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１．平成18年3月期の連結業績（平成17年4月1日～平成18年3月31日）

(1）連結経営成績 （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3月期 47,059 (0.8) 1,462 (△30.0) 1,575 (△31.1)

17年3月期 46,678 (△0.6) 2,089 (△7.2) 2,286 (4.2)

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3月期 379 (△69.3) 30 29 － － 2.1 5.7 3.3

17年3月期 1,238 (12.0) 117 46 － － 6.8 7.6 4.9

（注）①持分法投資損益 18年3月期 －百万円 17年3月期 －百万円

　　　②期中平均株式数（連結） 18年3月期           12,124,449株 17年3月期 10,325,600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、対前期増減率であります。

(2）連結財政状態 （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3月期 27,807 18,132 65.2 1,516 59

17年3月期 30,531 18,457 60.5 1,798 10

（注）期末発行済株式数（連結） 18年3月期          11,948,140株 17年3月期 10,251,000株

(3）連結キャッシュ・フローの状況 （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。

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

18年3月期 987 △571 △433 4,946

17年3月期 3,122 △2,679 △1,449 4,928

(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 4社 持分法適用非連結子会社数 -社 持分法適用関連会社数 -社

(5）連結範囲及び持分法の適用の異動状況  

連結（新規） 1社 （除外） 1社 持分法（新規） -社 （除外） -社

２．平成19年3月期の連結業績予想（平成18年4月1日～平成19年3月31日）  

売上高 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

中間期 22,562 1,138 569

通　期 43,566 1,246 573

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　　48円 03銭

※　上記に記載した予想数値は、発表日現在において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11ページを参照して下さい。



１．企業集団の状況
　当社グループ（当社及び関係会社）は、当社（エバラ食品工業株式会社）及び連結子会社４社によって構成されてお

り、食品事業及びその他事業を主な業務としております。

　なお、次の二部門は（セグメント情報）に掲げる事業の種類別セグメント情報の区分と同一であります。

(1）食品事業

　当社が製造販売している主要な製品は、家庭用商品では肉まわり調味料、鍋物調味料、野菜まわり調味料、その他に

区分され、業務用商品では肉まわり調味料、スープ、冷凍食品、その他に区分されております。また荏原食品（上海）

有限公司はスープを中心とした食品の製造販売を行っております。

(2）その他事業

　自動車運送取扱事業及び倉庫管理事業を子会社、株式会社エバラ物流において、広告宣伝事業を子会社、株式会社横

浜エージェンシーにおいて、また人材派遣事業を株式会社サンリバティー横浜において行っております。

［事業系統図］

　以上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。

製品 広告・企画

（食品事業） （その他事業） 人材派遣

物流サービス

広告・企画

人材派遣

㈱ｻﾝﾘﾊﾞﾃｨｰ横浜
（人材派遣事業）

得意先

㈱エバラ物流
(自動車運送取扱事
業・倉庫管理事業)

㈱横浜ｴｰｼﾞｪﾝｼｰ
（広告宣伝事業）

エバラ食品工業㈱
（食品製造販売）

物流サービス

荏原食品(上
海)有限公司
(食品製造販

売)
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２．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

　当社グループは、「独創・挑戦の精神を重んじ、お客様に愛され、信頼される商品・サービスを提供し、豊かで人に

優しい社会の実現に貢献してまいります」という経営理念のもと、以下の５つの企業行動指針を掲げております。

 顧客満足を最優先

　価値ある商品、心の通ったサービスを通じてお客様の信頼、満足を最優先に考えて行動します。

 信頼される企業行動

　品質の「安全・安心」、コンプライアンスを通して、社会に信頼され、貢献できる企業となることを目指します。

 新たなる創造と挑戦

　新たなる商品、サービスを通して、企業価値の創造に挑戦してまいります。

 環境への取組み

　低負荷型社会、循環型社会の実現に貢献すべく、低公害、リサイクルを推進し環境対策に取り組みます。

 さらなる成長を目指す

　時代の変化に対応し、永遠なる成長をはかり、フェアー、タイムリーなディスクロージャーにより、株主、投資家、

社員の期待に応えてまります。

  また、食品業界は今、消費者の食品に対する安全・安心意識が、より一層高まりを見せる中、その期待に応えるため

の取組みや改善を強く求められております。さらに、コーポレートガバナンス、企業倫理の確立などといった体制整備

についても、各企業は大きな責務を負っております。

  それらの要請に応え、また企業の負うべき責務を果たしていくためにも、当社グループでは、企業価値を高めていく

取組みが不可欠と考え、平成19年３月期の経営の基本方針を「社会的責任の遂行による企業価値の向上」とし、以下の

５項目を重点的な目標として取組み、株主様、お取引先様、消費者、従業員等の当社を取り巻く方々の期待に応えてま

いりたいと考えております。 

①　内部統制の推進

②　リスクマネジメントの強化

 　③　グループ経営の推進

④　新規事業の育成と強化

⑤　環境に対する具体的な取組み

(2）会社の利益配分に関する基本方針

　当社グループの利益配分に関する基本方針は、将来の事業展開と経営体質の強化のために、必要な内部留保を確保し

つつ、業績連動を加味しながら、出来る限り安定的な配当を継続し、株主の皆様のご期待に沿ってまいりたいと考えて

おります。

　内部留保資金につきましては、今後予想される様々な経営環境の変化に対応し、さらなる成長を目指すために、事業

分野の拡大や研究・開発体制の強化、生産設備の拡充という、当社グループ成長のための事業展開を図るために有効投

資してまいりたいと考えております。

(3）投資単位の引き下げに関する基本方針

　株式の投資単位の引き下げは、個人投資家の株式市場への参加を促進し、株式の流動性を高めるために非常に有効な

手段であると考えております。特に当社は一般消費者向け製品を製造・販売しておりますので、個人投資家向けのア

ピールは非常にメリットをもたらすことと認識しております。

　当社といたしましては、今後IR活動等を通じ、当社の事業戦略などの説明を十分尽くしながら、当社株式の株価の推

移や株式市場の動向などを勘案した上、前向きに検討してまいりたいと考えております。

(4）目標とする経営指標

　当社グループは、投下資本に対するリターンの最大化を図ることにより、株主にとって魅力ある企業経営を行うため、

株主資本利益率（ROE）の経営指標を重視し、ROE９％を中期的な目標としております。厳しい経営環境の中、早期の達

成は困難な状況にありますが、目標達成に向けて、不断の経営努力を続けてまいります。

(5）中長期的な会社の経営戦略

  当社グループでは、現在、平成20年３月期を最終期とする中期３ヶ年経営計画にもとづき、事業運営を行っておりま

す。初年度である当連結会計年度におきましては、業務用商品のうち、業績伸長に懸念があった冷凍食品事業子会社の

株式譲渡を行い、「選択と集中」策を実行しました。２年目にあたる次期は、当社グループの強みをもっとも発揮でき
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る「たれ本業回帰宣言」を行い、業績の向上に向けて経営資源を集中してまいります。 

  これまで当社グループでは「家庭用商品市場での強みを活かして、業務用商品市場に参入する」という方針のもと、

食品事業を家庭用商品、業務用商品に区分して戦略策定を行ってまいりましたが、今回「たれ本業回帰宣言」を反映し

て、より明確に経営資源の集中を図るため、家庭用、業務用を問わず、当社グループの強みを活かす『たれ及びたれ関

連事業』と、それ以外の『食品事業』に区分して戦略策定を行ってまいります。 

 『たれ及びたれ関連事業』の市場規模は、周辺調味料市場を含めた場合、およそ2,600億円と推定され、当社グループ

の成長余地はまだまだ十分にあり、かつて当社グループが経験したことがない程、事業環境が厳しくなっている今こそ、

この事業分野を再び成長軌道に乗せることが急務であると考えております。 

  この本業回帰により『たれ及びたれ関連事業』の強みに特化し、基盤を磐石とした（ステップ１）うえで、『食品事

業』（ステップ２）、また海外事業などを含む新規事業（ステップ３）に挑戦してまいりたいと考えております。 

 『たれ及びたれ関連事業』に対する戦略方針は以下のとおりであります。 

 ① 成長対応　経営資源の集中により、一層のシェアの引き上げに注力します。

 ② 成熟対応　成熟化した商品については、商品価値の維持・コスト削減を視野に入れます。

  たれ関連以外の『食品事業』につきましては斬新な商品提案を行いながら、他社シェアの奪取を目指します。

  海外事業につきましては、現在、中国上海において業務用市場に対する液体がらスープの販売事業を開始しておりま

すが、当社グループの強みを活かせる商品アイテムについても生産・供給できる体制を視野に入れて事業開拓に努めて

まいります。

  以上、コア事業に経営資源を集中することで、経営目標の達成、収益の確保を図るべく、経営陣、グループ全社員一

同、不退転の覚悟をもって、収益の拡大、企業の成長に向け努力してまいります。

(6）会社の対処すべき課題

　今後の見通しといたしましては、原油価格の高騰、為替相場、株式市場の急激な変動等はあるものの、世界景気の回

復による日本経済の景気回復基調の中、企業各社の収益の改善を背景に、景気はさらなる回復過程を辿るものと予想さ

れますが、食品業界における当社を取り巻く環境は、引き続き厳しい状況が続くものと予想されます。

　このような状況下、当社グループにおいて、平成20年3月期、当社第50期を最終年度とする、新中期3ヵ年経営計画の

初年度が過ぎました。

　２年目を迎える来期におきましても、株主様、お得意様、消費者の皆様や従業員をステークホルダーと常に考え、コ

ンプライアンス経営、企業の社会的責任を果たすための体制を構築してまいります。また、内部統制のシステム構築に

も大いに力を入れ、企業の持続的な発展を目指し、企業価値の向上を目指してまいります。

  また、外的リスクファクターとして長期化している米国産牛肉の輸入制限措置問題、天候不順等の気象変動要因を引

続き勘案し、原油価格の高騰による原材料コストアップに対応してまいります。また競合他社がひしめく中、当社はコ

アビジネスである、たれ及びたれ関連事業の基盤のさらなる強化と、新規事業へ挑戦し、さらに利益を生む事業構造へ

の変革を目指してまいります。

　なお、経営の意思決定、伝達の迅速化をはかり、そして経営目標の達成、収益の確保を図るべく、経営陣、全社員が

一丸となり、株主の皆様のご期待にお応えできるように努力してまいる所存でございますので、より一層のご支援を賜

りますようお願い申しあげます。

(7）内部管理体制の整備・運用状況

　従来、記載しておりました「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」につきま

しては、本年６月初旬頃に株式会社ジャスダック証券取引所のホームページに掲載される予定であります。

(8）親会社等に関する事項

　当社（エバラ食品工業株式会社）は親会社等を有していないため、当項目に記載すべき事項はありません。

(9）その他、会社の経営上の重要な事項

　平成18年3月31日付で株式会社日本冷食の株式を本社所在地札幌市厚別区厚別東サンマルコ食品株式会社に譲渡する

ことによる経営権委譲をいたしました。　

（譲渡の理由） 

　当社では食品事業の将来的発展を見据え、昭和56年10月に冷凍食品の製造販売を行う株式会社日本冷食の株式を取得

し、事業を展開してまいりましたが冷凍食品業界、特にＯＥＭ生産事業を取り巻く環境は、低コスト海外製品との競

合・市場の縮小等、株式会社日本冷食におきましては、受注減、固定費の増加といった要因により、財務体質の変革を

遂行することができませんでした。 

　当社はグループ経営の視点より、製品開発及び営業の両面を中心に積極的な支援を行ってまいりましたが、今後、冷

凍食品事業を継続・発展させるためのコストは、前述のような事業環境を勘案すれば、増大せざるを得ない見込みとな
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りました。 

　そこで当社では、これ以上の経営資源の分散を避け、冷凍食品事業継続・発展に必要なコストを、既存事業の収益拡

大、またより有望な事業展開へ振り向けていくことこそが、当社グループの中長期的な発展及び企業価値の向上に資す

る選択であるとの結論に至ったものであります。 

　加えて、売却先であるサンマルコ食品株式会社は、地元企業として、冷凍食品の製品開発力及び営業力を兼ね備え、

経営基盤も強固な企業であることから、株式会社日本冷食の将来に向けた発展、そして従業員の雇用確保と安定につな

がるものと判断しました。 
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３．経営成績及び財政状態
(1）経営成績

　当連結会計年度におけるわが国経済は、原油価格の高騰や米国などの海外経済の不透明感は残しつつも、企業収益は

改善されてきており、堅調な国内における生産と輸出、そして活発なる設備投資、勤労者の所得環境の改善、雇用情勢

についての改善が見受けられるなか、個人消費動向が上向きつつありました。また、国内民間需要が着実に盛り上がる

中、景気はデフレを脱却し回復基調にありました。

　このような中で、当社グループでは、その他事業が増収となったものの、食品事業は、野菜の高騰、米国産牛肉に対

する再度の輸入制限措置の実施、原油価格高騰に伴う原材料への価格転嫁などネガティブな外的要因の環境の影響を受

け、わずかに前期を上回ったものの、当社グループにおける売上高は470億59百万円（前期比0.8%増）の結果となりま

した。

　利益面では売上原価が上昇を来たし、変動費である拡販費の効率的運用、固定費である宣伝費の効果的運用により、

販売費の削減に努めてまいりましたが、営業利益においては14億62百万円（前期比30%減）の結果となりました。経常

利益においては、15億75百万円（前期比31.1%減）、当期純利益については特別損失として減損損失4億27百万円、当社

グループ企業である株式会社日本冷食の株式を売却したことによる売却損１億７百万円を計上したこと等により、３

億79百万円（前期比69.3%減）の結果となりました。

　事業活動以外では、コンプライアンス経営を推し進め、基本方針として「新しい事業価値の創造」「社会的責任を果

たすマネジメント体制の構築」をうたい、企業価値向上に取り組んでまいりました。

　また、事業におけるセグメントの概況は、以下のとおりであります。

（食品事業）

　食品事業におきましては、ますます顕著となった嗜好の多様化、価格競争を軸とする競合環境の激化、業務用商品の

市場である外食業界の停滞など、厳しい市場環境が続いております。このような環境下、当社グループでは、歩留り率

の向上等コスト管理を徹底するとともに、ブランド力の更なる向上のため、エリアマーケット戦略を徹底させ、戦略商

品を投入致しました。調味料の持つ汎用性や環境の変化に対応したメニュー提案等よる販売促進活動を徹底するととも

に、新規販路及び新規分野開拓の戦略商品を投入いたしました。

　これらの結果、食品事業の売上高は431億91百万円（前年比0.7％増）となり、わずかながら増収となりました。

　食品事業における商品群分類別の業績は、次のとおりであります。

①家庭用商品 

（１）『肉まわり調味料群』につきましては、前期、健闘した「生姜焼のたれ」などの調味料群が多少伸び悩み、前

期実績を下回りましたが、主力商品である「焼肉のたれ」、「黄金の味」などが、厳しい市場環境下にもかか

わらず、トップブランドとして堅調な推移を見せました。その結果、売上高165億52百万円（前期比0.7％増）

と前期実績を維持いたしました。

（２）『鍋物調味料群』につきましては、今冬の天候が比較的安定していたことに加え、年間商材の地位を確立して

いる主力の「すき焼のたれ」が通期にわたり堅調な売上高実績を残したこと、また、平成17年８月に投入した

パウチタイプの新商品が売上に寄与いたしました。その結果、売上高82億50百万円（前期比3.1%増）と前期実

績を上回りました。

（３）『野菜まわり調味料群』につきましては、平成17年２月に、新たな市場開拓の期待を持って投入したノンオイ

ルゼリードレッシング「きれいサラダ」３アイテムの市場定着が進まず、当初想定した計画値に届くことはで

きませんでした。しかし、前期、天候不順に起因する青果小売価格の高騰の影響を受け低迷した「浅漬けの素」

の売上高は回復いたしました。その結果、売上高41億36百万円（前期比1.8%増）と前期実績を上回りました。

（４）『その他群』につきましては、前期以降、新規分野開拓の戦略商品として市場投入したゼリー飲料「Sweeta」、

「彩々豆スープ」につきましては、地道な販売活動の継続により、当初想定した目標値には至ることはできま

せんでしたが売上高に寄与いたしました。また、既存の「横濱舶来亭（カレーフレーク）」、「こんにゃくと

海藻のサラダ」につきましても比較的堅調に推移しました。その結果、売上高10億38百万円（前期比2.2%増）

と前期実績を上回りました。

②業務用商品 

（１）『肉まわり調味料群』につきましては、ニーズが高まりつつある量販店向けの業務用商品の売上高が、停滞す

る外食店向け需要を補うかたちで好調に推移し、売上高27億24百万円（前期比0.9%増）と前期実績を維持いた

しました。

（２）『スープ群』におきましては、前期末に群馬工場に対する設備投資を行い、当社グループとしても、大きな伸

長を期待しておりましたが、外食業界停滞の影響もあり、厳しい競合環境にさらされました。その結果、売上

高37億55百万円（前期比2.7%減）と前期実績を下回る結果となりました。

（３）『冷凍食品群』は、冷凍食品業界の厳しい環境のなか、売上高43億３百万円（前期比1.0%減）という結果にな

りました。
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（４）『その他群』につきましては、地道な営業活動を継続しておりますが、受注生産品が振るわず、売上高24億29

百万円（前期比2.4%減）と前期実績を下回る結果となりました。

（その他事業）

  その他事業では、物流事業が新規顧客の開拓、業務の効率化などに積極的に取組み、業容を拡大しました。広告宣伝

事業におきましては、広告媒体の多様化、既存媒体に対する費用投下の見直しなど、市場の大きな転換期に差し掛かっ

ているなか、引き続き、新規スポンサー開拓、既存スポンサーへの営業強化に努めました。その結果、売上高は前期を

下回りましたが、費用の削減により経常利益につきましては前期実績を上回りました。人材派遣事業におきましては、

平成17年４月に大阪事務所を設立し、新規顧客の開拓に取組むことで業績の向上に努めました。

　なお、人材派遣事業におきましては、当連結会計年度より、通期売上高を計上しております。 

　それらの結果、その他事業の売上高は、38億67百万円（前期比2.7%増）と前期実績を上回りました。

　また、当連結会計年度における事業の種類別セグメントの業績は次のとおりです。

　食品事業　　売上高431億91百万円（前期比0.7％増）、営業利益17億17百万円（前期比31.6％減）

　その他事業　売上高38億67百万円（前期比2.7％増）、営業利益1億48百万円（前期比155.1％増）

(2）財政状態

①　キャッシュ・フローの状況

　当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、保有有価証券の売却等に

より、前連結会計年度末に比べ17百万円増加し、当連結会計年度末には49億46百万円となりました。

　当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動の結果、得た資金は、9億87万円（前期比21億35百万円収入減）となりました。これは主に税金等調整前

当期純利益9億48百万円によるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果、使用した資金は、5億71百万円（前期比21億8百万円支出減）となりました。これは主に工場設備

への追加投資を行ったことによるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果、使用した資金は、4億33百万円（前期比10億16百万円支出減）となりました。これは主に自己株

式の取得5億70百万円及び配当金の支払い2億76百万円によるものであります。

前連結会計年度末

（平成17年３月31日現在）

当連結会計年度末

（平成18年３月31日現在）

Ⅰ営業活動によるキャッシュ・フロー Ⅰ営業活動によるキャッシュ・フロー

31億22百万円 9億87百万円

Ⅱ投資活動によるキャッシュ・フロー Ⅱ投資活動によるキャッシュ・フロー

△26億79百万円 △5億71百万円

Ⅲ財務活動によるキャッシュ・フロー Ⅲ財務活動によるキャッシュ・フロー

△14億49百万円 △4億33百万円

Ⅳ現金及び現金同等物の期末残高 Ⅳ現金及び現金同等物の期末残高

49億28百万円 49億46百万円
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 ②　キャッシュ・フローの指標トレンド

 平成17年3月期 平成18年3月期

自己資本比率（％） 60.5 65.2

時価ベースの自己資本比率（％） 51.1 68.7

債務償還年数（年） 0.2 0.3

インタレスト・カバレッジ・レシオ 214.0 133.9

　（注）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

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

※ 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。

※ 株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数により算出しております。

※ キャッシュ・フローは営業キャッシュ・フローを使用しております。有利子負債は貸借対照表に記載されている負

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。
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 (3）事業等のリスク

　1.「肉まわり調味料群」への依存について

  当社は「焼肉のたれ」などの調味料製造を中心とする事業を営んでおります。当社グループは、当社及び連結子会社

４社によって構成されており、食品事業及びその他事業を主な業務としております。食品事業において、当社が製造販

売している主な商品は、家庭用商品では「肉まわり調味料群」、「鍋物調味料群」、「野菜まわり調味料群」、「その

他群」に区分され、業務用商品では「肉まわり調味料群」、「スープ群」、「冷凍食品群」、「その他群」に区分して

おります。

  当社の連結売上高のうち、「肉まわり調味料群」の売上高は、平成17年3月期においては41.0％、同じく平成18年3月

期においても41.0％を占めております。そのため、他社による類似商品及び低価格商品の販売が、当社及び当社グルー

プの経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

前連結会計年度
自平成16年４月１日
至平成17年３月31日

当連結会計年度
自平成17年４月１日
至平成18年３月31日

金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 構成比（％）

食品事業 42,911,622 91.9 43,191,754 91.8

家庭用商品

肉まわり調味料群 16,434,240 35.2 16,552,684 35.2

鍋物調味料群 7,998,368 17.1 8,250,071 17.5

野菜まわり調味料群 4,062,516 8.7 4,136,020 8.8

その他群 1,016,165 2.2 1,038,526 2.2

業務用商品

肉まわり調味料群 2,701,900 5.8 2,724,953 5.8

スープ群 3,861,709 8.3 3,755,883 8.0

冷凍食品群 4,346,218 9.3 4,303,642 9.1

その他群 2,490,504 5.3 2,429,972 5.2

その他事業 3,766,979 8.1 3,867,625 8.2

合計 46,678,602 100.0 47,059,379 100.0

（注）　上記金額には消費税等は含まれておりません。

 また、「焼肉のたれ」をはじめとする「肉まわり調味料群」は、牛肉をはじめとする食肉の消費動向に大きく影響を

受ける傾向があると当社では考えております。特に、平成15年12月に米国において発生が確認された牛海綿状脳症（狂

牛病、以下「BSE」）に伴う米国産牛肉等の輸入禁止措置、さらに引き続き、アジア地域、日本、米国などで発生した

鳥インフルエンザにより、消費者の食肉に対する不安感が、牛肉をはじめとする食肉消費量の減少を招き、当社業績に

少なからぬ影響を及ぼしました。今後、BSE並びに鳥インフルエンザの再発、それらに起因する何らかの制限措置等の

事象が発生した場合、当社及び当社グループの業績に影響を与える可能性があります。
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回次 第44期 第45期 第46期 第47期 第48期

決算年月 平成14年３月期 平成15年３月期 平成16年３月期 平成17年３月期 平成18年３月期

連結指標

売上高（千円） 47,341,110 48,151,515 46,972,233 46,678,602 47,059,379

営業利益（千円） 1,331,649 2,272,439 2,252,214 2,089,130 1,462,868

提出会社の経営指標

売上高（千円） 39,146,643 40,385,756 39,222,002 38,575,093 38,899,878

営業利益（千円） 1,160,614 2,041,842 1,964,679 1,842,229 1,188,470

（注）　上記金額には消費税等は含まれておりません。

  我が国政府は、平成15年12月24日に米国におけるBSEの発生の疑いをうけて、我が国へのBSEの侵入防止に万全を期す

ため、米国からの牛及びめん羊・山羊並びにそれら動物由来の肉製品等（肉及び臓器並びにそれらを原料とした加工品

等）の輸入停止措置を講じました。米国におけるBSEの発生が確認された平成15年12月26日以降も、引き続き、当該措

置は継続されましたが、平成17年12月12日の政府決定を受け、一旦、解除されました。ところが輸入再開後、米国産輸

入牛肉に特定危険部位が混入していたことを理由として、平成18年１月20日に再び制限措置が講じられ、平成18年４

月30日現在、未だ解除には至っておりません。長期にわたる輸入制限措置により、牛肉消費の減退傾向は続いておりま

すが、当社では、肉まわり調味料以外の鍋物・野菜まわり調味料群等の販売強化、また肉まわり調味料においても、メ

ニュー提案等汎用性の訴求、また幅広いアイテムの開発を中心とした商品・販売戦略等を採用することにより、当社及

び当社グループの業績に与える影響を最小限にとどめるべく、継続的に努力いたしております。

　2.広告宣伝活動にかかる費用投下について

  当社では、当社商品の認知度を高めるため、かつ商品の販売促進を図るための手段として、広告宣伝活動を重要視し

ており、今日の当社ブランドの確立及び業績の伸長におきまして、大きな役割を果たしてきたと考えております。今後

も費用対効果、またメディアの多様化に伴う広告手法の見直し等も勘案しながら、多面的な広告宣伝活動を行い、業績

の伸長を図る計画ではありますが、広告宣伝の効果が計画通り得られない場合には、当社及び当社グループの業績に影

響を及ぼす可能性があります。

回次 第44期 第45期 第46期 第47期 第48期

決算年月 平成14年3月期 平成15年3月期 平成16年3月期 平成17年3月期 平成18年3月期

連結指標

売上高（千円） 47,341,110 48,151,515 46,972,233 46,678,602 47,059,379

宣伝費（千円） 4,180,560 3,896,096 3,389,353 3,339,462 3,054,017

宣伝費比率（％） 8.8 8.1 7.2 7.2 6.5

提出会社の経営指標

売上高（千円） 39,146,643 40,385,756 39,222,002 38,575,093 38,899,878

宣伝費（千円） 4,547,892 4,295,626 3,727,413 3,745,906 3,516,373

宣伝費比率（％） 11.6 10.6 9.5 9.5 9.0

 （注）　上記金額には消費税等は含まれておりません。

　3.気象変動の影響について

  当社商品の販売業績は、気象変動の影響を受ける傾向があると当社では考えております。春先から夏場にかけての天

候不順・低温現象等は「焼肉のたれ」をはじめとする「肉まわり調味料群」の消費行動を鈍らせ、その販売実績に影響

を及ぼす傾向があり、また、これら気象変動に起因する青果価格の高騰は、「浅漬けの素」を中心とする「野菜まわり

調味料群」の販売実績に影響を及ぼす傾向があります。さらに、冬季における温暖化現象等は家庭における鍋物メニュー

の登場回数の減少を引き起こし、「鍋物調味料群」の販売実績に影響を与える傾向があります。当社におきましては、
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これら気象変動が業績に与える影響を最小限にとどめるために、外部調査機関による気象予測データ等をもとに、品群

別の影響度を予測し、機動的な品群別販売戦略の策定を可能とする生販体制の整備に努めておりますが、突発的もしく

は予測を大きく超える気象変動が生じた場合、当社及び当社グループの業績に影響を与える可能性があります。

　4.食品の安全性について

  近年、食品業界におきましては、野菜の残留農薬問題、無認可添加物の使用問題が発生しております。当社では、各

原材料メーカーから、「食品衛生法」、「農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律（通称、JAS法）」、

「不当景品類及び不当表示防止法（通称、景品表示法）」等の関連諸法規に違反しないことを保証する書面を受領する

等、品質管理については万全な体制で臨んでおりますが、今後も当社固有の品質問題のみならず、食品全般に係わる一

般的な品質問題等が発生した場合、当社及び当社グループの業績に影響を与える可能性があります。 

　5.法的規制について

  当社は「焼肉のたれ」を中心とする調味料製造販売を主力業務としているため、「食品衛生法」、「製造物責任法」、

「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律（通称、容器包装リサイクル法）」による規制を受けて

おります。食品衛生法におきましては、食品・食品添加物の規格基準（表示・使用基準）の中で、食品一般の成分規格、

食品一般の製造・加工および調理基準、食品一般の保存基準が定められており、また、容器包装の原材料の一般規格、

材質別規格、用途別規格、製造基準が定められております。さらに、食品製造の営業許可、製造工場の届出が必要と

なっております。  

  製造物責任法におきましては、消費者保護の観点より、製造物の欠陥による被害者保護が定められております。

  容器包装リサイクル法におきましては、容器包装廃棄物の分別収集および再商品化の促進を目的に、回収および再商

品化ルートの選択、経費の負担を定めております。  

(4）次期の見通し

　次期におきましても、引き続き、食品業界及び当社グループを取り巻く環境は非常に厳しい状態に置かれることを予

想しております。特に、当期においては、業績に対する影響を最小限に留めていた原油高騰等に伴う原材料価格の上昇

も次期には一定の上昇を見込まざるを得ないこと、また、厳しさを増す競合環境を勘案した中で、拡販費等の販売費及

び一般管理費においても増加を見込まざるを得ないこと等の状況にあります。従いまして、平成19年３月期連結業績予

想は、売上高435億66百万円（当期、株式会社日本冷食の全株式を譲渡したことにより、次期連結売上高予想には冷凍

食品事業売上高を含めておりません。）、経常利益12億46百万円、当期純利益５億73百万円と非常に厳しいものとなっ

ております。

　当社グループでは、このように一見停滞にも見える厳しい状況を、飛躍のための蓄積期間と位置付け、今回、中期的

な経営戦略を見直し、当社の強みである『たれ及びたれ関連事業』へ経営資源を集中的に投下し、再度成長軌道に乗せ

る所存であります。短期的にこのような停滞期を脱却すべく、グループ全社一丸となり努力してまいりますので、ご理

解の程、何卒よろしくお願い致します。　
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４．時価発行公募増資等に係る資金使途計画及び資金充当実績

 平成15年11月13日のジャスダック上場に際し、公募増資により調達いたしました資金14億72百万円のうち、前事業年

度までに自社３工場などへの設備投資に14億57百万円を、また、当連結会計年度におきまして、栃木工場への設備投資

に59百万円を充当いたしました。
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５．連結財務諸表等
(1）連結貸借対照表

前連結会計年度
（平成17年３月31日）

当連結会計年度
（平成18年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（資産の部）  

Ⅰ　流動資産  

１．現金及び預金 ※１ 7,014,300 6,554,312  

２．受取手形及び売掛金  7,578,455 6,996,093  

３．有価証券 1,332,956 333,135  

４．たな卸資産 1,826,747 1,472,330  

５．繰延税金資産 302,696 277,438  

６．その他 583,231 965,236  

貸倒引当金 △32,078 △17,635  

流動資産合計 18,606,309 60.9 16,580,910 59.6 △2,025,399

Ⅱ　固定資産  

１．有形固定資産  

(1）建物及び構築物 ※１ 10,302,074 8,629,561  

減価償却累計額 6,698,504 3,603,569 5,606,285 3,023,276  

(2）機械装置及び運搬
具

4,963,545 4,497,744  

減価償却累計額 3,595,917 1,367,627 3,246,127 1,251,616  

(3）工具器具及び備品 1,240,206 1,242,797  

減価償却累計額 922,501 317,705 952,937 289,859  

(4）土地 ※１ 3,073,785 2,965,920  

(5）建設仮勘定 － 2,571  

有形固定資産合計 8,362,688 27.4 7,533,244 27.1 △829,444

２．無形固定資産  

(1）無形固定資産 539,472 491,958  

無形固定資産合計 539,472 1.8 491,958 1.8 △47,513

 

13



前連結会計年度
（平成17年３月31日）

当連結会計年度
（平成18年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

３．投資その他の資産  

(1）投資有価証券 1,131,693 1,624,545  

(2）長期貸付金 10,096 4,705  

(3）繰延税金資産 838,339 711,053  

(4）その他 1,139,668 946,223  

貸倒引当金 △96,397 △84,654  

投資その他の資産合
計

3,023,399 9.9 3,201,873 11.5 178,473

固定資産合計 11,925,560 39.1 11,227,076 40.4 △698,484

資産合計 30,531,870 100.0 27,807,987 100.0 △2,723,883
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前連結会計年度
（平成17年３月31日）

当連結会計年度
（平成18年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（負債の部）  

Ⅰ　流動負債  

１．支払手形及び買掛金 ※１ 5,987,161 5,051,813  

２．短期借入金  213,200 270,268  

３．１年以内に返済予定
の長期借入金

※１ 57,000 －  

４．未払金 1,412,474 1,036,022  

５．未払法人税等 912,605 67,466  

６．賞与引当金 157,996 214,370  

７．販売促進引当金 311,556 406,237  

８．その他 337,987 307,990  

流動負債合計 9,389,981 30.7 7,354,170 26.5 △2,035,811

Ⅱ　固定負債  

１．長期借入金 ※１ 228,000 －  

２．退職給付引当金 1,860,176 1,700,241  

３．役員退職慰労引当金 446,077 471,044  

４．預り保証金 150,160 149,619  

固定負債合計 2,684,414 8.8 2,320,905 8.3 △363,508

負債合計 12,074,396 39.5 9,675,076 34.8 △2,399,320

 

（資本の部）  

Ⅰ　資本金 ※３ 1,387,136 4.6 1,387,136 5.0 －

Ⅱ　資本剰余金 1,655,201 5.4 1,655,317 6.0 116

Ⅲ　利益剰余金 15,281,215 50.1 15,359,033 55.2 77,818

Ⅳ　その他有価証券評価差
額金

284,580 0.9 398,396 1.4 113,816

Ⅴ　為替換算調整勘定 －  35,422 0.1 35,422

Ⅵ　自己株式 ※４ △150,659 △0.5 △702,395 △2.5 △551,736

資本合計 18,457,473 60.5 18,132,911 65.2 △324,562

負債、少数株主持分及
び資本合計

30,531,870 100.0 27,807,987 100.0 △2,723,883
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(2）連結損益計算書

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅰ　売上高 46,678,602 100.0 47,059,379 100.0 380,777

Ⅱ　売上原価 24,316,671 52.1 24,798,928 52.7 482,257

売上総利益 22,361,930 47.9 22,260,450 47.3 △101,479

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※1,2 20,272,799 43.4 20,797,581 44.2 524,782

営業利益 2,089,130 4.5 1,462,868 3.1 △626,262

Ⅳ　営業外収益  

１．受取利息 4,574 7,447  

２．受取配当金 6,863 8,873  

３．連結調整勘定償却額 8,475 －  

４．賃貸収入 14,813 14,208  

５．受取保険金 145,151 65,500  

６. 賠償金 － 19,579  

７．その他 36,272 216,150 0.5 27,113 142,722 0.3 △73,428

Ⅴ　営業外費用  

１．支払利息 14,589 7,370  

２．手形売却損 2,326 －  

３．新株発行費 － 2,271  

４．自己株式買取手数料 － 15,043  

５．その他 2,192 19,108 0.1 5,240 29,926 0.1 10,817

経常利益 2,286,172 4.9 1,575,665 3.3 △710,507

Ⅵ　特別利益  

１．投資有価証券売却益 27,787 5,406  

２．投資有価証券受贈益 17 －  

３．固定資産売却益 ※３ 20,090 10,384  

４. 貸倒引当金戻入益 751 15,456  

５．保険金解約差益 － 48,648 0.1 69,399 100,646 0.2 51,998
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前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅶ　特別損失  

１．固定資産売却損 ※４ 3,971 1,303  

２．固定資産除却損 ※５ 29,943 34,409  

３．投資有価証券評価損 9,272 －  

４．関係会社株式売却損 － 107,106  

５．ゴルフ会員権評価損 ※６ 60,659 3,700  

６．訴訟和解金 56,000 －  

７．特別退職金 － 6,264  

８．企業再編に伴なう退
職金 

－ 146,710  

９．減損損失 ※７ －   427,570    

10．その他 － 159,846 0.3 542 727,607 1.5 567,760

税金等調整前当期純
利益

2,174,974 4.7 948,704 2.0 △1,226,269

法人税、住民税及び
事業税

1,113,510 523,022  

法人税等調整額 △176,541 936,969 2.0 45,886 568,908 1.2 △368,061

当期純利益 1,238,004 2.7 379,795 0.8 △858,208
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(3）連結剰余金計算書

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

（資本剰余金の部）  

Ⅰ　資本剰余金期首残高 1,655,201 1,655,201 －

Ⅱ　資本剰余金増加高  

１．自己株式処分差益 － 116 116

Ⅲ　資本剰余金期末残高 1,655,201 1,655,317 116

（利益剰余金の部）  

Ⅰ　利益剰余金期首残高 14,388,671 15,281,215 892,543

Ⅱ　利益剰余金増加高  

１．当期純利益 1,238,004 1,238,004 379,795 379,795 △858,208

Ⅲ　利益剰余金減少高  

１．配当金 320,261 276,777  

２．役員賞与 25,200 345,461 25,200 301,977 △43,484

Ⅳ　利益剰余金期末残高 15,281,215 15,359,033 77,818
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(4）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４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

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利
益

2,174,974 948,704  

減価償却費 940,981 985,773  

連結調整勘定償却額 △8,475 －  

固定資産除却損 29,943 34,409  

固定資産売却損 3,971 1,303  

固定資産売却益 △20,090 △10,384  

投資有価証券売却損 － 27  

投資有価証券評価損 9,272 －  

投資有価証券売却益 △27,787 △5,406  

投資有価証券受贈益 △17 －  

関係会社株式売却損 － 107,106  

ゴルフ会員権売却損 － 514  

ゴルフ会員権評価損 60,659 3,700  

減損損失 － 427,570  

貸倒引当金の減少額 △751 △21,286  

退職給付引当金の増加
額（△は減少）

72,059 △159,934  

役員退職慰労引当金の
増加額

40,139 25,168  

賞与引当金の増加額 8,089 89,893  

販売促進引当金の増加
額（△は減少）

△54,930 94,681  

受取利息及び受取配当
金

△11,437 △16,320  

支払利息 14,589 7,370  

訴訟和解金 56,000 －  

売上債権の増加額 △421,549 △121,034  

たな卸資産の減少額
（△は増加）

△123,278 40,961  
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前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

仕入債務の増加額 
（△は減少）

572,565 △356,930  

未払消費税等の増加額
（△は減少）

△75,380 70,931  

役員賞与の支払額 △25,200 △25,200  

その他 74,807 278,641  

小計 3,289,152 2,400,263 △888,889

利息及び配当金の受取
額

10,103 14,566  

利息の支払額 △13,861 △7,368  

訴訟和解金の支払額 △56,000 －  

還付法人税等の受取額 196,554 －  

法人税等の支払額 △303,119 △1,420,461  

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

3,122,830 987,000 △2,135,829
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前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 

貸付金の回収による収
入

13,550 12,958  

貸付金の増加による支
出

△3,000 △414,795  

定期預金の払戻による
収入

4,618,230 4,034,300  

定期預金の預け入れに
よる支出

△4,720,125 △3,702,495  

投資有価証券の売却に
よる収入

35,321 34,173  

投資有価証券の取得に
よる支出

△205,700 △342,227  

有価証券の売却による
収入 

－ 1,510,000  

有価証券の取得による
支出

△1,009,895 △499,924  

連結の範囲の変更を伴
う子会社株式の売却に
よる支出 

－ △153,738  

有形固定資産の売却に
よる収入

40,043 23,682  

有形固定資産の取得に
よる支出

△1,207,482 △990,262  

無形固定資産の売却に
よる収入 

－ 166  

無形固定資産の取得に
よる支出

△260,594 △160,016  

ゴルフ会員権の売却に
よる収入

－ 285  

その他 19,849 76,093  

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

△2,679,803 △571,800 2,108,003
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前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 

短期借入金純増加額
（△は減少）

△918,736 466,763  

長期借入金の返済によ
る支出

△61,000 △57,000  

配当金の支払額 △319,758 △276,147  

自己株式の売却による
収入

－ 4,093  

自己株式の取得による
支出

△150,013 △570,757  

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

△1,449,508 △433,047 1,016,460

Ⅳ　現金及び現金同等物に係
る換算差額

－ 35,422 35,422

Ⅴ　現金及び現金同等物の増
加額（△は減少）

△1,006,482 17,574 1,024,057

Ⅵ　現金及び現金同等物の期
首残高

5,934,954 4,928,472 △1,006,482

Ⅶ　現金及び現金同等物の期
末残高

4,928,472 4,946,047 17,574
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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

項目
前連結会計年度

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１．連結の範囲に関する事項 すべての子会社を連結しております。

連結子会社の数　　４社

連結子会社の名称

㈱横浜エージェンシー

㈱エバラ物流

㈱日本冷食

㈱サンリバティー横浜

上記のうち、株式会社サンリバティー

横浜については、当連結会計年度において

新たに株式を取得したため、連結の範囲に

含めております。

すべての子会社を連結しております。

連結子会社の数　　４社

連結子会社の名称

㈱横浜エージェンシー

㈱エバラ物流

㈱サンリバティー横浜

荏原食品（上海）有限公司 

上記のうち、荏原食品（上海）有限公

司については、当連結会計年度において新

たに設立したため、連結の範囲に含めてお

ります。

従来、連結子会社であった株式会社日

本冷食の全株式を当連結会計年度末に売却

したため、連結の範囲から除外しておりま

す。ただし、損益計算書及びキャッシュ・

フロー計算書は連結しております。

２．持分法の適用に関する事項 該当事項はありません。 同左

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項

  すべての連結子会社の事業年度末日は、

連結決算日と一致しております。

連結子会社のうち下記の会社が親会社

と決算日が異なりますが、連結財務諸表の

作成にあたっては決算日現在の財務諸表を

使用し、連結決算日との間に生じた重要な

取引については、連結上必要な調整を行っ

ております。

　12月31日 荏原食品(上海)有限公司

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

満期保有目的債券

償却原価法（定額法）を採用してお

ります。

イ　有価証券

満期保有目的債券

同左

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

より算出）を採用しております。

その他有価証券

時価のあるもの

同左

時価のないもの

　移動平均法による原価法を採用し

ております。

時価のないもの

同左

ロ　たな卸資産

　総平均法による原価法を採用しており

ます。

ロ　たな卸資産

同左
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項目
前連結会計年度

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

(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

　当社及び連結子会社は定率法を採用し

ております。（ただし、当社及び連結子

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）は定額法によっ

ております。）

　なお、主な耐用年数は次のとおりであ

ります。

建物及び構築物　　　　３～47年

機械装置及び運搬具　　３～９年

工具器具及び備品　　　２～20年

イ　有形固定資産

同左

ロ　無形固定資産

　当社及び連結子会社は定額法を採用し

ております。

　なお、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）に基づく定額法を採用しております。

ロ　無形固定資産

同左

(3）重要な引当金の計上基準 イ　貸倒引当金

　当社及び連結子会社は、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

性を勘案し、回収不能見込額を計上して

おります。

イ　貸倒引当金

同左

ロ　賞与引当金

　当社及び連結子会社の一部は、従業員

の賞与支給に備えるため、支給見込額を

計上しております。

ロ　賞与引当金

同左

ハ　販売促進引当金

　当社は、決算日以前の小売段階での特

売条件販売に関連して決算日以降に支払

の見込まれる販売促進費に備えるため、

過去の実績に基づいた見積額を販売促進

引当金に計上しております。

ハ　販売促進引当金

同左

ニ　退職給付引当金

　当社及び連結子会社の一部において、

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。

　数理計算上の差異は、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（15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。

ニ　退職給付引当金

　　　　　　　同左

 

ホ　役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支出に備えて、当

社及び連結子会社の一部は役員退職慰労

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。

ホ　役員退職慰労引当金

　　　　　　　同左
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項目
前連結会計年度

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

(4）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

　　────────────── 　在外子会社の資産及び負債は決算日の

直物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

定としております。

(5）重要なリース取引の処

理方法

　当社及び連結子会社はリース物件の所有

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

(6）その他連結財務諸表作

成のための基本となる

重要な事項

イ　消費税等の会計処理

　消費税及び地方消費税の会計処理は税

抜方式によっております。

イ　消費税等の会計処理

同左

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、部分時価評価法を採用しております。

同左

６．連結調整勘定の償却に関

する事項

　連結調整勘定の償却については、５年間

の均等償却を行っております。

──────────

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。

同左

８．連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範囲

　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。

同左
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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の変更

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

───── （固定資産の減損に係る会計基準）

 　当連結会計年度より、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）を適用しております。

これにより税金等調整前当期純利益は427,570千円減少して

おります。

 　なお、減損損失累計額については、改正後の連結財務諸

表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

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

（連結貸借対照表）

　「証券取引法等の一部を改正する法律」（平成16年6月9

日法律第97号）により、証券取引法第2条第2項において、

投資事業有限責任組合及びこれに類する組合への出資を有

価証券とみなすこととされたことにともない、前連結会計

年度まで投資その他の資産の「その他」に含めておりまし

た投資事業組合への出資金（前連結会計年度39,347千円、

当連結会計年度10,145千円）を、当連結会計年度より「投

資有価証券」に含めて表示しております。

（連結損益計算書）

　前連結会計年度まで区分掲記しておりました「保険解約

金」（当連結会計年度は899千円）については、営業外収

益の総額の100分の10以下となったため、営業外収益の「そ

の他」に含めて表示することにしております。

（連結キャッシュ・フロー計算書）

　前連結会計年度まで営業活動によるキャッシュ・フロー

の「法人税等の支払額」に含めて表示しておりました「還

付法人税等の受取額」（前連結会計年度は1,157千円）に

ついては、当連結会計年度において金額的重要性が増した

ため、当連結会計年度より区分掲記することといたしまし

た。

（連結損益計算書）

　前事業年度まで営業外収益の「その他」に含めて表示し

ておりました「賠償金」は営業外収益の総額の100分の10

を超えたため、当事業年度より区分掲記いたしました。な

お、前事業年度の「その他」に含まれる「賠償金」は1,946

千円であります。

　前事業年度まで営業外費用の「その他」に含めて表示し

ておりました「自己株式買取手数料」は営業外費用の総額

の100分の10を超えたため、当事業年度より区分掲記いた

しました。なお、前事業年度の「その他」に含まれる「自

己株式買取手数料」は594千円であります。
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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17年３月31日）

当連結会計年度
（平成18年３月31日）

※１．担保に供している資産及びこれに対応する債務は次

のとおりであります。

①　担保に供している資産

※１．担保に供している資産及びこれに対応する債務は次

のとおりであります。

①　担保に供している資産

定期預金       141,500千円

建物及び構築物 438,137

土地 46,359

合計 625,997千円

定期預金        142,500千円

合計        142,500千円

②　担保付債務 ②　担保付債務

買掛金       151,267千円

１年以内に返済予定の長期借

入金

57,000

長期借入金 228,000

合計 436,267千円

買掛金        111,944千円

合計        111,944千円

２．手形割引高 ２．            ────────

受取手形割引高       175,905千円

※３．当社の発行済株式総数は、普通株式10,332,000株で

あります。

※３．当社の発行済株式総数は、普通株式12,398,400株で

あります。

※４．当社が保有する自己株式の数は、普通株式81,000株

であります。

※４．当社が保有する自己株式の数は、普通株式450,260

株であります。
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（連結損益計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。

給料手当     2,649,389千円

退職給付費用 311,605

役員退職慰労引当金繰入額 40,379

減価償却費 385,420

宣伝費 3,339,462

拡販費 5,038,663

運送費 2,310,441

賞与引当金繰入額 80,146

販売促進引当金繰入額 311,556

給料手当      2,717,885千円

退職給付費用        443,424

役員退職慰労引当金繰入額       56,022

減価償却費        389,811

宣伝費       3,054,017

拡販費   5,328,825

運送費      2,278,486

賞与引当金繰入額       140,996

販売促進引当金繰入額        406,237

※２．一般管理費に含まれる ※２．一般管理費に含まれる

研究開発費       630,743千円 研究開発費       604,631千円

※３．固定資産売却益 ※３．固定資産売却益

建物及び構築物       6,678千円

機械装置及び運搬具  45

土地 13,366    

計       20,090千円

建物及び構築物         2,142千円

機械装置及び運搬具 107

土地       8,134    

計 10,384千円

※４．固定資産売却損 ※４．固定資産売却損

機械装置及び運搬具       3,887千円

工具器具及び備品  84

計       3,971千円

電話加入権 　1,303千円

計         1,303千円

※５．固定資産除却損 ※５．固定資産除却損

建物及び構築物       6,787千円

機械装置及び運搬具 19,850

工具器具及び備品 1,868

ソフトウェア 1,436

計       29,943千円

※６．ゴルフ会員権評価損の内訳は次のとおりであります。

減損処理額       4,000千円

貸倒引当金繰入額 56,659

計 　60,659千円

建物及び構築物  6,462千円

機械装置及び運搬具 23,854

工具器具及び備品 4,092

計 34,409千円

※６．ゴルフ会員権評価損の内訳は次のとおりであります。

減損処理額         3,400千円

貸倒引当金繰入額       300

計 　      3,700千円
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前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

※７．　　──────────────── ※７．当連結会計期間において、当社グループは以下の資

産グループについて減損損失を計上しました。

 

場所 用途 種類
減損損失　

（千円）

㈱日本冷食

（北海道

網走郡）

本社・工場

建物、機械

装置及び

土地等 

360,446

賃貸マン

ション

（東京都　　

新宿区） 

投資不動産  建物及び土地 67,124

 　　当社グループは、キャッシュ・フローを生み出す最

小単位として、主として工場を基本単位としてグルー

ピングしております。また、投資不動産につきまして

は、独立したキャッシュ・フローの生成単位としてグ

ルーピングしております。

 　  ㈱日本冷食につきましては、冷凍食品事業の収益性

が継続して悪化しているため、事業に使用している資

産の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額

を減損損失として特別損失に計上しております。

 　　その内訳は、建物及び構築物257,286千円、機械装

置50,297千円、土地20,793千円及びその他32,070千円

であります。

 　　賃貸マンションにつきましては、市場価格の著しい

下落により、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として特別損失に計上しておりま

す。

 　　その内訳は、建物4,317千円及び土地62,807千円であ

ります。

 　　なお、当資産グループの回収可能価額は使用価値に

より測定しており、将来キャッシュ・フローを14.72％

で割り引いて算出しております。
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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４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３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

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

（平成17年３月31日現在）

（単位：千円）

現金及び預金勘定 7,014,300

投資その他の資産の「その他」に

計上されている長期性預金
100,000

預入期間３ヶ月を超える定期預金 △2,508,900

有価証券勘定 323,073

現金及び現金同等物 4,928,472

２．             ────────

（平成18年３月31日現在）

（単位：千円）

現金及び預金勘定 6,554,312

預入期間３ヶ月を超える定期預金 △1,941,400

有価証券勘定 333,135

現金及び現金同等物 4,946,047

２．当連結会計年度に株式の売却により連結子会社でなく

なった会社の資産及び負債の主な内訳

 　　 株式の売却により株式会社日本冷食が連結子会社で

なくなったことに伴う売却時の資産及び負債の内訳は

次の通りであります。

（単位：千円）

流動資産 1,660,960

固定資産 402,169

流動負債 △1,531,715

固定負債 △201,101

有価証券評価差額 △6,781

株式売却損 △107,106

日本冷食株式の売却価額 216,424

日本冷食現金及び現金同等物 △370,163

差引：売却による支出 △153,738
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①　リース取引

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

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（借主側）

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（借主側）

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、

減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

取得価額相
当額
（千円）

減価償却累
計額相当額
（千円）

期末残高相
当額
（千円）

機械装置及び
運搬具

2,310,149 1,104,358 1,205,791

工具器具及び
備品

262,911 171,946 90,965

無形固定資産 14,552 11,399 3,152

合計 2,587,613 1,287,703 1,299,909

取得価額相
当額
（千円）

減価償却累
計額相当額
（千円）

期末残高相
当額
（千円）

機械装置及び
運搬具

1,855,064 949,677 905,387

工具器具及び
備品

256,977 193,209 63,767

無形固定資産 14,141 2,625 11,515

合計 2,126,182 1,145,512 980,670

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等

　　未経過リース料期末残高相当額

１年内       395,775千円

１年超       921,332千円

合計     1,317,107千円

１年内        294,180千円

１年超       696,343千円

合計

リース資産減損勘定の残高

      990,523千円

－ 

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、リース資産減損勘定の取崩額、減価償

却費相当額、支払利息相当額及び減損損失

支払リース料       429,732千円

減価償却費相当額       412,403千円

支払利息相当額       13,650千円

支払リース料       411,342千円

リース資産減損勘定の取崩額  －

減価償却費相当額        393,957千円

支払利息相当額       10,938千円

減損損失 30,049千円

（注）当連結会計年度末における株式売却により連結の範

囲から除外した株式会社日本冷食の数値を支払リー

ス料、減価償却相当額、支払利息相当額及び減損損

失に含めております。

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。

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　

（減損損失について） 

　連結除外となった株式会社日本冷食を除き、リース資産

に配分された減損損失はありません。 
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②　有価証券

前連結会計年度（平成17年３月31日）

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの

種類
連結貸借対照表
計上額（千円）

時価（千円） 差額（千円）

時価が連結貸借対照表計

上額を超えるもの

(1）国債・地方債等 225,990 236,823 10,833

(2）社債 10,026 10,034 7

(3）その他 － － －

小計 236,017 246,857 10,840

時価が連結貸借対照表計

上額を超えないもの

(1）国債・地方債等 － － －

(2）社債 － － －

(3）その他 － － －

小計 － － －

合計 236,017 246,857 10,840

２．その他有価証券で時価のあるもの

種類 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

(1）株式 367,460 851,530 484,070

(2）債券

①　国債・地方債等 － － －

②　社債 － － －

③　その他 － － －

(3）その他 － － －

小計 367,460 851,530 484,070

連結貸借対照表計上額

が取得原価を超えない

もの

(1）株式 35,817 29,327 △6,489

(2）債券

①　国債・地方債等 － － －

②　社債 － － －

③　その他 － － －

(3）その他 － － －

小計 35,817 29,327 △6,489

合計 403,277 880,858 477,580

　（注）　減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には、全て減損処理を行い、

同一銘柄について２期間（中間・期末）継続して30～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可

能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理を行っております。
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３．当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自平成16年４月１日　至平成17年３月31日）

売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）

55,913 27,787 －

４．時価のない主な有価証券の内容

連結貸借対照表計上額（千円）

満期保有目的の債券

コマーシャル・ペーパー 999,857

その他有価証券

非上場株式 14,700

投資事業組合出資金 10,145

マネー・マネージメント・ファンド 272,256

中期国債ファンド 10,270

公社債投資信託 40,545

５．その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額

１年以内（千円） １年超～５年以内（千円） ５年超～10年以内（千円） 10年超（千円）

国債・地方債 1,010,000 － 230,000 －
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当連結会計年度（平成18年３月31日）

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの

種類
連結貸借対照表
計上額（千円）

時価（千円） 差額（千円）

時価が連結貸借対照表計

上額を超えるもの

(1）国債・地方債等 196,425 198,774 2,348

(2）社債 － － －

(3）その他 － － －

小計 196,425 198,774 2,348

時価が連結貸借対照表計

上額を超えないもの

(1）国債・地方債等 30,000 29,361 △639

(2）社債 － － －

(3）その他 － － －

小計 30,000 29,361 △639

合計 226,425 228,135 1,709

２．その他有価証券で時価のあるもの

種類 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

(1）株式 435,730 1,110,803 675,073

(2）債券

①　国債・地方債等 － － －

②　社債 － － －

③　その他 － － －

(3）その他 － － －

小計 435,730 1,110,803 675,073

連結貸借対照表計上額

が取得原価を超えない

もの

(1）株式 279,160 272,616 △6,544

(2）債券

①　国債・地方債等 － － －

②　社債 － － －

③　その他 － － －

(3）その他 － － －

小計 279,160 272,616 △6,544

合計 714,890 1,383,420 668,529

　（注）　当連結会計年度において、その他有価証券で時価のある株式について千円減損処理を行っております。

　なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には、全て減損処

理を行い、同一銘柄について２期間（中間・期末）継続して30～50％程度下落した場合には、当該金額の重要

性、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理を行っております。
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３．当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自平成17年４月１日　至平成18年３月31日）

売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）

24,028 5,406 27

４．時価のない主な有価証券の内容

連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

非上場株式 14,700

マネー・マネージメント・ファンド 282,290

中期国債ファンド 10,271

公社債投資信託 40,573

５．その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額

１年以内（千円） １年超～５年以内（千円） ５年超～10年以内（千円） 10年超（千円）

国債・地方債 － 30,000 196,425 －
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③　デリバティブ取引

前連結会計年度（自平成16年４月１日至平成17年３月31日）

当社グループは、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。

当連結会計年度（自平成17年４月１日至平成18年３月31日）

当社グループは、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。

④　退職給付

１．採用している退職給付制度の概要

　当社及び連結子会社の一部は、退職金規程に基づく社内積立のほか、適格退職年金制度に加入しております。

２．退職給付債務に関する事項

前連結会計年度
（平成17年３月31日）

当連結会計年度
（平成18年３月31日）

(1） 退職給付債務（千円） △4,820,379 △5,297,405

(2） 年金資産（千円） 2,423,831 2,526,631

(3） 未積立退職給付債務（1)＋(2)（千円） △2,396,547 △2,770,773

(4） 会計基準変更時差異の未処理額（千円） － －

(5） 未認識数理計算上の差異（千円） 536,370 1,070,531

(6） 未認識過去勤務債務（千円） － －

(7）
連結貸借対照表計上額の純額

（3)＋(4)＋(5)＋(6)（千円）
△1,860,176 △1,700,241

(8） 前払年金費用（千円） － －

(9） 退職給付引当金（7)－(8)（千円） △1,860,176 △1,700,241

３．退職給付費用に関する事項

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

(1） 勤務費用（千円） 297,105 471,756

(2） 利息費用（千円） 104,822 90,436

(3） 期待運用収益（減算）（千円） △13,137 △15,541

(4） 会計基準変更時差異の費用処理額（千円） － －

(5） 数理計算上の差異の費用処理額（千円） 37,728 40,444

(6） 過去勤務債務の費用処理額（千円） － －

(7） 退職給付費用（千円） 426,519 587,095

36



４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

前連結会計年度
（平成17年３月31日）

当連結会計年度
（平成18年３月31日）

(1） 退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 同左

(2） 割引率（％） 2.0 2.0

(3） 期待運用収益率（％） 0.68 0.77

(4） 数理計算上の差異の処理年数 15年

（発生時の従業員の平均残

存勤務期間以内の年数によ

る按分額を費用処理する方

法。ただし、翌連結会計年

度から費用処理することと

しております。）

同左

(5） 会計基準変更時差異の処理年数 一括 同左
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⑤　税効果会計

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

前連結会計年度
（平成17年３月31日）

（千円）

当連結会計年度
（平成18年３月31日）

（千円）

流動の部

繰延税金資産

未払事業税 74,290 5,926

賞与引当金 63,979 86,899

販売促進引当金 125,868 164,120

棚卸資産の未実現利益の消去 432 －

貸倒引当金 7,325 9,187

訴訟和解金 22,624 －

その他 11,212 15,109

小計 305,732 281,242

繰延税金負債

未収事業税 － △3,804

貸倒引当金の調整 △3,036 －

繰延税金資産の純額 302,696 277,438

固定の部

繰延税金資産

退職給付引当金 726,455 686,374

役員退職慰労引当金 181,201 191,899

土地評価損 508,556 508,556

ゴルフ会員権評価損 65,491 66,461

固定資産評価差額 37,526 18,730

投資有価証券評価損 13,045 11,733

貸倒引当金 6,430 4,826

繰越欠損金 8,243 －

その他 1,188 1,159

小計 1,548,138 1,489,742

評価性引当額 △516,799 △508,556

繰延税金資産合計 1,031,339 981,186

繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 △192,999 △270,132

繰延税金資産の純額 838,339 711,053
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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間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった

主要な項目別の内訳

前連結会計年度
（平成17年３月31日）

（％）

当連結会計年度
（平成18年３月31日）

（％）

法定実効税率 40.4 40.4

（調整）

交際費等永久に損金に算入されない項目 4.5 10.1

受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △0.1 △0.2

住民税均等割等 1.3 2.7

試験研究費の特別控除額 △1.3 △2.9

情報通信機器等の特別控除額 △1.3 △2.3

評価性引当金 － 12.1

その他 △0.4 0.0

税効果会計適用後の法人税等の負担率 43.1 60.0
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⑥　セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

前連結会計年度（自平成16年４月１日　至平成17年３月31日）

食品事業
（千円）

その他事業
（千円）

計
（千円）

消去又は全社
（千円）

連結
（千円）

Ⅰ　売上高及び営業損益

売上高

(1)外部顧客に対する売上高 42,911,622 3,766,979 46,678,602 － 46,678,602

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
－ － － － －

計 42,911,622 3,766,979 46,678,602 － 46,678,602

営業費用 40,400,181 3,708,893 44,109,075 480,395 44,589,471

営業利益 2,511,440 58,085 2,569,526 (480,395) 2,089,130

Ⅱ　資産、減価償却費及び資本的支

出

資産 31,676,579 1,671,154 33,347,734 (2,815,863) 30,531,870

減価償却費 929,912 12,786 942,699 － 942,699

資本的支出 1,328,040 29,312 1,357,353 － 1,357,353

　（注）１．事業区分の方法

事業は製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。

２．各区分に属する主要な製品

事業区分 主要製品

食品事業 肉まわり調味料、鍋物調味料、野菜まわり調味料、スープ、冷凍食品等

その他事業 広告代理、物流、人材派遣等

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は、480,395千円であり、その主なも

のは、親会社の管理部門に係わる費用等であります。

４．全ての資産は各セグメントに配分されているため全社資産はありません。

40



当連結会計年度（自平成17年４月１日　至平成18年３月31日）

食品事業
（千円）

その他事業
（千円）

計
（千円）

消去又は全社
（千円）

連結
（千円）

Ⅰ　売上高及び営業損益

売上高

(1)外部顧客に対する売上高 43,191,754 3,867,625 47,059,379 － 47,059,379

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
－ － － － －

計 43,191,754 3,867,625 47,059,379 － 47,059,379

営業費用 41,474,018 3,719,446 45,193,465 403,045 45,596,510

営業利益 1,717,736 148,178 1,865,914 (403,045) 1,462,868

Ⅱ　資産、減価償却費及び資本的支

出

資産 27,929,110 1,580,692 29,509,802 (1,701,815) 27,807,987

減価償却費 972,265 14,971 987,236 (1,463) 985,773

資本的支出 844,492 72,100 916,592 － 916,592

　（注）１．事業区分の方法

事業は製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。

２．各区分に属する主要な製品

事業区分 主要製品

食品事業 肉まわり調味料、鍋物調味料、野菜まわり調味料、スープ等

その他事業 広告代理、物流、人材派遣等

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は403,045千円であり、その主なもの

は、親会社の管理部門に係わる費用等であります。

４．全ての資産は各セグメントに配分されているため全社資産はありません。
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ｂ．所在地別セグメント情報

　前連結会計年度（自平成16年４月１日　至平成17年３月31日）

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。

　当連結会計年度（自平成17年４月１日　至平成18年３月31日）

 本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情報の

記載を省略しております。

ｃ．海外売上高

　前連結会計年度（自平成16年４月１日　至平成17年３月31日）及び当連結会計年度（自平成17年４月１日　

至平成18年３月31日）において、海外売上高がないため該当事項はありません。

⑦　関連当事者との取引

前連結会計年度（自平成16年４月１日　至平成17年３月31日）

　役員及び個人主要株主等

属性
会社等の
名称

住所
資本金
(千円)

事業の内
容又は職
業

議決権等
の所有
（被所
有）割合

関係内容

取引の内容
取引金額
(千円)

科目
期末残高
（千円）役員の

兼任等
事業上
の関係

役員及び近

親者が議決

権の過半数

を所有して

いる会社の

子会社

㈱池竹研

究所

横浜市港

北区
10,000

経営財務

管理コン

サルタン

ト

(被所有)

直接

9.75％

役員1名 －
固定資産の売

却
1,090 － －

　（注）１．上記、取引金額には消費税等は含まれておりません。 

当連結会計年度（自平成17年４月１日　至平成18年３月31日）

　該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１株当たり純資産額     1,798.10円

１株当たり当期純利益       117.46円

１株当たり純資産額     1,516.59円

１株当たり当期純利益         30.29円

なお、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。

なお、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。

　（注）　１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当期純利益（千円） 1,238,004 379,795

普通株主に帰属しない金額（千円） 25,200 12,500

（うち利益処分による役員賞与金） (25,200) (12,500)

普通株式に係る当期純利益（千円） 1,212,804 367,295

期中平均株式数（株） 10,325,600 12,124,449

 　１株当たり指標遡及修正値

 　　決算短信（連結）に記載されている１株当たり指標を平成18年３月期の数値を基準として、これまでに実施した株式

分割等に伴う希薄化を修正・調整した数値に表示しますと、以下のとおりとなります。

  平成18年３月期 平成17年３月期 

  中　間  期　末  中　間 期　末 

  円  銭  円  銭  円  銭  円  銭

１株当たり当期純利益 19 62 30 29 89 16 97 88

１株当たり配当金 － － 27 00 － － 22 50

１株当たり株主資本 1,500 01 1,516 59 1,487 65 1,498 41

 （注）平成18年３月期に株式分割を実施　

 　　　　効力発生日　平成17年５月20日に１：1.2の株式分割
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（重要な後発事象）

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

　 株式分割について

 当社グループは、平成17年2月10日開催の取締役会の決議

に基づき、株式分割による新株式の発行を行っております。

 当該株式分割の内容は、下記のとおりであります。

 (1)平成17年5月20日付をもって平成17年3月31日最終の株

主名簿及び実質株主名簿に記載された株主の所有株式

数を1株につき1.2株の割合をもって分割する。

 (2)分割により増加する株式数

 普通株式　　　　2,066,400株

 (3)配当起算日　　　　　　　　　　平成17年4月1日

 前期首に当該株式分割が行われたと仮定した場合におけ

る（1株あたり情報）の各数値はそれぞれ以下のとおりで

あります。

前連結会計年度 当連結会計年度

　1株当たり純資産額 　1株当たり純資産額

1,427円89銭　　 1,498円41銭　　

　1株当たり当期純利益 　1株当たり当期純利益

93円45銭　　 97円88銭  　

　なお、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。

 なお、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。

　──────
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６．生産、受注及び販売の状況
(1）生産実績

事業の種類別セグメントの名称

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

増減

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
増減率
（％）

食品事業 16,681 100.0 16,775 100.0 93 0.6

その他事業 － 0.0 － 0.0 － 0.0

合計 16,681 100.0 16,775 100.0 93 0.6

　（注）１．金額は製造原価によっており、セグメント間の内部振替前の数値によっております。

２．上記の金額には、消費税は含まれておりません。

(2）受注状況

　当社グループ（当社及び連結子会社）は受注生産を行っていないため、該当事項はありません。

(3）販売実績

事業の種類別セグメントの名称

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

増減

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
増減率
（％）

食品事業 42,911 91.2 43,191 91.8 280 0.7

その他事業 3,766 8.8 3,867 8.2 100 2.7

合計 46,678 100.0 47,059 100.0 380 0.8

　（注）１．セグメント間の取引については相殺消去しております。

２．最近２連結会計年度における主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のと

おりであります。

相手先

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

金額（百万円） 割合（％） 金額（百万円） 割合（％）

株式会社菱食 6,135 13.1 6,247 13.3

３．本表の金額には、消費税等は含まれておりません。
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