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四半期報告書提出予定日 平成23年11月11日 配当支払開始予定日 ―

(百万円未満切捨て)

１．平成24年3月期第２四半期の業績（平成23年4月1日～平成23年9月30日）

（１）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 ％

24年3月期第２四半期 8,844 4.5 273 162.8 257 201.7 277 416.1

23年3月期第２四半期 8,467 ― 103 ― 85 ― 53 ―

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

24年3月期第２四半期 13 25 ―

23年3月期第２四半期 2 57 ―

（２）財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

24年3月期第２四半期 12,716 2,906 22.9

23年3月期 12,232 2,643 21.6

(参考) 自己資本 24年3月期第２四半期 2,906百万円 23年3月期 2,643百万円

２．配当の状況

年間配当金

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

23年3月期 ― ― ― 0 00 0 00

24年3月期 ― ―

24年3月期(予想) ― 0 00 0 00

３．平成24年3月期の業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日）

(％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
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 3.0 400 65.7 370 79.9 350 87.2 16 69



  

 

 

 
  

  

  

・この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算

短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了していませ

ん。 

  

・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条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付

資料P.2「業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

４．その他

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

 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

（３）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 24年3月期２Ｑ 21,039,480株 23年3月期 21,039,480株

② 期末自己株式数 24年3月期２Ｑ 71,778株 23年3月期 70,776株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期２Ｑ 20,968,308株 23年3月期２Ｑ 20,970,749株

※ 四半期レビュー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
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当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、３月11日に発生した東日本大震災の影響によって生産

活動が停滞しました。その後、復興に向けた動きが進み、景気は持ち直し感が徐々に広がりましたが、

一方では、欧州における金融不安や米国経済の停滞懸念の拡大とともに円高が一段と進み、先行き不透

明感が増してまいりました。 

当業界におきましても大震災によって被災した地域が復旧するにつれ購買自粛ムードが一転しました

が、改善の兆しが見られない個人所得を背景に、お客様の節約志向や低価格志向が強まり、企業間競争

が再び激化して市場環境は厳しさを増しました。 

このような情勢下におきまして、当社では大震災に際し、被災地向けの製品供給体制強化に積極的に

取り組むとともに、「おいしく、北海道らしく。」のコンセプトに基づいた、高品質でお客様にとって

価値のある新製品の開発を通じて当社ブランド製品の売上拡大をめざしてまいりました。 

製品面では、小麦粉など各種原材料の値上げを受けて７月に一部製品の価格改定を実施するなかで、

食パン・菓子パンの主力製品の販売数量の確保に努めるとともに、北海道産の米粉を配合した食パン

「米と麦」など特徴ある新製品の開発や育成に注力してまいりました。さらに、「塩味ロング」や「コ

ーヒートースト」などリバイバル製品を再発売し、多様なお客様のニーズへの対応をはかり、大変ご好

評をいただくことができました。加えて北海道では、昨年夏のような猛暑による影響が今年は少なく、

売上は堅調に推移いたしました。 

一方、経費面では７月に製品価格の改定を実施いたしましたが、原材料価格やエネルギーコストは依

然として高止まり傾向で推移いたしました。また、大震災以降、東北方面への供給増に伴う物流費の大

幅増加もあり、利益面においては大変厳しい状況でありましたが、堅調な売上推移のもとで生産ロスの

削減などによる原価改善が効を奏し、大幅な収益改善をはかることができました。 

以上の結果、当第２四半期累計期間の業績は、売上高8,844百万円(前年同期比104.5％)、営業利益

273百万円(同262.8％)、経常利益257百万円(同301.7％)、四半期純利益277百万円(同516.1％)となりま

した。 

  

当第２四半期会計期間末における資産合計は12,716百万円で前事業年度末に対し484百万円増加いた

しました。流動資産は4,352百万円で主に現金及び預金が609百万円増加し、売掛金が191百万円減少し

た結果、前事業年度末に対し480百万円増加いたしました。固定資産は8,364百万円で前事業年度末に対

し3百万円の増加となりました。負債合計は9,810百万円で、長期借入金の増加等により前事業年度末に

対し221百万円増加いたしました。純資産合計は2,906百万円で前事業年度末に対し263百万円増加いた

しました。主に利益剰余金が277百万円増加したことによるものであります。 

この結果、当第２四半期会計期間末における自己資本比率は22.9％、１株当たりの純資産は138円61

銭となりました。 

  

今後の見通しといたしましては、わが国経済は、東日本大震災の復興需要に支えられ、底堅い動きが

予想されるものの、欧米経済の減速や円高の継続が輸出や生産に悪影響を及ぼす懸念があり、また、雇

用情勢や所得環境の改善の遅れもあり、景気は先行き不安を抱えたまま推移するものと思われます。 

当業界におきましても、今冬の電力供給制限による工場稼働への影響や、原材料価格の高止まりが懸

念されるなか、お客様の節約志向や低価格志向は一層強まり、経営環境は引き続き厳しいものとなるこ

とが予想されます。 

当社といたしましては、今後とも「おいしく、北海道らしく。」の方針のもと、安全・安心で価値の

高い製品をお客様へ提供し、売上確保と販路拡大に努めるとともに、品質改善と一層の生産性改善をは

かり、収益改善をめざしてまいります。 

なお、平成24年３月期通期に関する業績予想は、第２四半期累計期間までの業績を勘案し、今年５月

13日に公表した内容を平成23年10月26日に修正しております。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する定性的情報

（２）財政状態に関する定性的情報

（３）業績予想に関する定性的情報
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２．四半期財務諸表
（１）四半期貸借対照表

（単位：千円）

前事業年度
(平成23年３月31日)

当第２四半期会計期間
(平成23年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,432,427 2,041,896

受取手形及び売掛金 2,006,163 1,814,767

商品及び製品 41,804 42,589

仕掛品 24,142 28,631

原材料及び貯蔵品 147,168 139,112

繰延税金資産 137,534 177,914

その他 85,502 109,714

貸倒引当金 △2,892 △2,059

流動資産合計 3,871,850 4,352,566

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 1,422,407 1,445,233

機械及び装置（純額） 1,416,731 1,412,610

土地 4,672,216 4,672,216

その他（純額） 187,442 185,208

有形固定資産合計 7,698,797 7,715,268

無形固定資産

その他 90,485 95,759

無形固定資産合計 90,485 95,759

投資その他の資産

投資有価証券 335,707 314,558

投資不動産（純額） 108,967 108,967

繰延税金資産 61,578 68,833

その他 74,642 68,321

貸倒引当金 △9,603 △7,550

投資その他の資産合計 571,292 553,130

固定資産合計 8,360,576 8,364,159

資産合計 12,232,426 12,716,725
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（単位：千円）

前事業年度
(平成23年３月31日)

当第２四半期会計期間
(平成23年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 2,186,867 2,170,393

短期借入金 1,550,000 1,550,000

1年内返済予定の長期借入金 662,200 608,600

未払法人税等 23,698 16,981

賞与引当金 167,322 165,758

その他 819,796 917,971

流動負債合計 5,409,885 5,429,703

固定負債

長期借入金 1,138,700 1,324,300

再評価に係る繰延税金負債 1,583,259 1,583,259

退職給付引当金 1,419,710 1,428,961

役員退職慰労引当金 36,687 40,100

その他 1,145 4,145

固定負債合計 4,179,502 4,380,765

負債合計 9,589,387 9,810,469

純資産の部

株主資本

資本金 1,051,974 1,051,974

利益剰余金 △756,478 △478,693

自己株式 △8,188 △8,278

株主資本合計 287,306 565,001

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 48,263 33,785

土地再評価差額金 2,307,468 2,307,468

評価・換算差額等合計 2,355,732 2,341,254

純資産合計 2,643,038 2,906,256

負債純資産合計 12,232,426 12,716,725
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（２）四半期損益計算書
第２四半期累計期間

（単位：千円）

前第２四半期累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年９月30日)

売上高 8,467,312 8,844,958

売上原価 6,451,124 6,606,144

売上総利益 2,016,188 2,238,813

販売費及び一般管理費

販売費 1,543,767 1,596,865

一般管理費 368,471 368,752

販売費及び一般管理費合計 1,912,238 1,965,618

営業利益 103,949 273,195

営業外収益

受取利息 199 134

受取配当金 4,592 4,315

受取賃貸料 2,897 2,613

その他 6,774 5,558

営業外収益合計 14,463 12,622

営業外費用

支払利息 33,159 28,605

その他 4 1

営業外費用合計 33,164 28,606

経常利益 85,248 257,211

特別利益

固定資産売却益 4,807 191

貸倒引当金戻入額 1,905 －

特別利益合計 6,713 191

特別損失

固定資産売却損 450 －

固定資産除却損 15,058 8,997

減損損失 － 4,110

投資有価証券売却損 6,188 －

投資有価証券評価損 14,902 －

特別損失合計 36,599 13,107

税引前四半期純利益 55,362 244,295

法人税、住民税及び事業税 6,922 6,890

法人税等調整額 △5,381 △40,380

法人税等合計 1,541 △33,489

四半期純利益 53,821 277,784
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該当事項はありません。  

  

当社は、食品関連事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。  

  

該当事項はありません。  

  

  

販売実績を事業部門等別に示すと、次のとおりであります。 

  

 
(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

  

  

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

３．補足情報

 販売実績

事業部門等の名称
前第２四半期累計期間

(千円)
当第２四半期累計期間

(千円)
前年同期比    

(％)

食パン 1,192,964 1,279,597 107.3

菓子パン 3,575,317 3,685,412 103.1

和菓子 1,635,453 1,685,063 103.0

洋菓子 457,257 504,639 110.4

調理パン・米飯類 1,442,655 1,470,697 101.9

その他 163,663 219,548 134.1

合計 8,467,312 8,844,958 104.5

日糧製パン㈱ (2218) 平成24年3月期 第２四半期決算短信 (非連結)

─ 6 ─




