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（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 ％ 

25年３月期  102,419  △0.5  2,260  △2.4  2,644  5.3  498  △41.9

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

（注）包括利益 25年３月期 955百万円 （ ％）△1.5   24年３月期 969百万円 （ ％） 16.8

  
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 ％ ％ ％ 

25年３月期  20.79  －  1.5  4.0  2.2

24年３月期  35.84  －  2.6  3.9  2.2

（参考）持分法投資損益 25年３月期 －百万円   24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 

25年３月期  65,134  34,105  52.4  1,421.70

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

（参考）自己資本 25年３月期 34,105百万円   24年３月期 33,465百万円

  
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 

25年３月期  5,679  △2,565  △1,164  11,220

24年３月期  6,621  △3,370  △995  9,234

  
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 ％ ％

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

25年３月期  －  6.50 － 6.50 13.00  311  62.5 0.9

26年３月期（予想）  －  6.50 － 6.50 13.00   31.2  

３．平成26年３月期の連結業績予想（平成25年４月１日～平成26年３月31日）

  （％表示は、通期は対前期、四半期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（累計）  47,500  1.8  200  △4.3  270  81.2  60  －  2.50

通期  104,000  1.5  2,000  △11.5  2,100  △20.6  1,000  100.8  41.68



※  注記事項 

新規   社  （社名）              、除外   社  （社名） 

  
  
（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25年３月期の個別業績（平成24年４月１日～平成25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

－ －

①  会計基準等の改正に伴う会計方針の変更： 有

②  ①以外の会計方針の変更              ： 無

③  会計上の見積りの変更                ： 有

④  修正再表示                          ： 無
（注）「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第14条の７（会計方針の変更を会計上の見積りの
変更と区別することが困難な場合）に該当するものであります。詳細は、添付資料Ｐ.17「４.連結財務諸表（5）
連結財務諸表に関する注記事項（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更）」をご覧くださ
い。

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年３月期 27,700,000株 24年３月期 27,700,000株

②  期末自己株式数 25年３月期 3,710,509株 24年３月期 3,708,219株

③  期中平均株式数 25年３月期 23,990,872株 24年３月期 23,970,071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 ％ 

25年３月期  100,602  △0.4  2,412  1.4  2,111  △4.7  △132  －

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

  
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 

25年３月期  △5.52  －

24年３月期  △37.81  －

  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 

25年３月期  64,706  35,430  54.8  1,476.91

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

（参考）自己資本 25年３月期 35,430百万円   24年３月期 35,363百万円

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、期初は震災からの復興需要を背景として内需主導による緩やかな景気回復の動きが

見られましたが、欧州債務危機の長期化や新興成長国経済の減速化、近隣国との関係悪化による輸出鈍化、円高の

継続などにより、先行き不透明な状況が続きました。その後、年末の政権交代に伴う金融緩和や経済政策への期待

感から、株高・円安傾向に転換するなど、下押しリスクはあるものの、景気回復への兆しが見え始めました。 

菓子・飲料・食品業界は、雇用や所得環境の改善が進まない中、消費税のアップや電気料金値上げなどの先行き

不安から、慎重かつ堅実な消費意識が高まるとともに、価格競争が一段と強まる状況下で推移いたしました。 

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、お客様のライフスタイルや価値観の変化による新たなニーズなど消費動向に機敏

かつ柔軟に対応するとともに、地域に密着したきめ細かい店頭フォロー活動や需要を喚起する積極的な企画提案型

の営業活動、品揃えの強化や販売促進企画との連動性強化などにより、変化する市場や激化する業界競争への対応

に努めてまいりました。 

その結果、ロングセラーの袋ビスケット商品、新しい味の展開を行ったグミ商品、ポテトスナックとチョコレー

トを組み合せたカップ商品などに支持をいただきました。 

売上高は、震災需要の反動や天候不順の影響などがあったものの、ビスケット品目、豆菓子品目、キャンデー品

目が伸張したことなどにより、前年同期並みの推移となりました。 

利益面では、引き続きコスト削減や生産性の向上、経費の効果的使用などに努めたものの、原油価格上昇や競争

激化に伴う販売促進費の増加などにより、営業利益は前年同期を下回りました。また、為替の影響により経常利益

は前年同期を上回ったものの、当期純利益は、中国の連結子会社が保有する固定資産の減損処理を行ったことによ

り、前年同期を大きく下回りました。 

  

営業品目別の概況 

菓子の合計売上高は96,332百万円（対前年同期比100.2％）となりました。 

○ ビスケット品目のうちビスケット・クッキー商品群では、「ルマンドプレミアム」や「ホワイトロリータプレミ

アム」を新たに加えたバッグサイズ商品群、ほろ和菓シリーズを発売した小箱ビスケット商品群などが大きく伸張

しました。高価格帯のエクセレントシリーズを加えたパッケージビスケット商品群、プチシリーズのビスケット商

品群などが伸び悩んだものの、ロングセラーの袋ビスケット商品群、リニューアルしたファミリーサイズ商品群な

どにも支持をいただき前年同期を上回りました。 

  半生商品群は、発売３０周年の「シルベーヌ」をリニューアルするとともに、個食タイプの「２個入シルベー

ヌ」を新たに発売しました。プチケーキシリーズなどが伸び悩んだものの、食べきりサイズ商品のふんわりバーム

シリーズやリニューアルした「バナナのオムレット」などのパッケージ商品群が伸張したことなどにより前年同期

並みで推移しました。 

 小麦粉せんべい商品群は、京都や沖縄、瀬戸内での地域限定スティックエリーゼや、１本で２つの味が楽しめる

ディズニーキャラクター商品のエリーゼダブルキャストシリーズを発売し好評をいただきました。また、「ロアン

ヌ黒ごまミルク」など品揃えを充実したロアンヌシリーズが伸張したことなどにより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も前年同期を上回りました。 

○ 豆菓子品目は、既存品が伸び悩んだものの「味ごのみわさび風味」や「桜ごのみ」など季節ごとの味の展開や、

受験生応援商品「勝ごのみ」など企画商品の展開を図るとともに、ヘルシーな和風素材の黒大豆をホワイトチョコ

レートで包み込んだ「ごまちょこ」「きなこちょこ」を発売したことなどにより前年同期を上回りました。 

○ キャンデー品目のうちキャンデー商品群では、キャラクターのヤギのつぶやきが楽しいつぶやきシリーズのリニ

ューアルを行うとともに、ピーチ味やグレープ味を加え品揃えを図りました。また、夏季向けの「ミネラル塩飴」

などが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若干下回りました。 

 グミ商品群は、発売以来独自の形状と噛みごたえ、生食フルーツのような味わいで大変好評をいただいているフ

ェットチーネグミシリーズに、ゴールデンキウイ味、イタリアンオレンジ味、イタリアンピーチ味など多様な展開

を図るとともに、新作テレビコマーシャルの実施などにより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、新しく発売した凍らせてもなめらかな食感のフルじぇらシリーズが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。 

１．経営成績・財政状態に関する分析
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○ 米菓品目は、ホロッと溶ける食感と濃厚な味わいが好評をいただいている焦がしせんシリーズに「焦がしコンポ

タせん」などを発売し品揃えを図りました。また、柿の種をまろやかなチーズクリームで包んだチーズ柿種とツン

とした爽やかなわさびチーズ柿種を化粧箱に詰め合せた信州限定商品などにも支持をいただいたものの、既存品の

伸び悩みにより前年同期を下回りました。 

○ スナック品目のうちスナック商品群では、プチポテトシリーズをリニューアルするとともに、サクサク食感のチ

ョコスナック「プチチョコル」やえんどう豆を用いた「プチえんどうまめ和風しお味」などを発売しました。ま

た、野菜を用いた健康訴求型のポテトチップ「トマトのべジポテト」「ほうれん草のべジポテト」「たまねぎのべ

ジポテト」など品揃えを強化したことにより前年同期を上回りました。   

 珍味商品群は、チーズを振りかけ独自製法で焼きあげた「チーズＯＮ」「チーズＯＮペッパー」の展開を図りま

したが前年同期を大きく下回りました。 

以上により、スナック品目全体では前年同期並みの推移となりました。 

○ チョコレート品目は、ポテトスナックとチョコレートを組み合せた「じゃがチョコ」を発売し好評をいただきま

した。また、濃厚感のある口どけの良い高級トリュフ、ブリリアントトリュフシリーズや、フルーツゼリーとホワ

イトチョコレートを組み合わせた一粒チョコレート「ショコラジュレ濃厚ベリー」など特徴のある商品を発売しま

した。これにより、カップ商品群、小箱チョコレート商品群、バッグサイズ商品群などが伸張したものの、板チョ

コレート商品群、袋チョコレート商品群などが伸び悩んだため前年同期を若干下回りました。 

○ チューインガム品目は、スーパーはなのどガムシリーズのリニューアルや眠気対応商品、マスコットキャラクタ

ーをデザインした地域限定商品にも鋭意取り組んだものの、既存品の伸び悩みにより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6,086百万円（対前年同期比89.8％）となりました。 

○ 飲料品目は、「牛乳でおいしくつめたいココアボトル缶２８０」や美容系の果汁飲料「うるおうベリーＰＥＴ

 ３５０」を発売し好評をいただきました。また、リニューアルした牛乳でおいしくホットなココアシリーズも伸張

しましたが、ミネラルウォーター商品群が競争激化により大きく落ち込み前年同期を下回りました。 

○ 食品品目は、和風の健康素材を用いた「しょうがココア」のリニューアルを行うとともに、非常食等の備蓄に対

応した６種類のビスケット類を詰め合せた「プチクマビスケット保存缶」を発売し好評をいただきました。また、

機能性食品については、バランス栄養食品スローバーシリーズに新味を加えるとともに、リニューアルを行い拡販

に努めました。１個包装４０ｋｃａｌのひとくちサイズの栄養バランスシリーズを発売しましたが、競争激化の状

況下で既存品が伸び悩んだことにより前年同期を下回りました。 

○ その他品目では、通信販売事業は、催事商品やプチクマのぬいぐるみをセットした企画商品など魅力のある商品

展開を図ることにより若干ながら前年同期を上回りました。自動販売機事業は、多様な商品を総合的に取り扱うプ

チモールの関西、東北地区への展開促進、設置台数の増加に伴い伸張し前年同期を上回りました。また、酒類販売

事業は、限定醸造ビールの発売や新潟県内のご当地キャラクターをデザインした限定缶ビールの販売、輸出の増加

などにより前年同期を上回りました。 

   

 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102,419百万円（対前

年同期比99.5％）、営業利益は2,260百万円（対前年同期比97.6％）、経常利益は2,644百万円（対前年同期比

105.3％）、当期純利益は498百万円（対前年同期比58.1％）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、政府が打ち出した経済対策や金融政策の効果を背景に景気の回復が期待されるも

のの、欧米経済の低迷や新興成長国経済の停滞、欧州債務問題の深刻化による金融不安の拡大、近隣国との摩擦影

響などの下押しリスクも多く、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、人口が減少へと転じた状況から競争がさらに激化するとともに、原材料やエネルギ

ー価格の上昇によるコストアップ、消費税のアップ等に向けて生活防衛意識に大きな変化はなく、消費マインドの

回復には時間を要すると考えられます。 

 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体制の確立や原材料のトレーサビリティ、放射性物質の自主検査体制による分析検査の強

化など、安全・安心な品質の確保により一層の品質保証体制のレベルアップ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、スポーツへの支援など、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、機能性食品、特に生活習慣病予防のための当社グループの「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、少子高齢化などの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、価値訴求型の差別化商品の提案、

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、新カテゴリー商品の展開にも取り組んでまいります。社

会貢献活動では「ドナルド・キーン・センター柏崎」の開館に向けた支援、水球男子社会人チーム「ブルボン ウ

ォーターポロクラブ 柏崎」のサポートなどに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、商品と販売促進企画の連動性向上、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、および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 

総資産は65,134百万円となり、対前年同期比378百万円の減少となりました。これは主に、現金及び預金の増加

があったものの、減価償却費の計上や中国の連結子会社が保有する固定資産の減損処理等による有形固定資産の減

少があったことによるものです。 

負債は31,028百万円となり、対前年同期比1,019百万円の減少となりました。これは主に、在庫の圧縮による支

払手形及び買掛金の減少があったことと、借入金の約定返済があったことによるものです。 

純資産は34,105百万円となり、対前年同期比640百万円の増加となりました。これは主に、当期純利益の計上と

その他有価証券評価差額金の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5,679百万円の収入（前年同期6,621百万円の収入、対前年同期比85.8％）

となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益1,737百万円、減価償却費3,816百万円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2,565百万円の支出（前年同期3,370百万円の支出、対前年同期比76.1％）

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2,568百万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1,164百万円の支出（前年同期995百万円の支出、対前年同期比117.0％）

となりました。これは主に、借入金及びリース債務の返済による支出849百万円と配当金の支払312百万円があった

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11,220百万円（前年同期9,234百万円、対前年同期比121.5％）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 
第137期 

平成25年３月

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

時価ベースの自己資本比率（％）  28.0  35.9  40.0  39.2  48.4

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

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍）  137.7  119.6  64.4  90.1  88.1
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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。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、連結子会社のBFEG（ビーフェッグ）ならびに非連結子会社のブルボン

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24年６月28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信販売事業の強化、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24年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 9,123 11,589

受取手形及び売掛金 13,759 13,229

有価証券 111 131

商品及び製品 3,381 3,239

仕掛品 467 447

原材料及び貯蔵品 3,202 2,850

短期貸付金 515 380

繰延税金資産 656 706

その他 435 474

貸倒引当金 △76 △84

流動資産合計 31,575 32,965

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 22,502 21,746

減価償却累計額 △14,229 △14,124

建物及び構築物（純額） 8,272 7,621

機械装置及び運搬具 41,613 42,470

減価償却累計額 △32,314 △34,152

機械装置及び運搬具（純額） 9,299 8,318

工具、器具及び備品 4,326 4,024

減価償却累計額 △3,944 △3,696

工具、器具及び備品（純額） 382 327

土地 5,797 5,864

リース資産 1,711 1,892

減価償却累計額 △650 △1,007

リース資産（純額） 1,061 885

建設仮勘定 450 645

有形固定資産合計 25,264 23,663

無形固定資産   

ソフトウエア 458 481

のれん 2,006 1,891

その他 111 93

無形固定資産合計 2,575 2,467

投資その他の資産   

投資有価証券 2,755 3,470

長期貸付金 324 293

繰延税金資産 2,193 1,913

その他 824 378

貸倒引当金 △0 △18

投資その他の資産合計 6,097 6,037

固定資産合計 33,937 32,168

資産合計 65,512 65,134
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 11,369 10,169

短期借入金 1,830 1,694

1年内返済予定の長期借入金 305 305

リース債務 342 351

未払金 2,066 2,274

未払費用 5,114 5,277

未払法人税等 832 1,100

繰延税金負債 3 －

賞与引当金 959 978

返品引当金 89 76

その他 751 762

流動負債合計 23,663 22,990

固定負債   

長期借入金 1,145 840

リース債務 735 642

繰延税金負債 654 652

退職給付引当金 5,647 5,692

役員退職慰労引当金 164 172

資産除去債務 7 8

負ののれん 29 28

固定負債合計 8,384 8,037

負債合計 32,047 31,028

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,036 1,036

資本剰余金 7,326 7,326

利益剰余金 26,088 26,275

自己株式 △573 △575

株主資本合計 33,878 34,063

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △230 288

為替換算調整勘定 △182 △246

その他の包括利益累計額合計 △413 42

純資産合計 33,465 34,105

負債純資産合計 65,512 65,134
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(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23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

売上高 102,961 102,419

売上原価 61,126 59,569

売上総利益 41,835 42,850

販売費及び一般管理費 39,520 40,589

営業利益 2,315 2,260

営業外収益   

受取利息 21 16

受取配当金 64 73

負ののれん償却額 1 1

為替差益 80 316

償却債権取立益 55 －

その他 86 88

営業外収益合計 309 496

営業外費用   

支払利息 73 64

減価償却費 30 37

その他 9 10

営業外費用合計 113 113

経常利益 2,511 2,644

特別利益   

固定資産売却益 3 0

投資有価証券売却益 17 7

退職給付制度改定益 4 －

特別利益合計 25 7

特別損失   

固定資産処分損 85 80

減損損失 15 831

災害による損失 2 －

災害支援支出 7 －

その他 12 2

特別損失合計 124 914

税金等調整前当期純利益 2,413 1,737

法人税、住民税及び事業税 1,271 1,298

法人税等調整額 282 △59

法人税等合計 1,554 1,238

少数株主損益調整前当期純利益 859 498

当期純利益 859 498
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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23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

少数株主損益調整前当期純利益 859 498

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 112 519

為替換算調整勘定 △1 △63

その他の包括利益合計 110 456

包括利益 969 955

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 969 955

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23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25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 7,232 7,326

当期変動額   

自己株式の処分 94 －

当期変動額合計 94 －

当期末残高 7,326 7,326

利益剰余金   

当期首残高 25,540 26,088

当期変動額   

剰余金の配当 △311 △311

当期純利益 859 498

当期変動額合計 547 186

当期末残高 26,088 26,275

自己株式   

当期首残高 △586 △573

当期変動額   

自己株式の取得 △2 △2

自己株式の処分 15 －

当期変動額合計 13 △2

当期末残高 △573 △575

株主資本合計   

当期首残高 33,223 33,878

当期変動額   

剰余金の配当 △311 △311

当期純利益 859 498

自己株式の取得 △2 △2

自己株式の処分 110 －

当期変動額合計 655 184

当期末残高 33,878 34,063
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（単位：百万円）

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

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25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 △343 △230

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 112 519

当期変動額合計 112 519

当期末残高 △230 288

為替換算調整勘定   

当期首残高 △181 △182

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1 △63

当期変動額合計 △1 △63

当期末残高 △182 △246

その他の包括利益累計額合計   

当期首残高 △524 △413

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 110 456

当期変動額合計 110 456

当期末残高 △413 42

純資産合計   

当期首残高 32,698 33,465

当期変動額   

剰余金の配当 △311 △311

当期純利益 859 498

自己株式の取得 △2 △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） 110 456

当期変動額合計 766 640

当期末残高 33,465 34,105
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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23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25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 2,413 1,737

減価償却費 3,939 3,816

のれん償却額 114 114

受取利息及び受取配当金 △86 △90

負ののれん償却額 △1 △1

支払利息 73 64

為替差損益（△は益） 13 △277

投資有価証券売却損益（△は益） △17 △4

固定資産処分損益（△は益） 82 80

減損損失 15 831

災害による損失 2 －

災害支援支出 7 －

売上債権の増減額（△は増加） △619 539

たな卸資産の増減額（△は増加） △970 522

仕入債務の増減額（△は減少） 2,147 △1,220

未払費用の増減額（△は減少） 482 162

退職給付引当金の増減額（△は減少） 61 45

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 2 7

その他 332 360

小計 7,993 6,687

利息及び配当金の受取額 86 90

利息の支払額 △73 △64

災害損失の支払額 △10 －

法人税等の支払額 △1,373 △1,034

営業活動によるキャッシュ・フロー 6,621 5,679

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 △3,587 △2,568

有形固定資産の売却による収入 508 17

投資有価証券の取得による支出 △338 △69

投資有価証券の売却による収入 91 160

その他 △44 △105

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,370 △2,565

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） △30 △135

長期借入金の返済による支出 △455 △305

リース債務の返済による支出 △306 △409

配当金の支払額 △311 △312

その他 107 △2

財務活動によるキャッシュ・フロー △995 △1,164

現金及び現金同等物に係る換算差額 1 37

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,257 1,986

現金及び現金同等物の期首残高 6,976 9,234

現金及び現金同等物の期末残高 9,234 11,220
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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。 

(5) 連結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）

（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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(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。 

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。 

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。 
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（減価償却方法の変更） 

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当連結会計年度より、平成24年４月１日以後に取得した有

形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。 

これにより、従来の方法に比べて、当連結会計年度の減価償却費が62百万円減少し、営業利益、経常利益及び税

金等調整前当期純利益はそれぞれ62百万円増加しております。 

  

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

至 平成25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．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。 

２．１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。 

  

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更）

（セグメント情報等）

セグメント情報

（１株当たり情報）

  
前連結会計年度 

（自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成24年４月１日 
至 平成25年３月31日） 

１株当たり純資産額 1,394円86銭 円 銭 1,421 70

１株当たり当期純利益金額 35円84銭 円 銭 20 79

  
前連結会計年度 

（自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成24年４月１日 
至 平成25年３月31日） 

当期純利益金額（百万円）  859  498

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金額（百万円）  859  498

期中平均株式数（千株）  23,970  23,990

（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24年３月31日) 

当事業年度 
(平成25年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 8,427 11,193

受取手形 96 68

売掛金 13,402 12,867

有価証券 111 131

商品及び製品 3,072 3,012

仕掛品 364 331

原材料及び貯蔵品 2,859 2,522

前払費用 111 94

短期貸付金 2,512 2,345

未収入金 554 526

繰延税金資産 598 634

その他 22 18

貸倒引当金 △1,213 △1,428

流動資産合計 30,919 32,317
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（単位：百万円）

前事業年度 
(平成24年３月31日) 

当事業年度 
(平成25年３月31日) 

固定資産   

有形固定資産   

建物 18,957 18,561

減価償却累計額 △12,287 △12,183

建物（純額） 6,669 6,377

構築物 2,297 2,174

減価償却累計額 △1,717 △1,654

構築物（純額） 579 520

機械及び装置 40,557 41,639

減価償却累計額 △31,841 △33,570

機械及び装置（純額） 8,715 8,069

車両運搬具 205 195

減価償却累計額 △178 △179

車両運搬具（純額） 27 16

工具、器具及び備品 3,525 3,233

減価償却累計額 △3,220 △2,961

工具、器具及び備品（純額） 304 272

土地 5,778 5,845

リース資産 1,228 1,463

減価償却累計額 △587 △870

リース資産（純額） 641 592

建設仮勘定 450 645

有形固定資産合計 23,167 22,340

無形固定資産   

のれん 1,821 1,717

ソフトウエア 392 436

その他 45 44

無形固定資産合計 2,259 2,199

投資その他の資産   

投資有価証券 2,681 3,385

関係会社株式 23 123

出資金 2 2

関係会社出資金 887 0

従業員に対する長期貸付金 1 0

関係会社長期貸付金 3,195 3,511

長期前払費用 14 41

長期預金 500 －

繰延税金資産 2,054 1,757

その他 277 304

貸倒引当金 △636 △1,277

投資その他の資産合計 9,001 7,849

固定資産合計 34,427 32,388

資産合計 65,347 64,706
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（単位：百万円）

前事業年度 
(平成24年３月31日) 

当事業年度 
(平成25年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形 2,024 1,812

買掛金 9,802 8,875

短期借入金 1,620 1,620

1年内返済予定の長期借入金 300 300

リース債務 260 248

未払金 1,638 2,007

未払費用 4,931 5,065

未払法人税等 752 1,011

預り金 422 435

賞与引当金 863 876

返品引当金 89 76

その他 264 258

流動負債合計 22,971 22,588

固定負債   

長期借入金 1,131 830

リース債務 412 374

退職給付引当金 5,266 5,273

役員退職慰労引当金 164 172

資産除去債務 7 8

負ののれん 29 28

固定負債合計 7,012 6,688

負債合計 29,983 29,276

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 9,759 9,759

資本剰余金合計 9,811 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 25,030 25,030

繰越利益剰余金 666 222

利益剰余金合計 25,955 25,511

自己株式 △1,218 △1,221

株主資本合計 35,585 35,138

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △222 291

評価・換算差額等合計 △222 291

純資産合計 35,363 35,430

負債純資産合計 65,347 64,706
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(2) 損益計算書 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

売上高 101,052 100,602

売上原価   

商品及び製品期首たな卸高 2,608 2,866

当期商品仕入高 10,105 9,961

当期製品製造原価 50,617 48,787

合計 63,331 61,615

他勘定振替高 271 245

商品及び製品期末たな卸高 2,879 2,840

たな卸資産廃棄損及び評価損 12 17

小計 60,193 58,548

返品引当金繰入額 89 76

返品引当金戻入額 74 89

売上原価合計 60,208 58,534

売上総利益 40,844 42,067

販売費及び一般管理費   

販売促進費 23,252 24,271

運送費及び保管費 5,690 5,507

広告宣伝費 1,771 1,981

給料及び手当 3,381 3,386

賞与引当金繰入額 257 261

退職給付費用 135 139

減価償却費 475 542

のれん償却額 104 104

その他 3,395 3,461

販売費及び一般管理費合計 38,464 39,655

営業利益 2,380 2,412

営業外収益   

受取利息 133 131

受取配当金 64 72

受取賃貸料 494 505

為替差益 14 257

負ののれん償却額 1 1

その他 100 60

営業外収益合計 809 1,029

営業外費用   

支払利息 42 35

貸倒引当金繰入額 444 832

賃貸収入原価 461 426

その他 25 36

営業外費用合計 974 1,330

経常利益 2,216 2,111
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（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

特別利益   

固定資産売却益 3 0

投資有価証券売却益 17 7

特別利益合計 20 7

特別損失   

固定資産処分損 120 80

減損損失 15 19

災害による損失 2 －

災害支援支出 6 －

関係会社出資金評価損 1,680 1,027

その他 5 2

特別損失合計 1,832 1,130

税引前当期純利益 403 987

法人税、住民税及び事業税 1,025 1,140

法人税等調整額 285 △20

法人税等合計 1,310 1,120

当期純損失（△） △906 △132
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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23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25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 9,759

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 9,759 9,759

資本剰余金合計   

当期首残高 9,734 9,811

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 9,811 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 24,030 25,030

当期変動額   

別途積立金の積立 1,000 －

当期変動額合計 1,000 －

当期末残高 25,030 25,030

繰越利益剰余金   

当期首残高 2,883 666

当期変動額   

別途積立金の積立 △1,000 －

剰余金の配当 △311 △311

当期純損失（△） △906 △132

当期変動額合計 △2,217 △444

当期末残高 666 222
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（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

利益剰余金合計   

当期首残高 27,173 25,955

当期変動額   

別途積立金の積立 － －

剰余金の配当 △311 △311

当期純損失（△） △906 △132

当期変動額合計 △1,217 △444

当期末残高 25,955 25,511

自己株式   

当期首残高 △1,249 △1,218

当期変動額   

自己株式の取得 △2 △2

自己株式の処分 32 －

当期変動額合計 30 △2

当期末残高 △1,218 △1,221

株主資本合計   

当期首残高 36,695 35,585

当期変動額   

剰余金の配当 △311 △311

当期純損失（△） △906 △132

自己株式の取得 △2 △2

自己株式の処分 110 －

当期変動額合計 △1,109 △446

当期末残高 35,585 35,138

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

当期首残高 △331 △222

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 109 513

当期変動額合計 109 513

当期末残高 △222 291

評価・換算差額等合計   

当期首残高 △331 △222

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 109 513

当期変動額合計 109 513

当期末残高 △222 291

純資産合計   

当期首残高 36,364 35,363

当期変動額   

剰余金の配当 △311 △311

当期純損失（△） △906 △132

自己株式の取得 △2 △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） 109 513

当期変動額合計 △1,000 66

当期末残高 35,363 35,430
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該当事項はありません。 

  

(4) 個別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）
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