処分損 43 120

減損損失 17 15

災害による損失 20 2

災害支援支出 35 6

関係会社出資金評価損 495 1,680

退職給付制度改定損 461 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 21 －

その他 － 5

特別損失合計 1,096 1,832

税引前当期純利益 2,587 403

法人税、住民税及び事業税 1,126 1,025

法人税等調整額 76 285

法人税等合計 1,203 1,310

当期純利益又は当期純損失（△） 1,383 △906
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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22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 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   

当期首残高 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   

当期首残高 9,681 9,681

当期変動額   

自己株式の処分 － 77

当期変動額合計 － 77

当期末残高 9,681 9,759

資本剰余金合計   

当期首残高 9,734 9,734

当期変動額   

自己株式の処分 － 77

当期変動額合計 － 77

当期末残高 9,734 9,811

利益剰余金   

利益準備金   

当期首残高 259 259

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 259 259

その他利益剰余金   

別途積立金   

当期首残高 23,030 24,030

当期変動額   

別途積立金の積立 1,000 1,000

当期変動額合計 1,000 1,000

当期末残高 24,030 25,030

繰越利益剰余金   

当期首残高 2,831 2,883

当期変動額   

別途積立金の積立 △1,000 △1,000

剰余金の配当 △330 △311

当期純利益又は当期純損失（△） 1,383 △906

当期変動額合計 52 △2,217

当期末残高 2,883 666
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（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

利益剰余金合計   

当期首残高 26,120 27,173

当期変動額   

別途積立金の積立 － －

剰余金の配当 △330 △311

当期純利益又は当期純損失（△） 1,383 △906

当期変動額合計 1,052 △1,217

当期末残高 27,173 25,955

自己株式   

当期首残高 △573 △1,249

当期変動額   

自己株式の取得 △675 △2

自己株式の処分 － 32

当期変動額合計 △675 30

当期末残高 △1,249 △1,218

株主資本合計   

当期首残高 36,318 36,695

当期変動額   

剰余金の配当 △330 △311

当期純利益又は当期純損失（△） 1,383 △906

自己株式の取得 △675 △2

自己株式の処分 － 110

当期変動額合計 376 △1,109

当期末残高 36,695 35,585

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

当期首残高 △173 △331

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △158 109

当期変動額合計 △158 109

当期末残高 △331 △222

評価・換算差額等合計   

当期首残高 △173 △331

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △158 109

当期変動額合計 △158 109

当期末残高 △331 △222

㈱ブルボン　(2208)　平成24年３月期　決算短信

―　24　―



（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

純資産合計   

当期首残高 36,145 36,364

当期変動額   

剰余金の配当 △330 △311

当期純利益又は当期純損失（△） 1,383 △906

自己株式の取得 △675 △2

自己株式の処分 － 110

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △158 109

当期変動額合計 218 △1,000

当期末残高 36,364 35,363
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該当事項はありません。 

  

役員の異動 

開示内容が定まり次第開示いたします。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

６．その他

㈱ブルボン　(2208)　平成24年３月期　決算短信

―　26　―




