
平成18年２月期 個別財務諸表の概要 平成18年４月20日

上場会社名 米久株式会社 上場取引所 東・名

コード番号 2290 本社所在都道府県 静岡県

(URL　http://www.yonekyu.co.jp/)

代　　表　　者　役職名 代表取締役　社長 　　氏名　石野　克彦

問合せ先責任者　役職名 取締役　管理本部長 　　氏名　白方　　順 ＴＥＬ　　（055）929－2924

決算取締役会開催日 平成18年４月20日 中間配当制度の有無 有

配当支払開始予定日 平成18年５月29日 定時株主総会開催日 平成18年５月26日

単元株制度採用の有無 有（１単元　500株）   

１．平成18年２月期の業績（平成17年３月１日～平成18年２月28日）

(1）経営成績 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

売上高 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年２月期 111,467 5.5 2,169 △27.9 2,464 △21.0

17年２月期 105,635 6.4 3,009 △5.7 3,117 △6.2

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

百万円 ％ 円 銭 円 銭 ％ ％ ％

18年２月期 1,291 △16.5 44 05 　 ――― 3.9 4.8 2.2

17年２月期 1,547 △3.3 52 74 　――― 4.8 6.3 3.0

（注）①期中平均株式数 18年２月期 28,754,112株 17年２月期 28,768,138株

②会計処理の方法の変更 有

③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、対前期増減率であります。

(2）配当状況 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

１株当たり年間配当金 配当金総額
（年間）

配当性向
株主資本
配当率中間 期末

円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

18年２月期 18 00 0 00 18 00 517 40.9 1.5

17年２月期 18 00 0 00 18 00 517 34.1 1.6

(3）財政状態 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

総資産 株主資本 株主資本比率 １株当たり株主資本

百万円 百万円 ％ 円 銭

18年２月期 51,762 33,712 65.1 1,171 84

17年２月期 50,302 32,710 65.0 1,136 33

（注）①期末発行済株式数 18年２月期 28,747,345株 17年２月期 28,759,774株

②期末自己株式数 18年２月期 62,356株 17年２月期 49,927株

２．平成19年２月期の業績予想（平成18年３月１日～平成19年２月28日）  

売上高 経常利益 当期純利益
１株当たり年間配当金

中間 期末

百万円 百万円 百万円 円 銭 円 銭 円 銭

中間期 57,000 1,100 500 0 00 　― 　―

通　期 116,300 2,210 1,050 　― 18 00 18 00

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　36円52銭

※　上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んで

おります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。

なお、上記予想に関する事項は添付資料の12ページを参照して下さい。
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５．個別財務諸表等
(1）貸借対照表

前事業年度
（平成17年２月28日）

当事業年度
（平成18年２月28日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

（資産の部）   

Ⅰ　流動資産   

１．現金及び預金 ※１ 5,064 4,101  △963

２．受取手形  304 381  76

３．売掛金 ※３ 9,930 10,033  102

４．商品及び製品 2,839 3,387  547

５．原材料 1,166 2,610  1,443

６．仕掛品 131 98  △32

７．貯蔵品 64 20  △44

８．前払費用 79 105  26

９．繰延税金資産 211 229  18

10．未収入金 677 －  △677

11．短期貸付金 220 338  117

12．その他 225 489  263

貸倒引当金 △188 △159  28

流動資産合計 20,729 41.2 21,636 41.8  906

Ⅱ　固定資産   

１．有形固定資産   

(1）建物 12,232 12,446 214  

減価償却累計額 5,953 6,279 6,332 6,114 379 △165

(2）構築物 1,045 1,057 12  

減価償却累計額 525 519 569 488 43 △31

(3）機械及び装置 3,424 3,409 △15  

減価償却累計額 2,516 908 2,614 794 98 △113

(4）車両運搬具 6 6 －  

減価償却累計額 2 4 3 3 1 △1

(5）工具、器具及び備
品

764 739 △24  

減価償却累計額 543 220 580 158 37 △62

(6）土地 6,517 6,028  △488

(7）建設仮勘定 48 372  324

有形固定資産合計 14,498 28.8 13,960 27.0  △537
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前事業年度
（平成17年２月28日）

当事業年度
（平成18年２月28日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

２．無形固定資産   

(1）営業権 8 －  △8

(2）ソフトウェア 205 188  △16

(3）ソフトウェア仮勘
定

369 684  315

(4）電話加入権 16 16  －

(5）その他 4 5  0

無形固定資産合計 603 1.2 895 1.7  291

３．投資その他の資産   

(1）投資有価証券 ※1,2 3,067 3,500  433

(2）関係会社株式 4,727 4,973  246

(3）出資金 31 31  0

(4）関係会社出資金 1,254 1,366  111

(5）長期貸付金 370 299  △71

(6）関係会社長期貸付
金

3,987 4,230  243

(7）更生債権等 541 392  △149

(8）長期前払費用 63 37  △26

(9）敷金及び保証金 660 653  △6

(10）賃貸不動産 566 566 －  

減価償却累計額 149 416 163 402 13 △13

(11）その他 148 138  △9

貸倒引当金 △798 △757  40

投資その他の資産合
計

14,471 28.8 15,270 29.5  799

固定資産合計 29,573 58.8 30,126 58.2  553

資産合計 50,302 100.0 51,762 100.0  1,459
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前事業年度
（平成17年２月28日）

当事業年度
（平成18年２月28日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

（負債の部）   

Ⅰ　流動負債   

１．買掛金 ※1,3 11,650 11,515  △134

２．短期借入金 － 177  177

３．１年以内返済予定長
期借入金

714 1,114  400

４．未払金 553 620  66

５．未払費用 740 735  △5

６．未払法人税等 585 720  135

７．未払消費税等 101 －  △101

８．デリバディブ債務 1,058 －  △1,058

９．その他  ※２ 40 45  4

流動負債合計 15,445 30.7 14,928 28.9  △516

Ⅱ　固定負債   

１．長期借入金 1,215 2,001  786

２．繰延税金負債 387 495  108

３．退職給付引当金 298 341  42

４．役員退職慰労引当金 236 272  36

５．長期預り金 8 10  2

固定負債合計 2,146 4.3 3,121 6.0  974

負債合計 17,592 35.0 18,050 34.9  458
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前事業年度
（平成17年２月28日）

当事業年度
（平成18年２月28日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

（資本の部）   

Ⅰ　資本金 ※６ 8,634 17.2 8,634 16.7  －

Ⅱ　資本剰余金   

　　資本準備金 8,377 8,377 －  

資本剰余金合計 8,377 16.6 8,377 16.2  －

Ⅲ　利益剰余金   

１．利益準備金 537 537 －  

２．任意積立金     

(1）配当準備積立金 920 920 －  

(2）固定資産圧縮積立
金

120 154 33  

(3）別途積立金 9,790 10,290 500  

３．当期未処分利益 3,057 3,268 210  

利益剰余金合計 14,425 28.7 15,169 29.3  744

Ⅳ　その他有価証券評価差
額金

1,319 2.6 1,593 3.0  273

Ⅴ　自己株式 ※７ △46 △0.1 △62 △0.1  △16

資本合計 32,710 65.0 33,712 65.1  1,001

負債・資本合計 50,302 100.0 51,762 100.0  1,459
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(2）損益計算書

前事業年度
（自　平成16年３月１日
至　平成17年２月28日）

当事業年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

増減
(百万円)

Ⅰ　売上高 105,635 100.0 111,467 100.0  5,831

Ⅱ　売上原価   

１．期首商品及び製品た
な卸高

2,891 2,839 △51  

２．当期製品製造原価 22,517 22,514 △2  

３．当期商品仕入高  ※４ 68,908 75,521 6,612  

合計 94,317 100,875 6,558  

４．他勘定振替高 ※１ 107 117 10  

５．期末商品及び製品た
な卸高

2,839 91,369 86.5 3,387 97,370 87.4 547 6,000

売上総利益 14,266 13.5 14,097 12.6  △169

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※2,3 11,256 10.7 11,927 10.7  671

営業利益 3,009 2.8 2,169 1.9  △840

Ⅳ　営業外収益   

１．受取利息 ※４ 50 50 0  

２．受取配当金 ※４ 128 104 △24  

３．賃貸不動産収入 ※４ 346 292 △53  

４．為替差益  － 74 74  

５．その他 ※４ 169 695 0.7 118 639 0.6 △51 △55

Ⅴ　営業外費用   

１．支払利息 28 24 △3  

２．賃貸不動産費用 238 181 △56  

３．関係会社貸倒引当
金繰入額

215 111 △104  

４．為替差損 15 － △15  

５．その他 89 586 0.5 27 344 0.3 △62 △242

経常利益 3,117 3.0 2,464 2.2  △653

Ⅵ　特別利益   

１．投資有価証券売却益 － 18 18  

２．為替予約解約益  － 502 502  

３．関係会社株式売却益 583 － △583  

４．食品リサイクル事業
補助金

56 － △56  

５．設備移転補償金 41 － △41  

６．その他 － 680 0.6 15 535 0.5 15 △144
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前事業年度
（自　平成16年３月１日
至　平成17年２月28日）

当事業年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

増減
(百万円)

Ⅶ　特別損失   

１．固定資産除却損 ※５ 66 52 △14  

２. 減損損失 ※６ － 491 491  

３．投資有価証券売却損 － 12 12  

４．商品等廃棄損 ※７ 64 － △64  

５．為替予約評価損  1,058 － △1,058  

６．その他  － 1,189 1.1 25 581 0.5 25 △608

税引前当期純利益 2,608 2.5 2,418 2.2  △190

法人税、住民税及び
事業税

1,253 1,217 △36  

法人税等調整額 △191 1,061 1.0 △90 1,126 1.0 101 65

当期純利益 1,547 1.5 1,291 1.2  △255

前期繰越利益 1,510 1,976  466

当期未処分利益 3,057 3,268  210
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製造原価明細書

前事業年度
（自　平成16年３月１日
至　平成17年２月28日）

当事業年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

Ⅰ　原材料費 18,806 83.4 18,804 83.6

Ⅱ　労務費 1,740 7.7 1,703 7.6

Ⅲ　経費 ※１ 2,001 8.9 1,986 8.8

当期総製造費用 22,548 100.0 22,493 100.0

期首仕掛品たな卸高 123 131

合計 22,672 22,625

期末仕掛品たな卸高 131 98

他勘定振替高 ※２ 23 12

当期製品製造原価 22,517 22,514

　（注）

前事業年度
（自　平成16年３月１日
至　平成17年２月28日）

当事業年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

※原価計算の方法

　工程別総合原価計算

※原価計算の方法

同左

※１．経費の主な内訳は次のとおりであります。 ※１．経費の主な内訳は次のとおりであります。

外注費 270百万円

減価償却費 442

水道光熱費 326

賃借料 184

その他 777

計 2,001

外注費 253百万円

減価償却費 405

水道光熱費 332

賃借料 192

その他 803

計 1,986

※２．他勘定振替高の内容は次のとおりであります。

　研究開発費及び福利厚生費等として使用したもので

経費への振替高であります。

※２．他勘定振替高の内容は次のとおりであります。

同左

－ 48 －



(3）利益処分案

前事業年度
（株主総会承認日
平成17年５月27日）

当事業年度
（株主総会予定日
平成18年５月26日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）
増減

(百万円)

Ⅰ　当期未処分利益 3,057 3,268  210

Ⅱ　任意積立金取崩額   

１．固定資産圧縮積立金取
崩額

0 0 4 4 4 4

合計 3,057 3,272  215

Ⅲ　利益処分額   

１．配当金 517 517 △0  

２．役員賞与金 30 25 △5  

（うち監査役賞与金） (1) (－) (△1)  

３．任意積立金   

(1）固定資産圧縮積立金 33 － △33  

(2）別途積立金 500 1,081 700 1,242 200 161

Ⅳ　次期繰越利益 1,976 2,030  54
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重要な会計方針

 
項　目

 

前事業年度
（自　平成16年３月１日
至　平成17年２月28日）

当事業年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

１．有価証券（投資有価証券

を含む）の評価基準及び

評価方法

(1）子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法

(1）子会社株式及び関連会社株式

同左

(2）その他有価証券

時価のあるもの

　期末日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額金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

より算定している）

時価のないもの

　移動平均法による原価法

(2）その他有価証券

同左

２．デリバティブ等の評価基

準及び評価方法

時価法 同左

３．たな卸資産の評価基準及

び評価方法

・商品及び製品…先入先出法による原価法 同左

・原材料……先入先出法による原価法 同左

・仕掛品……先入先出法による原価法 同左

・貯蔵品……最終仕入原価法 同左

４．固定資産の減価償却の方法 (1）有形固定資産

定率法

　ただし、関係会社に対する賃貸不動

産については定額法によっております。

また、平成10年４月１日以降に取得し

た建物（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　　　　　　　　10～31年

(1）有形固定資産

同左

(2）無形固定資産

　ソフトウェア…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。

　営業権…………５年間で均等額を償却

しております。

(2）無形固定資産

同左

――――――――

(3）長期前払費用

定額法

(3）　　 　――――――――

 

(4）賃貸不動産

定額法

　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　　　７～31年

(4）賃貸不動産

同左
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項　目

 

前事業年度
（自　平成16年３月１日
至　平成17年２月28日）

当事業年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

５．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備えるため、

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て回収不能見込

額を計上しております。

(1）貸倒引当金

同左

(2）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、当事

業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。

　過去勤務債務は、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

（10年）による定額法により費用処理し

ております。

　数理計算上の差異は、各事業年度の発

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（10年）による定率法

により算出した額をそれぞれ発生の翌事

業年度から費用処理することとしており

ます。

(2）退職給付引当金

同左

(3）役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支給に備えるため、

内規に基づく期末要支給額を計上してお

ります。

(3）役員退職慰労引当金

同左

６．外貨建の資産及び負債の

本邦通貨への換算基準

　外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為

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。

同左

７．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。

同左
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項　目

 

前事業年度
（自　平成16年３月１日
至　平成17年２月28日）

当事業年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

８．ヘッジ会計の方法 　 　　　　 ────── (1）ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理によっております。

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

　手段：為替予約 

対象：輸入仕入による外貨建借入債務

及び外貨建予定債務 

(3）ヘッジ方針

　為替相場変動リスクをヘッジするため

実需に基づく予定取引を対象として社内

管理規程に基づく承認を経て行っており

ます。

(4）ヘッジの有効性評価の方法

　為替予約取引については、ヘッジ対象

の相場変動の累計とヘッジ手段の相場変

動の累計を比較し、両者の変動額を基礎

にして、ヘッジ有効性を評価しておりま

す。 

９．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事項

(1）消費税等の会計処理

　消費税等の会計処理は、税抜方式に

よっております。

(1）消費税等の会計処理

同左
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会計方針の変更

前事業年度
（自　平成16年３月１日
至　平成17年２月28日）

当事業年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

 ――――――――――――― 　（固定資産の減損に係る会計基準）

　「固定資産の減損に係る会計基準」（「固定資産の減損

に係る会計基準の設定に関する意見書」（企業会計審議会

　平成14年８月９日））及び「固定資産の減損に係る会計

基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第６号　平成15

年10月31日）が平成16年３月31日以降に終了する事業年度

に係る財務諸表から適用できることになったことに伴い、

当事業年度より同会計基準及び同適用指針を適用しており

ます。これにより、税引前当期純利益は491百万円減少して

おります。

　なお、減損損失累計額につきましては、改正後の財務諸

表等規則に基づき各資産の金額から直接控除しております。

  

表示方法の変更

前事業年度
（自　平成16年３月１日
至　平成17年２月28日）

当事業年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

  （貸借対照表関係）

１．従来流動資産の「その他」に含めて表示しておりまし

た未収入金（前事業年度36百万円）につきましては、金

額的重要性が高まったため、当事業年度より「未収入

金」として区分掲記しております。

２．従来区分掲記しておりました「関係会社短期貸付金」

（当事業年度159百万円）につきましては、総資産の100

分の1以下であり、金額的重要性が乏しいため、当事業

年度より流動資産の「短期貸付金」に含めて表示してお

ります。

３．従来区分掲記しておりました「預り金」（当事業年

度21百万円）につきましては、負債・資本合計の100分

の1以下であり、金額的重要性が乏しくなったため、当

事業年度より流動負債の「その他」に含めて表示してお

ります。

  （貸借対照表関係）

１．従来区分掲記しておりました「未収入金」（当事業年

度144百万円）につきましては、総資産の100分の1以下

であり、金額的重要性が乏しいため、当事業年度より流

動資産の「その他」に含めて表示しております。

２．従来区分掲記しておりました「営業権」（当事業年度

１百万円）につきましては、総資産の100分の1以下であ

り、金額的重要性が乏しいため、当事業年度より無形固

定資産の「その他」に含めて表示しております。
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追加情報

前事業年度
（自　平成16年３月１日
至　平成17年２月28日）

当事業年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

（包括的長期為替予約）

　従来包括的長期為替予約については繰延ヘッジ処理を適

用しておりましたが、昨今の経済環境の変化、ＢＳＥ・鳥

インフルエンザ問題に代表される国際間取引の不確実性の

顕在化等を勘案し、「包括的長期為替予約のヘッジ会計に

関する監査上の留意点」(日本公認会計士協会リサーチ・

センター審理情報No.19) に基づき検討を行った結果、当

事業年度より当該処理を行なわないことといたしました。

　この結果、税引前当期純利益は1,058百万円減少してお

ります。

――――――――――

―――――――――― （法人事業税における外形標準課税部分の損益計算書上の

表示について）

　「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、平成16年４月１日

以後開始する事業年度より外形標準課税制度が導入された

ことに伴い、当事業年度から「法人事業税における外形標

準課税部分の損益計算書上の表示についての実務上の取扱

い」（平成16年２月13日　企業会計基準委員会　実務対応

報告第12号）に従い法人事業税の付加価値割及び資本割に

ついては、販売費及び一般管理費に計上しております。

　この結果、販売費及び一般管理費が77百万円増加し、営

業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ同額減

少しております。
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注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度
（平成17年２月28日）

当事業年度
（平成18年２月28日）

※１　担保資産及び担保付債務

現金及び預金 82百万円

投資有価証券 52

計 134

 上記物件について、当社及び子会社㈱マルフジの取

引保証（当社買掛金246百万円、子会社買掛金5百万

円）の担保に供しております。

※１　担保資産及び担保付債務

現金及び預金 82百万円

投資有価証券 35

計 117

 上記物件について、当社及び子会社㈱マルフジの取

引保証（当社買掛金149百万円、子会社買掛金15百万

円）の担保に供しております。

※２　投資有価証券のうち５百万円は、前払式証票の規則

等に関する法律に基づき、流動負債の「その他」のう

ち11百万円の供託に供しております。

※２　投資有価証券のうち５百万円は、前払式証票の規則

等に関する法律に基づき、流動負債の「その他」のう

ち９百万円の供託に供しております。

※３　関係会社に係る注記

　区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている関

係会社に対するものは次のとおりであります。

※３　関係会社に係る注記

　区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている関

係会社に対するものは次のとおりであります。

売掛金 436百万円

買掛金 646

売掛金 608百万円

買掛金 787

４　偶発債務

　　下記関係会社等の金融機関からの借入等に対し、債

務保証を行っております。

４　偶発債務

　　下記関係会社等の金融機関からの借入等に対し、債

務保証を行っております。

㈲キロサ肉畜生産センター 2,821百万円

御殿場高原ビール㈱ 291

その他（５件） 496

計 3,609

㈲キロサ肉畜生産センター 1,564百万円

御殿場高原ビール㈱ 250

その他（６件） 457

計 2,271

５　当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀

行９行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を

締結しております。

　　当事業年度末日における当座貸越契約及び貸出コミッ

トメント契約に係る借入未実行残高は次のとおりであ

ります。

５　当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀

行８行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を

締結しております。

　　当事業年度末日における当座貸越契約及び貸出コミッ

トメント契約に係る借入未実行残高は次のとおりであ

ります。

当座貸越極度額及び貸出

コミットメントの総額
13,500百万円

借入実行残高 －

差引額 13,500

当座貸越極度額及び貸出

コミットメントの総額
11,500百万円

借入実行残高 －

差引額 11,500

※６　株式の状況 ※６　株式の状況

授権株式数　　　　普通株式 45,000千株

発行済株式総数　　普通株式 28,809

 同左

※７　自己株式

　当社が保有する自己株式の数は、普通株式 49千株

であります。

※７　自己株式

　当社が保有する自己株式の数は、普通株式 62千株

であります。

 ８　配当制限

　商法施行規則第124条第３号に規定する純資産額は、

681百万円であます。

 ８　配当制限

　商法施行規則第124条第３号に規定する純資産額は、

1,593百万円であます。
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（損益計算書関係）

前事業年度
（自　平成16年３月１日
至　平成17年２月28日）

当事業年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

※１　自社製品を福利厚生費等に使用したものであります。 ※１　　　　　　　　　 同左

※２　販売費及び一般管理費

　主要な費目及び金額

※２　販売費及び一般管理費

　主要な費目及び金額

(1）従業員給与・賞与  3,977百万円

(2）退職給付費用 157

(3）役員退職慰労引当金繰入額 26

(4）保管料・運賃 2,169

(5）広告宣伝費・販売手数料 520

(6）地代・家賃 457

(7）減価償却費 427

(8）貸倒引当金繰入額 52

販売費に属する費用 約75％

一般管理費に属する費用 約25％

(1）従業員給与・賞与  4,058百万円

(2）退職給付費用 135

(3）役員退職慰労引当金繰入額 36

(4）保管料・運賃 2,485

(5）広告宣伝費・販売手数料 593

(6）地代・家賃 463

(7）減価償却費 391

(8）貸倒引当金繰入額 1

販売費に属する費用 約74％

一般管理費に属する費用 約26％

※３　一般管理費に含まれる研究開発費 ※３　一般管理費に含まれる研究開発費

159百万円 154百万円

※４　関係会社との取引に関するもの ※４　関係会社との取引に関するもの

　関係会社との取引にかかるものが次のとおり含まれ

ております。

　関係会社との取引にかかるものが次のとおり含まれ

ております。

当期商品仕入高 21,06

1

百万円

受取利息 45 

受取配当金 109 

賃貸不動産収入

その他（営業外収益）

286

31

 

 

当期商品仕入高 24,31

5

百万円

受取利息 45 

受取配当金 80 

賃貸不動産収入

その他（営業外収益）

231

9

 

 

※５　固定資産除却損の内訳

建物 30百万円

機械及び装置 23 

工具、器具及び備品 11 

その他 1

計 66

※５　固定資産除却損の内訳

建物 36百万円

機械及び装置 11 

工具、器具及び備品 3 

その他 0

計 52
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前事業年度
（自　平成16年３月１日
至　平成17年２月28日）

当事業年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

※６　　　　　　――――――――――― ※６　減損損失

当事業年度において、当社は以下の資産グループに

ついて、減損損失を計上しました。

用途 場所 種類

遊休資産 静岡県沼津市他 土地

遊休資産 三重県志摩市 土地・建物 

 

当社は減損損失を把握するに当たり、製品群別に資

産のグルーピングを行っております。また、賃貸用資

産及び遊休資産については、個々の物件をグルーピン

グの最小単位としております。

その結果、遊休資産については、帳簿価額に比し著

しく下落していることから帳簿価額を回収可能価額ま

で減額し、当該減少額を減損損失（491百万円、うち

建物２百万円、土地488百万円）として特別損失に計

上しております。

なお、当該資産グループの回収可能価額は、不動産

鑑定評価による評価額及び売却予定額をもとに正味売

却可能価額により算定しております。

※７　商品等廃棄損は、主として当社の品質基準を満たさ

ない商品等の廃棄に関する費用であります。

※７　　　　　　―――――――――――
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（リース取引関係）

前事業年度
（自　平成16年３月１日
至　平成17年２月28日）

当事業年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28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

取得価額相
当額
（百万円）

減価償却累
計額相当額
（百万円）

期末残高相
当額
（百万円）

機械及び装置 933 544 388

車両運搬具 446 161 284

工具、器具及び
備品

333 158 175

その他 38 21 17

合計 1,751 886 865

取得価額相
当額
（百万円）

減価償却累
計額相当額
（百万円）

期末残高相
当額
（百万円）

機械及び装置 931 466 464

車両運搬具 518 243 274

工具、器具及び
備品

283 131 152

その他 45 23 22

合計 1,778 864 913

(2）未経過リース料期末残高相当額 (2）未経過リース料期末残高相当額

１年内 273百万円

１年超 566

合計 840

１年内 267百万円

１年超 581

合計 848

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額 (3）支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

支払リース料 371百万円

減価償却費相当額 314

支払利息相当額 16

支払リース料 384百万円

減価償却費相当額 326

支払利息相当額 14

(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

同左

(5）利息相当額の算定方法

　リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差

額を利息相当額とし、各期への配分方法については、

利息法によっております。

(5）利息相当額の算定方法

同左

２．オペレーティング・リース取引

未経過リース料

２．オペレーティング・リース取引

未経過リース料

１年内 74百万円

１年超 25

合計 100

１年内 29百万円

１年超 4

合計 33
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（有価証券関係）

　子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの

前事業年度（平成17年２月28日） 当事業年度（平成18年２月28日）

貸借対照表
計上額
（百万円）

時価
（百万円）

差額
（百万円）

貸借対照表
計上額
（百万円）

時価
（百万円）

差額
（百万円）

子会社株式 728 6,415 5,686 728 11,895 11,166

合計 728 6,415 5,686 728 11,895 11,166

－ 59 －



（税効果会計関係）

前事業年度
（平成17年２月28日）

当事業年度
（平成18年２月28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

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（流動）

未払事業税 52百万円

貸倒引当金 19

その他 142

　計 213

繰延税金負債（流動）

その他 △2百万円

　計 △2

合　計 211

繰延税金資産（固定）

貸倒引当金 247百万円

退職給付引当金 214

役員退職慰労引当金 93

その他 72

　計 627

繰延税金負債（固定）

その他有価証券評価差額金 △870百万円

その他 △144

　計 △1,015

合　計 △387

繰延税金資産（負債）の純額 △176

繰延税金資産（流動）

未払事業税 62百万円

貸倒引当金 27

その他 139

合　計 229

繰延税金資産（固定）

貸倒引当金 256百万円

退職給付引当金 237

減損損失 194

役員退職慰労引当金 108

その他 65

小　計 862

評価性引当額 △166

　計 696

繰延税金負債（固定）

その他有価証券評価差額金 △1,050百万円

その他 △141

　計 △1,192

合　計 △495

繰延税金資産（負債）の純額 △266

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

との重要な差異の原因となった主要な項目別の内訳
 

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

との重要な差異の原因となった主要な項目別の内訳
 

　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

の差異が、法定実効税率の100分の5以下であるため、記

載を省略しております。

　

 法定実効税率 39.7 ％ 

 （調整）   

交際費等永久に損金に算入され

ない項目
1.2  

受取配当金等永久に益金に算入

されない項目
△1.9  

住民税均等割等 1.4  

評価性引当額 6.9  

その他 △0.7  

税効果会計適用後の法人税等の

負担率
46.6  
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（１株当たり情報）

前事業年度
（自　平成16年３月１日
至　平成17年２月28日）

当事業年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

１株当たり純資産額 1,136.33円

１株当たり当期純利益金額 52.74円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、

潜在株式がないため記載しておりません。

１株当たり純資産額 1,171.84円

１株当たり当期純利益金額 44.05円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、

潜在株式がないため記載しておりません。

（注）１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりです。

前事業年度
(自　平成16年３月１日
至　平成17年２月28日)

当事業年度
(自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日)

当期純利益（百万円） 1,547 1,291

普通株主に帰属しない金額（百万円） 30 25

（うち利益処分による役員賞与金

（百万円））
(30) (25)

普通株式に係る当期純利益（百万円） 1,517 1,266

普通株式の期中平均株式数（千株） 28,768 28,754
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６．役員の異動

下記のとおり役員の異動が内定しましたので、お知らせします。（平成18年５月26日付予定）

１．代表者の異動

(１)　新任代表取締役候補　なし。

(２)　退任予定代表取締役　なし。

(３)　代表者の役職および業務担当の異動　なし。

２．その他の役員の異動

(１)　新任取締役候補　なし。

(２)　退任予定取締役

氏名 ＜現＞ 備考

小見山　岳 取締役相談役  

川島　一訓
取締役

海外生産工場担当（中国関連）
５月26日付で執行役員に就任予定

土屋　昌樹
取締役

御殿場高原ビール㈱代表取締役社長
 

福西　毅
取締役

生産本部長兼環境関連担当
５月26日付で執行役員に就任予定 

大島　辰也

取締役

営業副本部長兼東日本地区営業統括

兼東京支社長

５月26日付で執行役員に就任予定

田中　義和
取締役

食肉事業本部長兼物流センター担当
５月26日付で執行役員に就任予定

曽根　正明
取締役

開発本部長兼開発部長 
５月26日付で執行役員に就任予定

堀内　朗久
取締役

中京地区営業統括兼名古屋支社長
５月26日付で執行役員に就任予定

白方　順
取締役

管理本部長
５月26日付で執行役員に就任予定

内田　守彦
取締役

東海地区営業統括兼沼津支社長
５月26日付で執行役員に就任予定

 同日付で小見山　岳については相談役、土屋　昌樹については御殿場高原ビール㈱代表取締役社長を委嘱予定。
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(３)　取締役の役職および業務担当の異動

氏名 ＜新＞ ＜現＞

橋本　秀雄

専務取締役　（管掌　経営企画室・食　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　肉事業本部・

管理本部）

専務執行役員経営企画室長

専務取締役

経営企画室長兼社内インフラ構築プロジェ

クト担当兼危機管理担当

齊藤　修

専務取締役　（管掌　生産本部・開発本

部・品質保証室・商品管理室）

専務執行役員

専務取締役

生産・開発部門担当

石森　英生

専務取締役　（管掌　フードサービス事業

本部・加工品事業本部）

専務執行役員フードサービス事業本部長兼

加工品事業本部長

常務取締役

フードサービス事業本部長兼加工品事業本

部長

中西　安廣

常務取締役　（管掌　営業本部・物流セン

ター）

常務執行役員営業本部長

常務取締役

営業本部長

(４)　新任監査役候補

 　　　小林　高博　　監査役（非常勤）　　　主たる職業　麒麟麦酒㈱経営監査部長

(５)　退任予定監査役　　なし。
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３．新任執行役員候補

氏名 ＜新＞ ＜現＞

橋本　秀雄

専務取締役　（管掌　経営企画室・食肉事

業本部・管理本部）

専務執行役員経営企画室長

専務取締役

経営企画室長兼社内インフラ構築プロジェ

クト担当兼危機管理担当

齊藤　修

専務取締役　（管掌　生産本部・開発本

部・品質保証室・商品管理室）

専務執行役員

専務取締役

生産・開発部門担当

石森　英生

専務取締役　（管掌　フードサービス事業

本部・加工品事業本部）

専務執行役員フードサービス事業本部長兼

加工品事業本部長

常務取締役

フードサービス事業本部長兼加工品事業本

部長

中西　安廣

常務取締役　（管掌　営業本部・物流セン

ター）

常務執行役員営業本部長

常務取締役

営業本部長

川島　一訓
執行役員

中国事業統括

取締役

海外生産工場担当（中国関連）

福西　毅
執行役員

生産本部長

取締役

生産本部長兼環境関連担当

大島　辰也

執行役員

営業副本部長兼東日本地区営業統括兼東京

支社長

取締役

営業副本部長兼東日本地区営業統括兼東京

支社長

田中　義和
執行役員

食肉事業本部長

取締役

食肉事業本部長兼物流センター担当

曽根　正明
執行役員

開発本部長兼開発部長

取締役

開発本部長兼開発部長

堀内　朗久
執行役員

中京地区営業統括兼名古屋支社長

取締役

中京地区営業統括兼名古屋支社長

白方　順
執行役員

管理本部長

取締役

管理本部長

内田　守彦
執行役員

東海地区営業統括兼沼津支社長

取締役

東海地区営業統括兼沼津支社長

 成田　満
執行役員

食肉事業本部副本部長兼国内食肉事業部長 
食肉事業本部副本部長兼国内食肉事業部長 

 諸伏　達美

執行役員

フードサービス事業本部副本部長兼フード

サービス営業第一部長 

フードサービス営業第一部長  

 松尾　映二
執行役員

管理本部副本部長 
管理本部副本部長 

以上
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