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１．17 年 12 月期の連結業績(平成 17 年 1 月 1日～平成 17 年 12 月 31 日) 
(1)連結経営成績                  (注)記載金額は単位未満を切り捨てております。 

 売 上 高 営 業 利 益 経 常 利 益 

 
17 年 12 月期 
16 年 12 月期 

百万円 ％

59,317 △3.3
61,372 △7.6

百万円 ％

△1,432 －
△96 －

百万円 ％

△1,387 －
△194 －

 

 当期純利益 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 

株主資本 

当期純利益率 

総資本 

経常利益率 

売上高 

経常利益率

 
17 年 12 月期 
16 年 12 月期 

百万円 ％ 

△1,321 － 
△98 －  

円 銭

△27.53
△2.07

円 銭

－
－

％ 

△9.6 

△0.7  

％ 

△3.7 

△0.5  

％

△2.3

△0.3

(注)①持分法投資損益 17 年 12 月期 △60 百万円 16 年 12 月期 △112 百万円 
 ②期中平均株式数(連結) 17 年 12 月期 48,022,473 株 16 年 12 月期 48,030,067 株 
 ③会計処理の方法の変更 無     
 ④売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率 
 
(2)連結財政状態 
 総 資 産 株 主 資 本 株主資本比率 １株当たり株主資本

 
17 年 12 月期 
16 年 12 月期 

百万円 

36,788 
38,013  

百万円

13,333
14,117

％ 

36.2 
37.1  

円 銭

277.66
293.92

(注)期末発行済株式数(連結) 17 年 12 月期 48,018,387 株 16 年 12 月期 48,026,244 株 
 
(3)連結キャッシュ･フローの状況 
 営 業 活 動 に よ る          

キャッシュ・フロー 
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          

 
17 年 12 月期 
16 年 12 月期 

百万円 

715 
2,099  

百万円

△883
△1,331

百万円 

△894 
△812  

百万円

1,894
2,948

 
(4)連結範囲及び持分法の適用に関する事項 
連結子会社数  ５社 持分法適用非連結子会社数  －社  持分法適用関連会社数  １社 

 
(5)連結範囲及び持分法の適用の異動状況 
連結 (新規)  －社 (除外)  －社    持分法 (新規)  －社 (除外)  －社 

 
２．18 年 12 月期の連結業績予想(平成 18 年 1 月 1日～平成 18 年 12 月 31 日) 

 売 上 高 経 常 利 益 当期純利益 

 
中 間 期 
通   期  

百万円

30,500
60,500

百万円

△450
△750

百万円

△950
△1,400

(参考)１株当たり予想当期純利益(通期)△29 円 15 銭 
 
※上記の予想は、本資料発表日現在において、入手可能な情報に基づき作成したものでありますが、実際の業績は、今

後のさまざまな要因により予想値と異なる場合があります。 

 なお、業績予想に関する事項は、添付資料の８ページを参照してください。 
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企業集団の状況 

当社の企業集団は、当社、国内連結子会社４社及び海外連結子会社１社ならびに国内関連会社２社

で構成されており、パン類を中心とする食品の製造販売を主として営んでおります。 

当グループの事業に関わる位置づけは次のとおりであります。 

食品事業 

パン部門……………当社、ダイイチヤ・ラブスベーカリーインコーポレーテッド、㈱フレッシュハ

ウス、㈱ベーカリープチが製造し販売を行っております。 

和洋菓子部門………当社、ダイイチヤ・ラブスベーカリーインコーポレーテッド、スリースター製

菓㈱が製造し販売を行っております。 

米飯部門……………当社及び㈱フレッシュハウスが製造し販売を行っております。 

その他………………当社及びグループ各社にて、クッキー・麺類等を製造し販売を行っております。 

その他 

物流部門……………㈱ファースト・ロジスティックスは当グループの製品等の配送を行っておりま

す。 

 

事業の系統図は次のとおりであります。 

 

 
得 

 
 
 
 

意 
 
 
 
 

先 

（国内持分法適用関連会社） 

関東大徳㈱ 
 

麺類の製造販売 

（国内連結子会社） 

㈱ベーカリープチ 
 

パン類の製造販売 

（海外連結子会社） 

ダイイチヤ・ラブスベーカリーインコーポレーテッド
 

パン・菓子類の製造販売 

（国内連結子会社） 

㈱ファースト・ロジスティックス 
 

製品等の配送 

(国内連結子会社) 

㈱フレッシュハウス 
 

パン・米飯及び惣菜・その他食品の製造販売

（国内連結子会社） 

スリースター製菓㈱ 
 

クッキー及び菓子類・その他食品の製造販売

非

※他

建
当 

 
 
 
 

社 

１社
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経営方針 

(1) 会社の経営の基本方針 

 当グループは創業以来、食生活を通じて社会へ貢献することを経営の基本方針としております。食

生活の高度化や多様化が進む中、お客様の嗜好の変化を的確に捉え数々の新商品を市場に送りだすと

共に、商品の安全面についても細心の配慮をし、誰でも美味しく安心して食べられるパン･菓子・米

飯・サンドイッチ・麺類等を市場へ供給してまいりました。 

 今後とも、「おいしさにまごころこめて」をモットーに、安全で高品質な商品作りに努め、食を通

じて社会の発展に貢献してまいります。 

(2) 会社の利益配分に関する基本方針 

 早期の復配を最重要課題と認識し、現在の無配を脱却すべく、業績の改善に更に一層努める所存で

あります。 

(3) 中長期的な経営戦略及び対処すべき課題 

 当グループは、黒字化の早期実現を中長期的な経営課題とし、グループの経営資源を最大限に有効

活用して経営を展開してまいります。 

①商品開発力の強化 

商品開発部門と営業部門の連携を今迄以上に強化し、オリジナル性に富んだ新商品を積極的に開

発し、他社との差別化を明確にした商品戦略を積極的に展開してまいります。 

また一方で、手包みパンシリーズのような当社の従来からのベーシックな定番商品の見直し・改

良を積極的に進め、            ブランドのより一層の認知度アップを図ってまいります。 

②営業力の強化 

新しいマーケット開拓及び強力な販売促進活動により売上の拡大を図ってまいります。 

また、売上シェアの拡大のみならず、リターン重視の営業活動に焦点を絞り、粗利益管理を徹底

し、売上の維持・拡大を目指してまいります。 

③米飯・デリカ部門の強化 

米飯・デリカ部門の商品開発力を大幅に強化し売上の拡大を進めると共に、人材面の充実により

管理の徹底を図り抜本的な業績の改善に取組んでまいります。 

④販売費及び一般管理費の圧縮 

グループの黒字体質の構築を目指し、間接コストの削減にも引き続き全力で取組みます。人件費

につきましては、グループ各社を含め各部門間の人員の流動化を積極的に行い、効率性を追求し

てまいります。また、販売費の大半を占める物流経費につきましても、他社との共同配送を今迄

以上に推進し、効率化による物流コストの圧縮に努めると共に、業務範囲の拡大を目指しグルー

プ外業務への取組みも積極的に進めてまいります。その他の諸経費につきましても積極的に削減

を図り、経費率の改善に努める所存であります。 

⑤品質及び生産性の向上 

不採算商品を思いきってカットすることにより生産効率アップを図ってまいります。また、生産

管理システムの活用範囲を広げて、工程管理を標準化し、コストダウンに努めると共に品質の向

上を図ってまいります。 
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⑥製造原価率の改善 

労務費等の圧縮を中心に製造原価率の改善に積極的に取組み、効率的な生産体制の構築に努めて

まいります 

⑦グループ子会社の自立化の徹底 

人材面のみならず、財務・資金面に到るまで全般的な自立化政策を進めグループ各部門の管理責

任体制を明確にし、グループ全体の収益力向上を目指してまいります。 

⑧安全衛生対策と品質管理体制の強化 

メーカーの原点であります安全衛生対策と品質管理につきましては、AIB（American Institute of 

Baking）が全米の食品企業に対して実施している「フードセーフティーシステム」（Food Safety 

System）を主力工場に導入し、食品安全管理体制の強化を徹底させ、お客様に安心して食べてい

ただける商品を提供すべく努力しております。品質管理面におきましては、従来から万全を期し

ておりますが、更に体制を強固にするため、品質管理室長のポストに専任の取締役を配し、より

強固な品質管理体制を築き上げてまいります。 

(4) コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及びその施策の実施状況 

①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 

当社は経営環境の変化に対応して迅速かつ適正な意思決定を行うことが、消費者の皆様を始め、

お得意先様、株主の皆様の信頼性を高めていくという観点から、コンプライアンスを重視した健

全性の高い経営体制の確立を目指しております。 

②コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況 

当社は「委員会等設置会社制度」を採用せず、「監査役会制度」を採用し、経営の監視を行って

おります。 

経営上の重要事項につきましては、グループ会社の経営問題を含め月 1回の取締役会で審議し、

会社の基本方針の決定及び業務執行の管理・監督を行っております。取締役会には、取締役会へ

の経営監督機能を強化する観点から 4名の監査役（うち社外 3名）が常時出席する体制としてお

ります。 

当社は日配商品を取扱っておりますので、市場の動向にすばやく対応する必要があるため週 1

回全取締役及び関連部署の責任者出席の業務連絡会を開催し、業務運営上必要な事項について迅

速な処置・決定を行う体制をとっております。 

生産・販売の直接責任者である工場長の出席する幹部会を月 1回開催し、全取締役出席の下、取

締役会で決定した方針の徹底を図ると共に、生産・販売現場の課題を吸い上げ討議できる体制を

とっております。 

コンプライアンスにつきましては、「第一屋製パングループ行動指針」を定め、グループ全従業

員に配布するなど、法令及び会社のルール遵守を徹底し、コンプライアンス意識を一層高めるよ

う指導しております。 

また、会計監査人につきましては、新日本監査法人と監査契約を締結しており、監査役と連携を

保ちながら、会計監査を受けております。この他必要に応じて顧問弁護士の助言を得て、適法性

に留意しております。 
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③会計監査 

当社は、新日本監査法人と監査契約を結び、商法及び証券取引法に基づく会計監査を受けてお

ります。なお、会計監査業務を執行した公認会計士の氏名及び継続監査年数は、以下のとおり

であります。 

公認会計士の氏名 継続監査年数 

指定社員・業務執行社員 金田英成 25 年（注） 

指定社員・業務執行社員 斉藤一昭 ― 

（注）同監査法人は、公認会計士法及び日本公認会計士協会の規制を満たした業務執行社

員の交替制度を導入しており、継続監査年数が7年を超える業務執行社員については、

平成 17 年 12 月期をもって交替する予定となっております。 

また、当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士 10 名、会計士補 17 名であります。 

④内部管理体制の整備・運用状況 

ｲ. 内部牽制組織、組織上の業務部門及び管理部門の配置状況、社内規定の整備状況等 

当社は営業本部・生産本部・管理本部の三本部制を敷き、これらを包括する業務管理機能を経

営企画室が行う事で、顧客管理・生産管理・コンプライアンス管理の厳正化を図っております。

受発注等の業務処理は営業・生産各本部と管理本部とで連携しながら業務処理の厳正化を図っ

ております。また、管理本部内の総務・経理・財務及びシステム管理の各機能についても部ま

たはグループとして組織的に分離し、これらの各機能間の相互牽制が適正かつ合理的に働くよ

うに組織運営しております。 

社内規定としては時代の趨勢にあわせた組織的な牽制が機能するよう、各部にて諸規定を見直

しあるいは構築等整備を進めております。 

更に、監査役 4 名による助言・勧告に従い、法令・社内規定の遵守状況・業務の進め方等につ

き内部監査を実施し、処理の適正化と内部牽制の有効性確保を図っております。 

ﾛ. 内部管理体制の充実に向けた取組みの最近 1年間における実施状況 

内部監査業務については、監査役による業務監査と併行して行なってまいりましたが、更に生

産本部（生産部・工務部）管理本部（総務部・経理部）の業務担当者によるリスク管理・法令

等のチェックも定例化しております。 

また、平成 17 年の 4月の個人情報保護法施行に合わせ、関連規定の見直し・取引先との契約の

見直し・従業員向け研修を実施する他、顧客並びに従業員の情報管理の厳正化を徹底しており

ます。 

更に、今後企業を取巻く各種のリスクに迅速かつ的確に対処するため、内部監査部門をより一

層充実させ、新設の監査室の主導により内部統制プロジェクトを立ち上げ、内部牽制の有効性

確保を進化させる所存であります。 

(5) 親会社等に関する事項 

      該当事項はありません。 
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経営成績 

(1) 当期の概況 

当期のわが国経済は、輸出の増加や企業収益が改善し、設備投資が増加するなど景気は緩やかに

回復傾向を示しております。また、個人消費は増税や将来の年金問題等による先行きの不透明感が

あるものの、一部の業界を中心に上向き傾向にあるように見受けられます。しかしながら、食品業

界を取巻く環境は、鳥インフルエンザ問題等、食の安全・安心に関わる不安要因に加え、依然とし

てデフレ傾向の改善が進まない中で、諸原材料価格が上昇する等大変厳しい状況が続いております。 

このような中にあって、当グループのパン部門につきましては、厳しい商品選択の目を持つ消費

者のニーズにマッチした新商品を開発してまいりました。業界初の２種類のフィリングをひとつの

生地の中で混ざり合わないように包んだダブルなおいしさシリーズ「白玉＆小倉」「アップル＆カ

スター」「ジャム＆カステラ」「白玉＆緑茶」は、平成 17 年 3 月発売以来お客様から今迄にない味

覚の菓子パンとして高い評価を受け売上拡大に大きく寄与いたしました。また、フィリングをパン

生地で包む作業を機械ではなく人の手で行います手包みパンシリーズは、菓子パンの定番商品であ

る「あんぱん」「クリームパン」「ジャムパン」等の全 8種類の商品シリーズですが、パン生地やフ

ィリングの品質や味、パッケージデザイン、市場、競合商品比較等すべてについて改良し 7月から

全工場で抜本的なリニューアル発売をいたしました。その結果、品質の大幅向上がお客様の支持を

受け下半期は前年比 138％の実績を出すことができ、低迷する菓子パン部門にあって大いに貢献い

たしました。また、パン売り場を演出し活性化を図る季節限定商品として「イチゴがいっぱいシリ

ーズ」（3月～4月）、「フルーツマーケットシリーズ」（5月～6月）を発売すると共に話題の食材を

使用した「チョコレートカフェシリーズ」（2月～4月）、「エンジョイブランチシリーズ」（4月～6

月）を発売し、いずれも期間限定商品として、めまぐるしく変わる消費者の要望に応えてまいりま

した。下半期には夏休みに向けて「楽しい夏休みシリーズ」（7 月～8 月）、続いて秋に「秋を召し

上がれシリーズ」（8月～10 月）、初冬には白いパン使用の「ホワイトカフェシリーズ」（10 月～）、

レンジアップ対応商品の「冬のとろけるおいしさシリーズ」（11 月～2 月）の各季節菓子パンのシ

リーズを発売し、時季に見合うタイムリーな商品提供に努めてまいりました。営業面におきまして

は、小売市場の動向を的確に捉え新市場開拓に注力し、売上面で相応の成果を挙げることができま

した。販売促進面におきましては、平成 16 年 9 月に発売した新食パン「ラブスブレッド」の一層

の市場定着を目的に「ラブスブレッドキャンペーン」を 1月から 3か月間実施いたしました。続い

て食パンのシェアアップを狙った「奥様選べるギフトカードキャンペーン」（4月～6月）、10 月か

らはお得意様向け食パンキャンペーンを実施し食パンの売上伸長を図りました。しかしながら長年

ヒットが続いておりました「ポケモンパン」シリーズの売上は当期に入り大幅に減少し、売上低下

の要因となりました。生産面におきましては、品質向上及び生産性向上投資に重点をおき、大阪空

港工場を主体とした菓子パンラインの大幅な改善投資を実施し、生産能力の向上・人員の削減・品

質の向上を図ってまいりました。品質管理面におきましては、従来から万全を期しておりますが、

更に体制を強固にするため、品質管理室長のポストに専任の取締役を配し、より強固な品質管理体

制を築き上げていくと共に、引き続きＡＩＢ（American Institute of Baking）が全米の食品企業

に対して実施している「フードセーフティーシステム」（Food Safety System）を主力工場に導入
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し、食品安全管理体制の強化・徹底を図ってまいりました。 

米飯部門につきましては、売上の不振に加え牛肉・鶏肉の輸入制限による原材料価格の高騰や原

油高による包装材料費のアップ等により、生産の合理化や経費の見直しに積極的に取組んだにもか

かわらず業績が悪化いたしました。物流部門におきましては、㈱ファースト・ロジスティックスの

配送センター受託が増加したものの、大手小売チェーンを中心に納品のセンター化が進んだことに

よる既存配送コースの売上希薄化や、燃料価格の上昇等があり、業績が悪化いたしました。 

以上の結果､当期の連結業績は売上高 59,317 百万円となり、前期比 3.3%の減となりました。経

常損失につきましては､パン部門の売上不振に加え、卵・砂糖・包材等の原材料価格の上昇や労務

費の増等により売上原価率が上昇し 1,387 百万円となり、前期比 1,193 百万円悪化いたしました。

当期純損失につきましても､1,321 百万円となり前期比 1,223 百万円悪化いたしました｡ 

(2) 財政状態 

当期における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前期末に比べ 1,053 百万円減少し、

1,894 百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当期における営業活動の資金収支は、税金等調整前当期純損失 1,093 百万円を計上しましたが、

減価償却費 1,907 百万円などにより 715 百万円の資金を得ることができました。 

なお、前期に比べ 1,384 百万円の収入の減少となりました。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当期における投資活動の資金収支は、大阪空港工場の生産設備の取得などにより 883 百万円の支

出となりました。 

なお、前期に比べ 447 百万円の支出の減少となりました。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当期における財務活動の資金収支は、借入金や長期割賦未払金の返済などにより 894 百万円の支

出となりました。 

なお、前期に比べ 81 百万円の支出の増加となりました。 

当社のキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりです。 
 平成15年12月期 平成16年12月期 平成17年12月期

株主資本比率（％） 37.0 37.1 36.2

時価ベースの株主資本比率（％） 16.1 28.2 30.8

債務償還年数（年） 8.0 5.0 13.9

インタレスト・カバレッジ・レシオ 6.5 10.4 4.2

・株主資本比率：株主資本／総資産 

・時価ベースの株主資本比率：株式時価総額／総資産 

・債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

・当期末における債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

・インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・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、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出してお
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ります。 

3.営業キャッシュ・フローは連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・

フローを使用しております。 

4.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。 

5.利払いは、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。 

(3) 次期の見通し 

今後の見通しにつきましては、パン部門におきましては、より厳しい商品選択の目を持つ消費者

ニーズにマッチした高付加価値新商品を積極的に開発すると共に、新しいマーケット開拓に邁進し、

売上の拡大と利益の拡大を図ってまいります。生産面におきましては、不採算商品を思いきってカ

ットすることにより生産効率アップを図ってまいります。また、生産管理システムの活用範囲を広

げて、工程管理を標準化し、コストダウンに努めると共に品質の向上を図ってまいります。安全・

衛生の改善に関する投資も継続的に行ってまいります。更に労務費等の圧縮を中心に製造原価率の

改善に積極的に取組み、効率的な生産体制の構築に努めてまいります。また、販売費及び一般管理

費の圧縮を更に推進し、経費率の改善に努める所存であります。なかでも販売費の大半を占める物

流経費につきましては、他社との共同配送等をより一層推進すると共に、グループ内物流の効率化

を図るため営業所の配送システムの見直しを積極的に進め、物流コストの圧縮に努めてまいります。

また㈱ファースト・ロジスティックスのセンター受託事業を更に拡大する等新規事業の展開も進め

てまいります。 

なお当グループは、昨今の食品偽装表示、無認可添加物の使用等食品業界の企業倫理が問われて

いる諸問題に対しましては、従来より法令遵守の重要性を社内に周知させておりますが、消費者に

安心していただける品質重視の商品をお届けするよう、今迄以上にグループ全従業員に徹底してま

いります。 

厳しい収益環境を踏まえ、今後もローコストオペレーションの徹底を図り、コスト低減を経営の

中心課題として収益力を高め、業績の向上と経営基盤の強化に一層邁進する所存であります。 

 以上により、現時点での通期業績予想は表記のとおり通期の連結売上高は 60,500 百万円、連結

経常損失は 750 百万円、連結当期純損失は 1,400 百万円を見込まざるをえません。 
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連結貸借対照表 

 
前連結会計年度 

(平成16年12月31日) 

当連結会計年度 

(平成17年12月31日) 期別 

科目 
金額(千円) 

構成比

(％)
金額(千円) 

構成比 

(％) 

増減 

資産の部    

Ⅰ 流動資産     

 １ 現金及び預金   3,121,846 2,067,882   △1,053,964

 ２ 受取手形及び売掛金   6,757,884 6,552,348   △205,536

 ３ 棚卸資産   950,159 1,005,831   55,671

 ４ 繰延税金資産   104,311 136,543   32,231

 ５ 未収入金   299,231 224,062   △75,169

 ６ その他   302,336 227,843   △74,493

 ７ 貸倒引当金   △41,517 △34,819   6,698

   流動資産合計   11,494,252 30.2 10,179,691 27.7  △1,314,561

Ⅱ 固定資産     

 １ 有形固定資産     

  (1) 建物及び構築物 ※１ 18,916,060 19,043,476  127,416 

    減価償却累計額  10,879,892 8,036,167 11,328,544 7,714,932  448,651 △321,235

  (2) 機械装置及び運搬具  25,107,716 26,070,600  962,884 

    減価償却累計額  19,546,589 5,561,126 20,615,408 5,455,191  1,068,819 △105,935

  (3) 工具器具及び備品  2,193,042 2,221,506  28,463 

    減価償却累計額  1,714,146 478,896 1,781,416 440,090  67,270 △38,806

  (4) 土地 ※１  8,021,595 8,012,528   △9,067

  (5) 建設仮勘定   6,219 29,423   23,204

   有形固定資産合計   22,104,005 (58.2) 21,652,165 (58.8)  △451,840

 ２ 無形固定資産     

  (1) 連結調整勘定   16,354 ─   △16,354

  (2) その他   190,562 183,272   △7,289

   無形固定資産合計   206,917 (0.5) 183,272 (0.5)  △23,644

 ３ 投資その他の資産     

  (1) 投資有価証券 ※２  1,562,310 2,182,906   620,596

  (2) 賃貸固定資産 ※１ 2,501,732 2,500,580  △1,152 

    減価償却累計額  320,060 2,181,671 365,603 2,134,976  45,543 △46,695

  (3) その他   473,384 468,123   △5,260

  (4) 貸倒引当金   △9,038 △12,552   △3,514

   投資その他の資産合計   4,208,328 (11.1) 4,773,453 (13.0)  565,124

   固定資産合計   26,519,251 69.8 26,608,891 72.3  89,640

   資産合計   38,013,503 100.0 36,788,582 100.0  △1,224,920
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前連結会計年度 

(平成16年12月31日) 

当連結会計年度 

(平成17年12月31日) 期別 

科目 
金額(千円) 

構成比

(％)
金額(千円) 

構成比 

(％) 

増減 

負債の部    

Ⅰ 流動負債     

 １ 支払手形及び買掛金   2,315,101 2,244,384   △70,717

 ２ 短期借入金 ※１  8,270,000 8,100,000   △170,000

 ３ １年内償還予定社債   ─ 80,000   80,000

 ４ 未払消費税等   276,504 82,093   △194,411

 ５ 未払費用   1,951,212 1,945,715   △5,496

 ６ 未払法人税等   66,451 92,030   25,579

 ７ 賞与引当金   187,007 208,348   21,341

 ８ その他   414,876 412,215   △2,660

   流動負債合計   13,481,154 35.5 13,164,788 35.8  △316,365

Ⅱ 固定負債     

 １ 社債   ─ 640,000   640,000

 ２ 長期借入金 ※１  2,187,500 1,137,500   △1,050,000

 ３ 繰延税金負債   1,063,435 1,632,052   568,616

 ４ 退職給付引当金   4,637,493 4,800,051   162,558

 ５ 長期割賦未払金 ※１  1,910,713 1,563,101   △347,612

 ６ 長期預り金 ※１  478,994 464,890   △14,104

   固定負債合計   10,278,135 27.0 10,237,594 27.8  △40,541

   負債合計   23,759,290 62.5 23,402,383 63.6  △356,906

少数株主持分    

   少数株主持分   136,800 0.4 52,286 0.2  △84,514

資本の部    

Ⅰ 資本金 ※３  2,402,400 6.3 2,402,400 6.5  ─

Ⅱ 資本剰余金   2,755,938 7.2 2,755,938 7.5  ─

Ⅲ 利益剰余金   9,088,025 23.9 7,776,683 21.1  △1,311,342

Ⅳ その他有価証券評価差額金   382,713 1.0 865,255 2.4  482,542

Ⅴ 為替換算調整勘定   △508,343 △1.3 △461,139 △1.3  47,203

Ⅵ 自己株式 ※４  △3,321 △0.0 △5,224 △0.0  △1,903

   資本合計   14,117,412 37.1 13,333,913 36.2  △783,499

   負債、少数株主持分 

   及び資本合計 
  38,013,503 100.0 36,788,582 100.0  △1,224,920
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連結損益計算書 

 

前連結会計年度 

(自 平成16年１月１日 

至 平成16年12月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成17年１月１日 

至 平成17年12月31日) 期別 

科目 

金額(千円) 
百分比

(％)
金額(千円) 

百分比 

(％) 

増減 

Ⅰ 売上高   61,372,983 100.0 59,317,903 100.0  △2,055,079

Ⅱ 売上原価 ※１  45,873,969 74.7 45,343,830 76.4  △530,139

   売上総利益   15,499,013 25.3 13,974,072 23.6  △1,524,940

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１    

 １ 運送費  6,006,976 6,126,781  119,804 

 ２ 広告宣伝費  895,184 837,565  △57,619 

 ３ 貸倒引当金繰入額  623 2,585  1,961 

 ４ 給料及び諸手当  4,050,695 4,032,453  △18,242 

 ５ 賞与引当金繰入額  76,507 86,477  9,970 

 ６ 退職給付費用  297,019 227,961  △69,057 

 ７ 減価償却費  106,212 107,968  1,756 

 ８ 連結調整勘定償却額  16,402 16,354  △47 

 ９ その他  4,146,013 15,595,636 25.5 3,968,917 15,407,066 26.0 △177,096 △188,569

   営業損失   96,623 △0.2 1,432,994 △2.4  1,336,370

Ⅳ 営業外収益     

 １ 受取利息  710 1,421  710 

 ２ 受取配当金  17,479 15,030  △2,448 

 ３ 賃貸収入  190,609 223,095  32,486 

 ４ その他  144,824 353,623 0.6 165,436 404,983 0.7 20,611 51,360

Ⅴ 営業外費用     

 １ 支払利息  199,605 169,693  △29,911 

 ２ 賃貸費用  83,655 80,127  △3,527 

 ３ 持分法による投資損失  112,829 60,361  △52,468 

 ４ その他  55,058 451,148 0.7 49,456 359,640 0.6 △5,601 △91,508

   経常損失   194,148 △0.3 1,387,650 △2.3  1,193,502

Ⅵ 特別利益     

 １ 固定資産売却益 ※２ 756 756 0.0 368,013 368,013 0.6 367,257 367,257

Ⅶ 特別損失     

 １ 固定資産除却損 ※３ 55,811 51,769  △4,041 

 ２ 投資有価証券評価損  580 56,391 0.1 21,722 73,492 0.1 21,142 17,101

   税金等調整前当期純損失   249,783 △0.4 1,093,130 △1.8  843,346

   法人税、住民税 

   及び事業税 
 157,159 107,455  △49,703 

   法人税等調整額 

   (△は加算) 
 △307,994 △150,834 0.2 203,977 311,433 △0.5 511,972 462,268

   少数株主損失   757 0.0 83,121 0.1  82,363

   当期純損失   98,191 △0.2 1,321,442 △2.2  1,223,250
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連結剰余金計算書 

 

前連結会計年度 

(自 平成16年１月１日 

至 平成16年12月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成17年１月１日 

至 平成17年12月31日) 期別 

科目 

金額(千円) 金額(千円) 

増減 

(資本剰余金の部)   

Ⅰ 資本剰余金期首残高  2,755,938 2,755,938  ─

Ⅱ 資本剰余金期末残高  2,755,938 2,755,938  ─

(利益剰余金の部)   

Ⅰ 利益剰余金期首残高  9,205,081 9,088,025  △117,055

Ⅱ 利益剰余金増加高   

１ 米国子会社の年金負債減少 

  に伴う剰余金増加高 
 ─ ─ 11,472 11,472 11,472 11,472

Ⅲ 利益剰余金減少高   

１ 役員賞与  1,067 1,372 304 

２ 当期純損失  98,191 1,321,442 1,223,250 

３ 米国子会社の年金負債計上 

  に伴う剰余金減少高 
 17,796 117,055 ─ 1,322,814 △17,796 1,205,759

Ⅳ 利益剰余金期末残高  9,088,025 7,776,683  △1,311,342
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連結キャッシュ・フロー計算書 

 

前連結会計年度 

(自 平成16年１月１日

至 平成16年12月31日)

当連結会計年度 

(自 平成17年１月１日 

至 平成17年12月31日) 期別 

科目 

金額(千円) 金額(千円) 

増減 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー     

税金等調整前当期純損失  249,783 1,093,130 843,346 

減価償却費  2,010,013 1,907,588 △102,424 

連結調整勘定償却額  16,402 16,354 △47 

退職給付引当金の増減額  (減少：△)  104,181 100,483 △3,697 

賞与引当金の増減額    (減少：△)  2,096 14,573 12,477 

貸倒引当金の増減額    (減少：△)  △31,058 △3,183 27,875 

受取利息及び受取配当金  △18,189 △16,451 1,737 

支払利息  199,605 169,693 △29,911 

持分法による投資損失  112,829 60,361 △52,468 

投資有価証券評価損  580 21,722 21,142 

固定資産除却損  55,811 51,769 △4,041 

固定資産売却益  △756 △368,013 △367,257 

売上債権の増減額     (増加：△)  △37,791 245,140 282,931 

棚卸資産の増減額     (増加：△)  △86,969 △17,622 69,347 

仕入債務の増減額     (減少：△)  △41,769 △73,716 △31,946 

未払消費税等の増減額   (減少：△)  114,045 △194,411 △308,457 

役員賞与支払額  △1,200 △1,500 △300 

その他  292,348 179,562 △112,786 

小計  2,440,395 999,223 △1,441,171 

利息及び配当金の受取額  18,189 16,451 △1,737 

利息の支払額  △202,692 △170,034 32,657 

法人税等の支払額  △155,949 △130,061 25,887 

営業活動によるキャッシュ・フロー  2,099,943 715,578 △1,384,364 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー     

定期預金の純増減  5,000 ─ △5,000 

有形固定資産の取得による支出  △843,410 △1,411,920 △568,510 

有形固定資産の売却による収入  3,530 403,604 400,073 

有形固定資産の除却による支出  △9,997 △37,243 △27,245 

無形固定資産の取得による支出  △17,493 △330 17,163 

無形固定資産の売却による収入  ─ 73 73 

投資有価証券の取得による支出  △15,193 △10,337 4,856 

投資有価証券の売却による収入  ─ 172,229 172,229 

賃貸固定資産の取得による支出  △453,682 ─ 453,682 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △1,331,245 △883,923 447,322 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー     

短期借入金の純増減  △1,220,000 ─ 1,220,000 

長期借入れによる収入  1,150,000 ─ △1,150,000 

長期借入金の返済による支出  △370,000 △1,220,000 △850,000 

社債の発行による収入  ─ 743,140 743,140 

社債の償還による支出  ─ △40,000 △40,000 

長期割賦未払金の増加額  2,178 ─ △2,178 

長期割賦未払金の支払額  △372,273 △374,116 △1,842 

自己株式の純増減  △1,450 △1,903 △453 

少数株主への配当金の支払額  △1,310 △1,265 45 

財務活動によるキャッシュ・フロー  △812,855 △894,144 △81,289 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  △2,867 8,525 11,393 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額 (減少：△)  △47,025 △1,053,964 △1,006,938 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  2,995,872 2,948,846 △47,025 

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 2,948,846 1,894,882 △1,053,964 
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

 

１ 連結の範囲に関する事項 

   連結子会社は、㈱フレッシュハウス、スリースター製菓㈱、ダイイチヤ・ラブスベーカリーインコーポレー

テッド、㈱ベーカリープチ及び㈱ファースト・ロジスティックスの５社であります。 

２ 持分法の適用に関する事項 

 (1) 持分法適用会社は、関東大徳㈱の１社であります。 

 (2) 持分法を適用していない関連会社(デリシャスフーズ㈱)は、連結純損益及び利益剰余金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 

   連結子会社の事業年度はすべて連結決算日と同一であります。 

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 

  (イ)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(評価差額は全部資本直入法により処理し、売

却原価は移動平均法により算定) 

      時価のないもの…移動平均法による原価法 

  (ロ)棚卸資産 

     製品…売価還元法による原価法 

     商品…月別総平均法による原価法 

     原材料…同上 

     なお、在外連結子会社については、主として先入先出法による低価法を採用しております。 

 (2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法 

  (イ)有形固定資産 

     主として定率法によっております。 

     ただし、平成10年４月１日以降取得した建物(建物附属設備を除く)及び在外連結子会社については、定

額法によっております。 

  (ロ)無形固定資産 

     主として定額法によっております。 

     ただし、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法によっ

ております。 

  (ハ)賃貸固定資産 

     定額法によっております。 

 (3) 重要な繰延資産の処理方法 

    社債発行費は、支出時に全額費用として処理しております。 

 (4) 重要な引当金の計上基準 

  (イ)貸倒引当金 

     当社及び国内連結子会社は、債権の貸倒発生に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、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。 

  (ロ)賞与引当金 

     従業員に対する賞与支給に充てるため、支給見込額を計上しております。 

  (ハ)退職給付引当金 

     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。 

     なお、数理計算上の差異については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による

定額法により、それぞれの発生の翌連結会計年度から費用処理しております。 

 (5) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準 

    外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理して

おります。なお、在外子会社の資産及び負債は連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益及び費

用は期中平均為替相場により円貨に換算し、換算差額は資本の部における為替換算調整勘定に含めておりま

す。 
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 (6) 重要なリース取引の処理方法 

    リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・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。 

 (7) 重要なヘッジ会計の方法 

  (イ)ヘッジ会計の方法 

     金利スワップについては、特例処理の要件を満たしておりますので、特例処理を採用しております。 

  (ロ)ヘッジ手段とヘッジ対象 

     ヘッジ手段…金利スワップ取引 

     ヘッジ対象…借入金の利息 

  (ハ)ヘッジ方針 

     当社は、借入金の金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行っております。 

  (ニ)ヘッジ有効性評価の方法 

     金利スワップの特例処理の要件を満たしており、その判定をもって有効性の判定に代えております。 

 (8) 消費税等の会計処理の方法 

    当社及び国内連結子会社は、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、全面時価評価法を採用しております。 

６ 連結調整勘定の償却に関する事項 

   連結調整勘定は原則として５年で均等償却しております。 

７ 利益処分項目等の取扱いに関する事項 

   連結剰余金計算書は、連結会社の利益処分について連結会計年度中に確定した利益処分に基づいて作成して

おります。 

８ 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)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か月以内に償

還期限の到来する短期投資からなっております。 

 

表示方法の変更 

 

前連結会計年度 
(自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日) 

(連結損益計算書) 

１ 「受取手数料」(当連結会計年度24,520千円)につい

ては、営業外収益の総額の100分の10以下であるため

営業外収益の「その他」に含めて表示しております。

２ 前連結会計年度において営業外費用の「その他」に

含めて表示しておりました「賃貸費用」(前連結会計

年度12,537千円)については営業外費用の総額の100分

の10を超えたため、当連結会計年度より区分掲記して

おります。 

──────── 
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注記事項 

(連結貸借対照表関係) 

 

前連結会計年度 
(平成16年12月31日) 

当連結会計年度 
(平成17年12月31日) 

※１ 担保提供資産及びその対応債務は次のとおりであ
ります。 

  (1) 担保提供資産 

 建物 2,666,696千円(簿価)

 土地 4,144,821 ( 〃 )

 賃貸固定資産 347,014 ( 〃 )

 計 7,158,532  
 

※１ 担保提供資産及びその対応債務は次のとおりであ
ります。 

  (1) 担保提供資産 

 建物 2,578,795千円(簿価)

 土地 3,465,775 ( 〃 )

 賃貸固定資産 333,933 ( 〃 )

 計 6,378,504  
 

  (2) 対応債務 

 短期借入金 4,100,000千円(極度額)

 短期借入金 
 (一年内返済予定の 
 長期借入金) 

270,000  

 長期借入金 1,337,500  

 長期割賦未払金 777,510  

 リース債務 425,211  

 長期預り金 389,154  

 計 7,299,375  
 

  (2) 対応債務 

 短期借入金 4,100,000千円(極度額)

 短期借入金 
 (一年内返済予定の 
 長期借入金) 

150,000  

 長期借入金 437,500  

 長期割賦未払金 601,144  

 リース債務 360,716  

 長期預り金 369,450  

 計 6,018,810  
 

※２ 関連会社に対する株式5,000千円が含まれており
ます。 

※２ 関連会社に対する株式5,000千円が含まれており
ます。 

※３ 当社の発行済株式総数は、次のとおりでありま
す。 

 普通株式 48,048千株 
 

※３ 当社の発行済株式総数は、次のとおりでありま
す。 

 普通株式 48,048千株 
 

※４ 連結会社が保有する自己株式数は、次のとおりで
あります。 

 普通株式 21,756株  
 

※４ 連結会社が保有する自己株式数は、次のとおりで
あります。 

 普通株式 29,613株  
 

 

(連結損益計算書関係) 

 

前連結会計年度 
(自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日) 

※１ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発
費は256,478千円であります。 

※１ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発
費は261,391千円であります。 

※２ 固定資産売却益の内訳 

 機械装置及び運搬具 756千円
 

※２ 固定資産売却益の内訳 

 機械装置及び運搬具 2,121千円

 土地 365,891 

 計 368,013 
 

※３ 固定資産除却損の内訳 

 建物及び構築物 4,013千円

 機械装置及び運搬具 40,582 

 工具器具及び備品 1,217 

 その他 9,997 

 計 55,811 
 

※３ 固定資産除却損の内訳 

 建物及び構築物 14,089千円

 機械装置及び運搬具 22,746 

 工具器具及び備品 2,099 

 その他 12,834 

 計 51,769 
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(連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

 

前連結会計年度 
(自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日) 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係 

現金及び預金勘定 3,121,846千円

預入期間が３か月を超える 
定期預金 

△173,000

現金及び現金同等物 2,948,846
  

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係 

現金及び預金勘定 2,067,882千円

預入期間が３か月を超える 
定期預金 

△173,000

現金及び現金同等物 1,894,882
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(リース取引関係) 

 

前連結会計年度 
(自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日) 

１ リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引 

１ リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引 

 ① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額及び期末残高相当額 

 ① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額及び期末残高相当額 

  

機械装置 
及び 
運搬具 
(千円) 

 
工具器具 
及び備品 
(千円) 

 
その他 
(千円) 

 
合計 
(千円)

取得価額 
相当額 

 1,217,418  471,952  233,757  1,923,128

減価償却 
累計額 
相当額 

 783,391  303,248  136,621  1,223,260

期末残高 
相当額 

 434,027  168,704  97,136  699,868

 

 

機械装置
及び 
運搬具
(千円)

工具器具 
及び備品 
(千円) 

 
その他 
(千円) 

 
合計 
(千円)

取得価額
相当額 

1,071,720 405,504  144,975  1,622,201

減価償却
累計額 
相当額 

786,272 278,456  57,012  1,121,741

期末残高
相当額 

285,448 127,048  87,962  500,460

 
   なお、取得価額相当額は、未経過リース料期末残

高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低い

ため、支払利子込み法により算定しております。 

   なお、取得価額相当額は、未経過リース料期末残

高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低い

ため、支払利子込み法により算定しております。 

 ② 未経過リース料期末残高相当額 

 １年以内 273,000千円

 １年超 426,867 

 合計 699,868 
 

 ② 未経過リース料期末残高相当額 

 １年以内 205,769千円

 １年超 294,690 

 合計 500,460 
 

   なお、未経過リース料期末残高相当額は、未経過

リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占

める割合が低いため、支払利子込み法により算定し

ております。 

   なお、未経過リース料期末残高相当額は、未経過

リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占

める割合が低いため、支払利子込み法により算定し

ております。 

 ③ 支払リース料及び減価償却費相当額 

支払リース料 322,941千円

減価償却費相当額 322,941千円
 

 ③ 支払リース料及び減価償却費相当額 

支払リース料 281,598千円

減価償却費相当額 281,598千円
 

 ④ 減価償却費相当額の算定方法 

   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。 

 ④ 減価償却費相当額の算定方法 

   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。 

２ 転貸リース取引 

  未経過受取リース料期末残高 

 １年以内 13,104千円

 １年超 122,908 

 合計 136,012 

  未経過支払リース料期末残高 

 １年以内 13,104千円

 １年超 122,908 

 合計 136,012 
 

２ 転貸リース取引 

  未経過受取リース料期末残高 

 １年以内 13,104千円

 １年超 109,804 

 合計 122,908 

  未経過支払リース料期末残高 

 １年以内 13,104千円

 １年超 109,804 

 合計 122,908 
 

３ オペレーティング・リース取引 

  未経過リース料 

 １年以内 19,801千円

 １年超 59,768 

 合計 79,569 
 

３ オペレーティング・リース取引 

  未経過リース料 

 １年以内 28,969千円

 １年超 87,763 

 合計 116,732 
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(有価証券関係) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

 

 
前連結会計年度 
(平成16年12月31日) 

当連結会計年度 
(平成17年12月31日) 

種類 
取得原価 
(千円) 

連結貸借 
対照表計上額
(千円) 

差額 
(千円) 

取得原価 
(千円) 

連結貸借 
対照表計上額 
(千円) 

差額 
(千円) 

連結貸借対照表計上額が 
取得原価を超えるもの 

  

  株式 606,341 1,267,881 661,540 648,191 2,090,040 1,441,848

  その他 119,150 126,382 7,232 ─ ─ ─

小計 725,491 1,394,263 668,772 648,191 2,090,040 1,441,848

連結貸借対照表計上額が 
取得原価を超えないもの 

  

  株式 81,042 57,232 △23,809 36,923 34,770 △2,153

  その他 51,909 43,768 △8,141 ─ ─ ─

小計 132,951 101,000 △31,950 36,923 34,770 △2,153

合計 858,442 1,495,264 636,821 685,115 2,124,810 1,439,694

 

２ 時価評価されていない主な有価証券 

 

前連結会計年度 
(平成16年12月31日) 

当連結会計年度 
(平成17年12月31日) 内容 

連結貸借対照表計上額(千円) 連結貸借対照表計上額(千円) 

(その他有価証券) 

 非上場株式 36,096 36,096

 

３ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券 

 

区分 
前連結会計年度 

(自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日) 

売却額(千円) ─ 172,229

売却益の合計額(千円) ─ 1,311

売却損の合計額(千円) ─ ─
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(デリバティブ取引関係) 

１ 取引の状況に関する事項 
 

前連結会計年度 
(自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日) 

① 取引の内容 
   当社は、変動金利の借入金調達を固定金利の資金
調達に換えるため、金利スワップ取引を行っており
ます。 

① 取引の内容 
同左 

② 取引に対する取組方針及び利用目的 
   金利スワップ取引については、変動金利を固定金
利に変換する目的でのみ行っており、投機目的のデ
リバティブ取引は行わない方針であります。 

② 取引に対する取組方針及び利用目的 
同左 

③ 取引に係るリスクの内容 
   金利スワップ取引については、市場金利の変動に
よるリスクを有しております。取引の契約先は、信
用度の高い国内の金融機関であるため、相手方の契
約不履行によるいわゆる信用リスクはほとんどない
と判断しております。 

③ 取引に係るリスクの内容 
同左 

④ 取引に係るリスク管理体制 
   金利スワップ取引については、デリバティブ管理
規程に基づき取締役会において取引の極度金額及び
期間が決定され、それに基づき経理部が実行及び管
理を行っております。さらに経理部長は月ごとの定
例取締役会にデリバティブ取引を含めた財務報告を
行うことになっております。 

④ 取引に係るリスク管理体制 
同左 

 

２ 取引の時価等に関する事項 

前連結会計年度(平成16年12月31日) 

金利スワップ取引を契約しておりますが、すべてヘッジ会計を適用しているため、デリバティブ取引

の契約額等、時価及び評価損益の状況の記載を省略しております。 

 

当連結会計年度(平成17年12月31日) 

金利スワップ取引を契約しておりますが、すべてヘッジ会計を適用しているため、デリバティブ取引

の契約額等、時価及び評価損益の状況の記載を省略しております。 
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(退職給付関係) 

 
前連結会計年度 

(自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日) 

１ 採用している退職給付制度の概要 

   当社は、確定給付型の制度として適格退職年金制

度及び退職一時金制度を、国内連結子会社において

は退職一時金制度を設けております。海外連結子会

社においては確定給付型の従業員年金制度を設けて

おります。 

   なお、当社においては退職一時金制度の一部を適

格退職年金制度に昭和56年から移行しており、海外

連結子会社においては平成７年に確定給付型の従業

員年金制度に移行しております。 

１ 採用している退職給付制度の概要 

同左 

２ 退職給付債務に関する事項 

① 退職給付債務 △7,567,296千円

② 年金資産 2,341,842千円

③ 小計(①＋②) △5,225,454千円

④ 未認識過去勤務債務 ─千円

⑤ 未認識数理計算上の差異 587,960千円

⑥ 退職給付引当金 
  (③＋④＋⑤) 

△4,637,493千円

(注) 国内連結子会社は、退職給付債務の算定にあた

り、簡便法を採用しております。 

２ 退職給付債務に関する事項 

① 退職給付債務 △7,817,886千円

② 年金資産 2,849,174千円

③ 小計(①＋②) △4,968,711千円

④ 未認識過去勤務債務 ─千円

⑤ 未認識数理計算上の差異 168,660千円

⑥ 退職給付引当金 
  (③＋④＋⑤) 

△4,800,051千円

(注) 国内連結子会社は、退職給付債務の算定にあた

り、簡便法を採用しております。 

３ 退職給付費用に関する事項 

① 勤務費用 382,583千円

② 利息費用 173,809千円

③ 期待運用収益 △76,280千円

④ 数理計算上の差異の 
  費用処理額 

108,893千円

⑤ 過去勤務債務の費用処理額 21千円

⑥ 退職給付費用 
  (①＋②＋③＋④＋⑤) 

589,026千円

(注) 簡便法を採用している連結子会社の退職給付費用

は「① 勤務費用」に計上しております。 

３ 退職給付費用に関する事項 

① 勤務費用 366,175千円

② 利息費用 167,702千円

③ 期待運用収益 △80,537千円

④ 数理計算上の差異の 
  費用処理額 

91,130千円

⑤ 過去勤務債務の費用処理額 ─千円

⑥ 退職給付費用 
  (①＋②＋③＋④＋⑤) 

544,472千円

(注) 簡便法を採用している連結子会社の退職給付費用

は「① 勤務費用」に計上しております。 

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

① 割引率 1.5％ 

なお、海外連結

子会社は5.5％ 

② 期待運用収益率 1.5％ 

なお、海外連結

子会社は8.5％ 

③ 退職給付見込額の 

  期間配分方法 

期間定額基準 

④ 過去勤務債務の額の処理年数 12年 

⑤ 数理計算上の差異の処理年数 ８年～15年 
  

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

① 割引率 1.5％ 

なお、海外連結

子会社は5.5％ 

② 期待運用収益率 1.5％ 

なお、海外連結

子会社は8.0％ 

③ 退職給付見込額の 

  期間配分方法 

期間定額基準 

④ 過去勤務債務の額の処理年数 ─年 

⑤ 数理計算上の差異の処理年数 ８年～15年 
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(税効果会計関係) 

 

前連結会計年度 
(平成16年12月31日) 

当連結会計年度 
(平成17年12月31日) 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

繰延税金資産 

 貸倒引当金繰入限度超過額 9,549千円

 減価償却資産償却限度超過額 18,859

 賞与引当金繰入限度超過額 71,848

 退職給付引当金繰入限度超過額 1,817,550

 未実現利益の税効果 292,600

 繰越欠損金 1,254,605

 その他 176,595

 繰延税金資産小計 3,641,608

 評価性引当額 △1,556,356

 繰延税金資産合計 2,085,252

 

繰延税金負債 

 買換資産積立金 87,981千円

 固定資産圧縮積立金 2,664,094

 有価証券評価差額 254,082

 その他 27,008

 繰延税金負債合計 3,033,166

 

繰延税金負債の純額 947,913千円
  

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

繰延税金資産 

 貸倒引当金繰入限度超過額 3,467千円

 減価償却資産償却限度超過額 20,294

 賞与引当金繰入限度超過額 77,843

 退職給付引当金繰入限度超過額 1,859,725

 未実現利益の税効果 12,544

 繰越欠損金 1,684,839

 その他 135,149

 繰延税金資産小計 3,793,864

 評価性引当額 △2,028,740

 繰延税金資産合計 1,765,123

 

繰延税金負債 

 買換資産積立金 86,385千円

 固定資産圧縮積立金 2,539,137

 有価証券評価差額 574,439

 その他 26,941

 繰延税金負債合計 3,226,904

 

繰延税金負債の純額 1,461,780千円
  

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

法定実効税率 41.6％ 

(調整)  

交際費等永久に損金に 
算入されない項目 

△11.4 

受取配当金等永久に益金に 
算入されない項目 

0.1 

住民税均等割等 △14.7 

繰越欠損金当期控除額 105.1 

税率変更による期末繰延税金負債
の減額修正 

△4.4 

外国税額控除 △32.6 

持分法による投資損益 △18.8 

その他 △4.5 

 税効果会計適用後の法人税等 
 の負担率 

60.4％ 

  

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

法定実効税率 39.9％ 

(調整)  

交際費等永久に損金に 
算入されない項目 

△2.1 

受取配当金等永久に益金に 
算入されない項目 

0.9 

住民税均等割等 △3.3 

評価性引当額 △55.5 

外国税額控除 △2.9 

持分法による投資損益 △2.2 

その他 △3.3 

 税効果会計適用後の法人税等 
 の負担率 

△28.5％ 

  

 

― 22 ― 



 
前連結会計年度 
(平成16年12月31日) 

当連結会計年度 
(平成17年12月31日) 

３ 「地方税法等の一部を改正する法律」(平成15年法

律第９号)が平成15年３月31日に公布されたことに

伴い、当連結会計年度の流動区分の繰延税金資産

及び繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率

は、前連結会計年度の41.67％から39.9％に変更し

ております。 

   その結果、「繰延税金資産」の金額(繰延税金負

債を控除した金額)及び当連結会計年度に計上され

た「法人税等調整額」がそれぞれ1,529千円減少し

ております。  

──────── 

 

(セグメント情報) 

事業の種類別セグメント情報 

前連結会計年度及び当連結会計年度において、食品事業の売上高、営業損失及び資産の金額

は、全セグメントの売上高の合計、営業損失及び全セグメント資産の金額の合計額に占める割

合がいずれも90％を超えているため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

 

所在地別セグメント情報 

前連結会計年度及び当連結会計年度において、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「本邦」の割合がいずれも90％を超えているため、記載を省

略しております。 

 

海外売上高 

前連結会計年度及び当連結会計年度において、海外売上高は連結売上高の10％未満のため、

記載を省略しております。 
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(関連当事者との取引) 

当連結会計年度(自 平成17年１月１日 至 平成17年12月31日) 

(1) 役員及び個人主要株主等 

 

関係内容 

属性 
会社等 
の名称 

住所 
資本金又 
は出資金 
(千円) 

事業の内容
又は職業 

議決権等 
の所有 

(被所有)割合
(％) 

役員の
兼任等

事業上
の関係

取引の内容
取引金額 
(千円) 

科目 
期末残高
(千円)

役員 細貝理栄 ― ― 
当社代表 
取締役 

(被所有) 
直接 10.4 

― ― 建物の賃借 3,428 ― ─

〃 細貝隆志 ― ― 〃 
(被所有) 
直接 8.5 

― ― 〃 6,631 ― ─

取引条件及び取引条件の決定方針等 

上記取引については、近隣の賃借料を参考にして同等の価格によっております。また、取引金額につ

いては、消費税等を抜きで記載しております。 

 

(2) 子会社等 

 

関係内容 

属性 
会社等 
の名称 

住所 
資本金又 
は出資金 
(千円) 

事業の内容
又は職業 

議決権等 
の所有 

(被所有)割合
(％) 

役員の
兼任等

事業上
の関係

取引の内容
取引金額 
(千円) 

科目 
期末残高
(千円)

関連 
会社 

関東大徳 
㈱ 

栃木県 

宇都宮市 
55,000 製麺業 

(所有) 
直接 50.0 

兼任５名
建物・設
備の賃貸

建物・設備
の賃貸 

100,101 未収入金 102,199

取引条件及び取引条件の決定方針等 

上記取引については、近隣の取引実勢に基づき減価償却費などを勘案して契約により所定金額を決定

しております。また、取引金額については消費税等を抜きで記載しており、期末残高については消費税

等を含めて記載しております。 

 

(重要な後発事象) 

該当事項はありません。 

― 24 ― 



生産、受注及び販売の状況 

(1) 生産実績 

当連結会計年度における生産実績を事業の部門別に示すと、次のとおりです。 

 

部門名 金額(千円) 前年同期比(％) 

食品事業  

 パン部門 43,676,134 99.0

 和洋菓子部門 6,289,376 85.2

 米飯部門 10,324,622 99.7

 その他 912,857 114.3

合計 61,202,990 97.7

(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。 

 

(2) 受注実績 

当連結会計年度において受注実績は、金額に重要性がないため記載を省略しております。 

 

(3) 販売実績 

当連結会計年度における販売実績を事業の部門別に示すと、次のとおりです。 

 

部門名 金額(千円) 前年同期比(％) 

食品事業  

 パン部門 39,433,129 98.9

 和洋菓子部門 5,678,382 85.1

 米飯部門 9,321,616 99.5

 その他 3,905,615 83.1

小計 58,338,744 96.2

その他の事業 979,158 131.1

合計 59,317,903 96.7

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 
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