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(百万円未満切捨て)
１．平成28年３月期第２四半期の業績（平成27年４月１日～平成27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 ％

28年３月期第２四半期 8,898 1.4 241 8.1 242 6.5 147 21.5

27年３月期第２四半期 8,772 3.2 223 40.0 227 45.0 121 49.9

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

28年３月期第２四半期 7.03 ―

27年３月期第２四半期 5.79 ―

（２）財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

28年３月期第２四半期 12,756 4,014 31.5

27年３月期 12,608 3,885 30.8
(参考) 自己資本 28年３月期第２四半期 4,014百万円 27年３月期 3,885百万円

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

27年３月期 ― ― ― 0.00 0.00

28年３月期 ― ―

28年３月期(予想) ― 0.00 0.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ：無

３．平成28年３月期の業績予想（平成27年４月１日～平成28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 17,800 1.2 410 6.6 400 1.6 210 7.2 10.02
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ：無

   



※ 注記事項

（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) 28年３月期２Ｑ 21,039,480株 27年３月期 21,039,480株

② 期末自己株式数 28年３月期２Ｑ 78,944株 27年３月期 78,214株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 28年３月期２Ｑ 20,960,964株 27年３月期２Ｑ 20,963,818株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示
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、四半期財務諸表に対する四半期レビュー手続が実施中です。

※ 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、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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「業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。
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１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

当第２四半期累計期間(平成27年４月１日～平成27年９月30日)におけるわが国経済は、企業収益や雇用環境に改

善が見られ、緩やかな回復基調で推移しましたが、個人消費の持ち直しは足踏み状態となりました。当業界におき

ましては、消費者の生活防衛意識が高まる中で、販売競争の激化に加え、輸入原材料価格の高騰や雇用の改善に伴

う人件費の上昇もあり、厳しい経営環境となりました。

このような情勢下におきまして、当社は「おいしく、北海道らしく。」の方針のもと、主力製品の品質向上と育成

をはかるとともに、市場動向やお客様のニーズに即した高付加価値製品の開発ならびに拡販に努めました。また、

４月の輸入小麦の政府売渡価格の引き上げに伴う業務用小麦粉の値上げを受け、引き続き安全・安心で高品質な製

品を提供するために、８月１日より一部製品の価格改定を実施するとともに、原材料価格および人件費の上昇の影

響を吸収するため、生産、販売、管理の各部門における業務の更なる見直しや合理化を進め、継続して経営の効率

化へ取り組んでまいりました。

製品別の売上状況につきましては、食パン部門は、「絹艶」シリーズの順調な推移に加え、低価格帯の製品および

バラエティ食パンが伸長し、順調な売上となりました。菓子パン部門は、「北の国のべーカリー」シリーズや「バゲ

ット」などのハード系が伸長したものの、コッペパンタイプの製品が伸び悩み、前年同期の売上を下回りました。

和菓子部門は、蒸しパン類は伸び悩んだものの、串団子類や季節商品が好調に推移し、前年同期並みの売上となり

ました。洋菓子部門は、ロールケーキが伸長するとともに「チョコブリッコ」などのスナックケーキが好調に推移

し、売上は大幅に増加しました。調理パン・米飯部門は、量販店向けの米飯が堅調に推移し、前年同期の売上を上

回りました。

以上の結果、当第２四半期累計期間の業績につきましては、売上高は8,898百万円(対前年同期比101.4％)、営業

利益は241百万円(対前年同期比108.1％)、経常利益は242百万円(対前年同期比106.5％)、四半期純利益は147百万円

(対前年同期比121.5％)となりました。

（２）財政状態に関する説明

当第２四半期会計期間末における資産合計は12,756百万円で前事業年度末に対し147百万円増加しました。流動資

産は4,477百万円で主に現金及び預金が272百万円増加し、売掛金が96百万円減少した結果、前事業年度末に対し180

百万円増加しました。固定資産は8,278百万円で主に投資その他の資産のうち投資有価証券が26百万円減少した結

果、前事業年度末に対し32百万円減少しました。負債合計は8,742百万円で未払法人税等が30百万円、その他の流動

負債(主に未払消費税等)が188百万円減少し、長期借入金(１年内返済予定含む)が235百万円増加したことなどによ

り、前事業年度末に対し18百万円増加しました。純資産合計は4,014百万円で前事業年度末に対し129百万円増加し

ました。利益剰余金が147百万円増加し、その他有価証券評価差額金が18百万円減少したことによるものです。

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31.5％、１株当たりの純資産は191円52銭となりまし

た。

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明

今後の見通しといたしましては、景気は緩やかな回復基調が続き、雇用・所得環境の改善傾向を背景に個人消費

は持ち直しに向かうことが期待されます。当業界におきましては、原材料価格や電力費の上昇に加え、人手不足感

の強まりは人件費の上昇を後押しするとみられ、収益が圧迫される経営環境が継続することが予測されます。

このような情勢下におきまして、当社は、「おいしく、北海道らしく。」の方針のもと、主力製品の品質向上と、

安全・安心でお客様に認められる価値の高い製品開発に努めてまいります。10月１日より２ヶ月間に亘る「絹艶」

シリーズを対象とした「しっとりプレミアムプレゼントキャンペーン」の活用や、主力製品「日糧ベスト70」の品

質訴求と集中販売の推進、北海道産原料を使用した製品開発への取り組みなど、生産・販売一体となった製品施

策・営業戦略の展開により売上拡大をはかるとともに、一層の業務効率化の推進により収益向上をめざし目標達成

に向けて努力してまいります。

なお、平成28年３月期通期に関する業績予想につきましては、平成27年５月12日に公表した内容から変更はあり

ません。
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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27年３月31日)

当第２四半期会計期間
(平成27年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,960,165 2,232,442

受取手形及び売掛金 1,964,033 1,867,911

商品及び製品 44,907 35,404

仕掛品 35,502 38,080

原材料及び貯蔵品 126,787 129,760

繰延税金資産 80,286 83,941

その他 87,748 91,649

貸倒引当金 △2,224 △1,728

流動資産合計 4,297,208 4,477,461

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 1,443,785 1,443,410

機械及び装置（純額） 1,260,043 1,245,535

土地 4,662,405 4,662,405

その他（純額） 184,861 189,528

有形固定資産合計 7,551,095 7,540,880

無形固定資産

その他 76,906 74,995

無形固定資産合計 76,906 74,995

投資その他の資産

投資有価証券 534,575 507,667

投資不動産（純額） 83,539 83,476

繰延税金資産 20,631 29,902

その他 46,982 43,828

貸倒引当金 △2,031 △1,837

投資その他の資産合計 683,698 663,037

固定資産合計 8,311,700 8,278,912

資産合計 12,608,908 12,756,373
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(単位：千円)

前事業年度
(平成27年３月31日)

当第２四半期会計期間
(平成27年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 2,071,619 2,059,959

短期借入金 1,050,000 1,050,000

1年内返済予定の長期借入金 510,012 513,512

未払法人税等 138,056 107,151

賞与引当金 195,216 209,996

その他 1,103,194 915,171

流動負債合計 5,068,097 4,855,790

固定負債

長期借入金 877,096 1,108,640

再評価に係る繰延税金負債 1,253,221 1,253,221

退職給付引当金 1,478,549 1,475,285

役員退職慰労引当金 42,548 44,290

その他 4,300 4,800

固定負債合計 3,655,714 3,886,237

負債合計 8,723,812 8,742,027

純資産の部

株主資本

資本金 1,051,974 1,051,974

利益剰余金 23,746 171,177

自己株式 △9,091 △9,223

株主資本合計 1,066,629 1,213,928

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 186,768 168,718

土地再評価差額金 2,631,699 2,631,699

評価・換算差額等合計 2,818,467 2,800,417

純資産合計 3,885,096 4,014,346

負債純資産合計 12,608,908 12,756,373
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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26年４月１日
至 平成26年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自 平成27年４月１日
至 平成27年９月30日)

売上高 8,772,970 8,898,666

売上原価 6,220,912 6,327,970

売上総利益 2,552,057 2,570,695

販売費及び一般管理費

販売費 1,956,362 1,946,820

一般管理費 372,387 382,453

販売費及び一般管理費合計 2,328,749 2,329,274

営業利益 223,308 241,420

営業外収益

受取利息 138 155

受取配当金 4,914 5,452

受取賃貸料 10,032 5,356

受取保険金 4,045 2,148

その他 4,567 4,392

営業外収益合計 23,698 17,506

営業外費用

支払利息 18,744 16,827

その他 929 76

営業外費用合計 19,673 16,904

経常利益 227,333 242,023

特別利益

固定資産売却益 21 388

投資有価証券売却益 - 57

特別利益合計 21 446

特別損失

固定資産売却損 183 -

固定資産除却損 20,356 6,857

減損損失 68 62

役員退職慰労金 902 -

特別損失合計 21,510 6,919

税引前四半期純利益 205,843 235,550

法人税等 84,536 88,119

四半期純利益 121,307 147,431
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（３）四半期財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

該当事項はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

該当事項はありません。

（セグメント情報等）

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。

３．補足情報

販売実績

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。

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 1,195,118 1,239,597 103.72

菓子パン 3,480,311 3,446,021 99.01

和菓子 1,742,263 1,741,754 99.97

洋菓子 435,845 505,169 115.91

調理パン・米飯類 1,652,569 1,696,639 102.67

その他(仕入商品) 266,861 269,484 100.98

合計 8,772,970 8,898,666 101.43

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

   


