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平成平成平成平成 1 1 1 18888    年年年年    ３月期３月期３月期３月期            個別財務諸表の概要個別財務諸表の概要個別財務諸表の概要個別財務諸表の概要                        平成 18年５月 12日    
上 場 会 社 名        日本配合飼料株式会社            上場取引所     東 
コ ー ド 番 号         ２０５６                                    本社所在都道府県  神奈川県 
（ＵＲＬ  http://www.nippai.co.jp ） 
代  表  者 役職名 代表取締役社長  氏名 吉田 和臣 
問合せ先責任者 役職名 執行役員財経部長 氏名 臼杵 静雄   ＴＥＬ (045)450－5811 
決算取締役会開催日 平成 18年 ５月 12日        中間配当制度の有無            有 
配当支払開始予定日 平成 18年 ６月 30日    定時株主総会開催日 平成 18年 ６月 29日         
単元株制度採用の有無  有(１単元 1,000株) 
 
１． 18年３月期の業績(平成 17年 ４月 1 日～平成 18年 ３月 31 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３月期 
17年３月期 

 76,475 3.1  
 74,141 6.6  

 943 28.9  
         731 △40.3  

 1,012 33.1 
 760 △36.5 

 
 

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 
17年３月期 

  97 △71.8  
 347 △59.3  

1 36  
 4 68  

 ―   
―   

0.8  
 3.2  

2.4  
 1.9  

1.3  
1.0  

(注) ①期中平均株式数 18年３月期 71,844,123株          17年３月期 71,852,780株 
    ②会計処理の方法の変更   無 
     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 
 
(2)配当状況 

1 株当たり年間配当金 
 

 中 間 期 末 

配当金総額 
(年 間) 

配当性向 
株主資本 
配 当 率     

  円 銭 円 銭  円 銭 百万円 ％ ％ 

18年３月期 
17年３月期 

3 00  
3 00  

0 00  
0 00  

3 00  
3 00  

215    
215    

220.2  
64.1  

1.7  
2.0  

 
(3)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 

 百万円 百万円 ％ 円  銭 

18年３月期 
17年３月期 

 43,808   
 40,188   

 12,401   
 10,941   

 28.3  
 27.2  

 172 63  
  152 14  

(注) ①期末発行済株式数   18年３月期  71,840,160株 17年３月期  71,847,992株 
     ②期末自己株式数     18年３月期    36,838株 17年３月期    29,006株 
 
２．19年３月期の業績予想(平成 18年 ４月 1 日～平成 19年 ３月 31 日) 

１株当たり年間配当金  
売 上 高     経常利益 当期純利益 

中 間 期 末  

 百万円 百万円 百万円 円 銭 円 銭 円 銭 

中 間 期 
通   期 

 39,000   
 80,000   

 800   
 1,500   

 450   
 850   

0 00  
――― 

――― 
3 00  

――― 
3 00  

(参考)１株当たり予想当期純利益(通期)  11 円 83銭 

 

 

 

 
 

※ 上記の予想は、本資料の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、実際の

業績は今後の様々な要因によって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、決算短信(連結)の添付資料６ページをご参照下さい。 
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Ⅰ．財務諸表等 

 １．貸借対照表 
 

  
前事業年度 

(平成17年３月31日) 
当事業年度 

(平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

増減金額 
(千円) 

(資産の部)         

Ⅰ 流動資産         

  １ 現金及び預金   371,270   150,139  △221,130 

  ２ 受取手形   2,720,110   2,505,620  △214,489 

  ３ 売掛金 ※４  12,741,923   12,986,564  244,641 

  ４ 商品   62,588   80,534  17,945 

  ５ 製品   505,147   568,162  63,014 

  ６ 原材料   1,705,741   1,949,083  243,341 

  ７ 貯蔵品等   9,137   25,504  16,366 

  ８ 前渡金   75,069   182,979  107,910 

  ９ 前払費用   25,915   29,932  4,016 

  10 繰延税金資産   193,214   187,684  △5,529 

  11 未収金   248,167   312,945  64,778 

  12 短期貸付金 ※４  4,852,151   4,341,204  △510,947 

  13 その他   41,471   34,301  △7,169 

  14 貸倒引当金   △465,477   △371,140  94,337 

   流動資産合計   23,086,432 57.4  22,983,517 52.5 △102,915 

         

Ⅱ 固定資産         

 (1) 有形固定資産         

  １ 建物 
※１ 
※６ 

6,622,711   6,466,476    

    減価償却累計額  4,157,786 2,464,924  4,163,601 2,302,874  △162,050 

  ２ 構築物 ※１ 3,900,097   4,017,638    

    減価償却累計額  3,243,357 656,740  3,365,346 652,292  △4,447 

  ３ 機械及び装置 
※１ 
※６ 

12,429,236   12,480,899    

    減価償却累計額  10,807,881 1,621,355  10,766,615 1,714,284  92,928 

  ４ 車輛及び運搬具  30,387   31,587    

    減価償却累計額  26,133 4,254  24,776 6,810  2,555 

  ５ 工具器具備品  631,735   668,089    

    減価償却累計額  506,294 125,441  539,602 128,486  3,045 

  ６ 土地 ※１  2,864,706  2,790,250 2,790,250  △74,455 

   有形固定資産合計   7,737,422 19.3  7,594,999 17.3 △142,423 
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前事業年度 

(平成17年３月31日) 
当事業年度 

(平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

増減金額 
(千円) 

 (2) 無形固定資産         

  １ 借地権   4,064   4,064  ― 

  ２ ソフトウェア ※１  226,196   177,579  △48,616 

  ３ 電話加入権   12,074   12,074  ― 

  ４ 施設利用権   244   153  △90 

   無形固定資産合計   242,579 0.6  193,872 0.4 △48,707 

 (3) 投資その他の資産         

  １ 投資有価証券 ※１  5,186,563   7,752,678  2,566,115 

  ２ 関係会社株式   1,705,781   1,815,781  110,000 

  ３ 出資金   75,085   71,165  △3,920 

  ４ 関係会社出資金   15,500   15,500  ― 

  ５ 長期貸付金   1,479,083   1,363,694  △115,389 

  ６ 関係会社 
    長期貸付金 

  2,555,592   3,739,233  1,183,641 

  ７ 破産・更生 
    債権等 

  998,455   869,527  △128,928 

  ８ 長期前払費用   2,947   1,987  △960 

  ９ 繰延税金資産   18,493   ―  △18,493 

  10 敷金・保証金   62,695   60,156  △2,539 

  11 事業保険料   103,241   99,367  △3,874 

  12 その他   45,881   47,881  2,000 

  13 貸倒引当金   △2,616,355   △2,466,849  149,505 

  14 投資損失引当金   △510,704   △334,484  176,220 

   投資その他の資産 
   合計 

  9,122,261 22.7  13,035,639 29.8 3,913,378 

   固定資産合計   17,102,263 42.6  20,824,510 47.5 3,722,247 

   資産合計   40,188,695 100.0  43,808,028 100.0 3,619,332 

         

(負債の部)         

Ⅰ 流動負債         

  １ 買掛金 ※４  7,463,844   7,885,364  421,519 

  ２ 短期借入金   7,720,498   7,068,853  △651,644 

  ３ 一年以内返済予 
    定の長期借入金 

※１  2,640,580   2,575,080  △65,500 

  ４ 未払金   238,569   255,279  16,710 

  ５ 未払費用 ※４  2,216,321   2,016,131  △200,189 

  ６ 未払法人税等   126,268   262,936  136,668 

  ７ 前受金   110,784   255,134  144,350 

  ８ 預り金   468,446   447,197  △21,248 

  ９ 従業員預り金 ※１  328,731   306,117  △22,613 

  10 その他   9,448   15,257  5,809 

   流動負債合計   21,323,493 53.1  21,087,353 48.1 △236,139 
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前事業年度 

(平成17年３月31日) 
当事業年度 

(平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

 
増減金額 
(千円) 

 

Ⅱ 固定負債         

  １ 長期借入金 ※１  4,421,540   5,236,460  814,920 

  ２ 繰延税金負債   ―   1,236,930  1,236,930 

  ３ 退職給付引当金   1,440,580   1,309,315  △131,264 

  ４ 長期預り金   226,585   226,666  81 

  ５ 関係会社事業 
    損失引当金 

  1,834,710   2,309,712  475,002 

   固定負債合計   7,923,416 19.7  10,319,085 23.6 2,395,668 

   負債合計   29,246,910 72.8  31,406,438 71.7 2,159,528 

(資本の部)         

Ⅰ 資本金 ※２  6,563,157 16.3  6,563,157 15.0 ― 

Ⅱ 資本剰余金         

  １ 資本準備金   1,650,000   1,650,000  ― 

  ２ その他資本 
    剰余金 

        

     資本準備金 
     減少差益 

 524,453 524,453  524,453 524,453  ― 

   資本剰余金合計   2,174,453 5.4  2,174,453 5.0 ― 

Ⅲ 利益剰余金         

   当期未処分利益   972,042   843,386  △128,656 

   利益剰余金合計   972,042 2.4  843,386 1.9 △128,656 

Ⅳ その他有価証券 
  評価差額金 

  1,236,125 3.1  2,826,233 6.4 1,590,107 

Ⅴ 自己株式 ※３  △3,993 △0.0  △5,641 △0.0 △1,647 

   資本合計   10,941,785 27.2  12,401,589 28.3 1,459,803 

   負債及び資本合計   40,188,695 100.0  43,808,028 100.0 3,619,332 
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２．損益計算書 
 

  
前事業年度 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
百分比 
(％) 

金額(千円) 
百分比 
(％) 

 
増減金額 
(千円) 

 

Ⅰ 売上高         

  １ 製品売上高  55,621,781   54,825,657    

  ２ 商品売上高  17,952,736   20,974,552    

  ３ その他売上高  567,407 74,141,926 100.0 675,336 76,475,547 100.0 2,333,620 

         

Ⅱ 売上原価         

  １ 製品期首たな卸高  570,262   505,147    

  ２ 商品期首たな卸高  53,767   62,588    

  ３ 当期製品仕入高  8,039,782   9,609,316    

  ４ 当期商品仕入高  17,367,050   20,439,748    

  ５ 当期製品製造原価  40,609,479   38,741,397    

  ６ その他売上原価  315,685   354,254    

合計  66,956,028   69,712,453    

  ７ 他勘定振替高 ※１ 41,335   31,734    

  ８ 製品期末たな卸高  505,147   568,162    

  ９ 商品期末たな卸高  62,588 66,346,956 89.5 80,534 69,032,023 90.3 2,685,066 

    売上総利益   7,794,969 10.5  7,443,523 9.7 △351,446 

         

Ⅲ 販売費及び一般管理費 
※１ 
※２ 

       

  １ 販売費  5,751,938   5,238,674    

  ２ 一般管理費  1,311,146 7,063,085 9.5 1,261,530 6,500,205 8.5 △562,879 

    営業利益   731,884 1.0  943,318 1.2 211,433 

         

Ⅳ 営業外収益         

  １ 受取利息 ※３ 173,782   165,826    

  ２ 受取配当金 ※３ 60,426   113,865    

  ３ 研究副産物売却益  20,258   22,491    

  ４ 雑収入  100,677 355,145 0.4 107,009 409,192 0.5 54,047 

         

Ⅴ 営業外費用         

  １ 支払利息  267,291   229,477    
  ２ 貸倒引当金繰入額  ―   82,801    

  ３ 雑支出  58,848 326,140 0.4 27,457 339,736 0.4 13,596 

    経常利益   760,889 1.0  1,012,774 1.3 251,884 
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前事業年度 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
百分比 
(％) 

金額(千円) 
百分比 
(％) 

 
増減金額 
(千円) 

 

Ⅵ 特別利益         

  １ 固定資産売却益 ※４ 4,408   1,458    

  ２ 償却債権取立益  ―   12,030    

  ３ 貸倒引当金戻入益  89,607   54,542    

  ４ 投資損失引当金戻入益  ―   209,220    

  ５ 投資有価証券売却益  343,793 437,810 0.6 359,869 637,121 0.8 199,310 

         

Ⅶ 特別損失         

  １ 固定資産売却損 ※５ 2,527   6    

  ２ 固定資産除却損 ※６ 12,605   88,670    

  ３ 減損損失 ※７ ―   77,538    

  ４ 子会社整理損失 ※８ ―   25,880    

  ５ 投資有価証券評価損  ―   759    

  ６ 貸倒引当金繰入額  33,800   247,319    

  ７ 投資損失引当金繰入額  ―   63,000    

  ８ 関係会社事業損失 
    引当金繰入額 

 229,200   506,000    

  ９ 役員退職慰労金  19,352 297,485 0.4 22,922 1,032,096 1.3 734,610 

    税引前当期純利益   901,214 1.2  617,799 0.8 △283,415 

    法人税、住民税 
    及び事業税 

 282,494   347,603    

    法人税等調整額  271,619 554,113 0.7 172,308 519,911 0.7 △34,201 

    当期純利益   347,100 0.5  97,887 0.1 △249,213 

    前期繰越利益   624,942   745,498   

    当期未処分利益   972,042   843,386   
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３．利益処分案 
 

  
前事業年度 
株主総会承認日 

(平成17年６月29日) 

当事業年度 
株主総会承認予定日 
(平成18年６月29日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 金額(千円) 

Ⅰ 当期未処分利益   972,042  843,386 

Ⅱ 利益処分額      

 １ 株主配当金  215,543  215,520  

 ２ 役員賞与金  11,000 226,543 ― 215,520 

   (うち監査役賞与金)  (1,000)  (―)  

Ⅲ 次期繰越利益   745,498  627,865 
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重要な会計方針 
 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１ 有価証券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によっております。 

１ 有価証券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 

   同左 

 (2) 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)によっております。 

    時価のないもの 

     移動平均法による原価法によっております。 

 (2) その他有価証券 

    時価のあるもの 

     同左 

 

 

 

    時価のないもの 

     同左 

２ デリバティブ等の評価基準及び評価方法 

  デリバティブ(為替予約取引) 

  時価法によっております。 

２ デリバティブ等の評価基準及び評価方法 

  同左 

３ たな卸資産の評価基準及び評価方法 

  移動平均法による原価法 

３ たな卸資産の評価基準及び評価方法 

  同左 

４ 固定資産の減価償却の方法 

  有形固定資産 

  定率法によっております。 

   ただし、動物及び平成10年４月１日以降に取得し

た建物(建物附属設備を除く)については定額法を採

用しております。 

   なお、耐用年数及び残存価額については、法人税

法に規定する方法と同一の基準によっております。 

４ 固定資産の減価償却の方法 

  有形固定資産 

  定率法によっております。 

   ただし、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)については定額法を採用してお

ります。 

   なお、耐用年数及び残存価額については、法人税

法に規定する方法と同一の基準によっております。 

  無形固定資産 

  定額法によっております。 

   なお、耐用年数については、法人税法に規定する

方法と同一の基準によっております。 

   ただし、ソフトウェア(自社利用)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。 

  無形固定資産 

  同左 

  長期前払費用 

  定額法によっております。 

   なお、償却期間については、法人税法に規定する

方法と同一の基準によっております。 

  長期前払費用 

  同左 

５ 引当金の計上基準 

 (イ)貸倒引当金 

   債権の貸倒損失に備えるため、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。 

５ 引当金の計上基準 

 (イ)貸倒引当金 

   同左 
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前事業年度 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

 (ロ)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、当事業年度末に発生していると認められる額

を計上しております。 

   なお、会計基準変更時差異(1,160,314千円)につい

ては、10年による按分額を費用処理しております。 

   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(５年)による定額

法により、翌事業年度から費用処理することとし

ております。 

 (ロ)退職給付引当金 

   同左 

 (ハ)投資損失引当金 

   関係会社への投資額に対する損失に備えるため

に、関係会社の資産内容を検討して計上しており

ます。 

 (ハ)投資損失引当金 

   同左 

 (ニ)関係会社事業損失引当金 

   関係会社の事業の損失に備えるために、関係会社

に対する投融資額を超えて当社が負担することに

なる損失見込額を計上しております。 

 (ニ)関係会社事業損失引当金 

   同左 

６ 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。 

６ リース取引の処理方法 

  同左 

７ ヘッジ会計の方法 

 (1) ヘッジ会計の方法 

   為替予約取引については繰延ヘッジ処理によって

おります。また、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。 

７ ヘッジ会計の方法 

 (1) ヘッジ会計の方法 

   同左 

 (2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

   (ヘッジ手段)  (ヘッジ対象) 

   為替予約取引  原料輸入の外貨建 

           予定取引 

   金利スワップ  借入金の利息 

 (2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

   同左 

 (3) ヘッジ方針 

   外貨建取引のうち、当社に為替変動リスクが帰属

する場合は、そのリスクヘッジのため、実需原則

に基づき為替予約取引を行うものとしておりま

す。 

   金利関連のデリバティブ取引は、借入金利をヘッ

ジし将来の支払利息を確定させるための取引であ

り、実質的に固定金利建借入金と同じ効果を得る

目的でのみ行っております。 

 (3) ヘッジ方針 

   同左 

 (4) ヘッジの有効性評価の方法 

   為替予約取引については、ヘッジ手段とヘッジ対

象の為替変動による相関関係によって有効性を評

価しております。 

   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、有効性の評価を省略しており

ます。 

 (4) ヘッジの有効性評価の方法 

   同左 

８ その他財務諸表作成のための重要な事項 

   消費税等の会計処理方法 

   税抜方式を採用しております。 

８ その他財務諸表作成のための重要な事項 

   消費税等の会計処理方法 

   同左 
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会計処理の変更 
 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(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) 

 当事業年度から「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」(企業会計基準委員会 平

成15年10月31日 企業会計基準適用指針第６号)を適用

しております。 

 これにより税引前当期純利益が77,538千円減少してお

ります。 

 なお、減損損失累計額については、改正後の財務諸表

等規則に基づき当該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４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

   営業外費用の貸倒引当金繰入額は、営業外費用の総額

の10/100を超えたため、区分掲記することとしました。

なお、前事業年度は雑支出に5,020千円含まれておりま

す。 

 

追加情報 
 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

 「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

以後に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31,611千円増加し、

営業利益、経常利益及び税引前当期純利益が、31,611千

円減少しております。 
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注記事項 

貸借対照表関係 

 

前事業年度 
(平成17年３月31日) 

当事業年度 
(平成18年３月31日) 

※１担保に供している資産並びに担保付債務は次のとお

りであります。 

   担保資産 

建物  1,923,281 千円 (833,638) 千円 

構築物  101,283  (101,283)  

機械及び装置  1,074,308  (829,585)  

土地  1,798,177  (1,494,366)  

ソフトウェア  41,358  (―)  

投資有価証券  441,410  (―)  

合計  5,379,819  (3,258,873)  
 

※１担保に供している資産並びに担保付債務は次のとお

りであります。 

   担保資産 

建物  1,817,138 千円 (779,849) 千円 

構築物  92,368  (92,368)  

機械及び装置  1,184,545  (990,385)  

土地  1,798,177  (1,494,366)  

ソフトウェア  32,167  (―)  

投資有価証券  515,980  (―)  

合計  5,440,377  (3,356,970)  
 

   担保債務 

１年内返済予 
定長期借入金 

 617,080 
千円 

(38,800) 
千円 

長期借入金  3,423,540  (794,800)  

従業員預り金  328,731  (―)  

合計  4,369,351  (833,600)  

 上記のうち( )内書は財団抵当並びに当該債務を示し

ております。 

   担保債務 

１年内返済予 
定長期借入金 

 257,080 
千円 

(38,800) 
千円 

長期借入金  3,666,460  (756,000)  

従業員預り金  306,117  (―)  

合計  4,229,657  (794,800)  

 上記のうち( )内書は財団抵当並びに当該債務を示し

ております。 

※２授権株式数 普通株式 240,000,000株 

  発行済株式総数 普通株式 71,876,998株  

※２授権株式数 普通株式 240,000,000株 

  発行済株式総数 普通株式 71,876,998株  
※３自己株式 

  当社が保有する自己株式の数は、普通株式29,006株

であります。 

※３自己株式 

  当社が保有する自己株式の数は、普通株式36,838株

であります。 

※４関係会社に対する主な資産及び負債は次のとおりで

あります。 

売掛金 3,199,709 千円  

短期貸付金 4,180,467   

買掛金 651,974   

未払費用 443,260    

※４関係会社に対する主な資産及び負債は次のとおりで

あります。 

売掛金 3,361,864 千円  

短期貸付金 3,839,653   

買掛金 525,750    
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前事業年度 

(平成17年３月31日) 
当事業年度 

(平成18年３月31日) 

 ５保証債務 

  下記取引先の債務に対して、下記のとおり保証して

おります。 

 (1) 保証債務 

  北海道日配販売 
  ㈱ 

3,102,143 
千円 

(銀行借入保証) 

  ㈱第一ポートリ 
  ーファーム 

1,704,876 
 

〃 

  ㈱南九州畜産 
  センター 

589,080 
 

〃 

  ㈲駒里エック 
  ファーム 

520,136 
 

〃 

  ㈱秋田ファーム 515,900  〃 

  ㈱岩島産業 450,000  〃 

  ㈲香川畜産 407,120  〃 

  ニッパイフード 
  東海㈱ 

309,250 
 

〃 

  ㈲グリーンファ 
  ームソーゴ 

230,000 
 

〃 

  西日本マジック 
  パール㈱ 

229,600 
 

〃 

  ㈲武石忠興農場 225,630  〃 

  ㈱帯広ファーム 
  外16件 

1,311,387 
 

〃 

  ㈲カワフジ 
  外７件 

93,588 
 

(リース債務保証) 

  合計 9,688,712   
 

 ５保証債務 

  下記取引先の債務に対して、下記のとおり保証して

おります。 

 (1) 保証債務 

  北海道日配販売 
  ㈱ 

1,951,655 
千円 

(銀行借入保証) 

  ㈱第一ポートリ 
  ーファーム 

1,530,013 
 

〃 

  仙台飼料㈱ 560,000  〃 

  ㈱南九州畜産 
  センター 

546,520 
 

〃 

  ㈲駒里エック 
  ファーム 

490,832 
 

〃 

  ㈱秋田ファーム 454,048  〃 

  ㈲香川畜産 377,640  〃 

  ㈱岩島産業 350,000  〃 

  ニッパイフード 
  東海㈱ 

290,750 
 

〃 

  西日本マジック 
  パール㈱ 

231,700 
 

〃 

  ㈲グリーンファ 
  ームソーゴ 

227,440 
 

〃 

  ㈱帯広ファーム 222,285  〃 

  ㈲武石忠興農場 212,478  〃 

㈲東北グローイ
ング 外12件 

864,878 
 

〃 

  ㈲カワフジ 
  外５件 

56,603 
 

(リース債務保証) 

  合計 8,366,845   
 

 (2) 債務保証予約 

  苫小牧飼料㈱ 177,187 千円 (銀行借入保証) 

  ㈱住吉たまご 77,534  〃 

  ㈱金成ファーム 
  外１件 

52,680 
 

〃 

  合計 307,402    

 (2) 債務保証予約 

  苫小牧飼料㈱ 143,437 千円 (銀行借入保証) 

  ㈱住吉たまご 73,162  〃 

  ㈱金成ファーム 
  外１件 

14,760 
 

〃 

  合計 231,360    
 (3) 経営指導念書 

  苫小牧飼料㈱ 642,847 千円 (銀行借入保証) 

  ニッパイフード 
  東北㈱ 

139,000 
 

〃 

  合計 781,847    

 (3) 経営指導念書 

  苫小牧飼料㈱ 583,254 千円 (銀行借入保証) 

  ニッパイフード 
  東北㈱ 

155,000 
 

〃 

  合計 738,254    
※６国庫補助金の受入れ及び保険差益による取得原価か

ら控除されている圧縮記帳額は次のとおりでありま

す。 

  建物 6,146 千円 

  機械及び装置 41,686  

  合計 47,833  
  

※６国庫補助金の受入れ及び保険差益による取得原価か

ら控除されている圧縮記帳額は次のとおりでありま

す。 

  建物 6,146 千円 

  機械及び装置 41,686  

  合計 47,833  
  

 ７配当制限 

  商法施行規則第124条第３号に規定する金額は、

1,236,125千円であります。 

 ７配当制限 

  商法施行規則第124条第３号に規定する金額は、 

2,826,233千円であります。 
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損益計算書関係 
 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

※１ 他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。 

試供品費(販売費) 24,122千円 

研究開発費(一般管理費)等 17,213 

  

※１ 他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。 

試供品費(販売費) 15,375千円 

研究開発費(一般管理費)等 16,358 

  
※２ 販売費及び一般管理費のうち主なものは次のとお

りであります。 
  (1) 販売費 

販売手数料 180,773千円 

運賃積込賃 1,859,387 

販売奨励金等 363,829 

飼料価格安定基金負担金 1,159,363 

給料手当 654,492 

従業員賞与 297,470 

退職給付費用 172,489 

減価償却費 126,984 
  

※２ 販売費及び一般管理費のうち主なものは次のとお
りであります。 

  (1) 販売費 

販売手数料 172,376千円 

運賃積込賃 1,869,387 

販売奨励金等 339,912 

飼料価格安定基金負担金 645,341 

給料手当 649,289 

従業員賞与 279,963 

退職給付費用 147,723 

減価償却費 125,956 
  

  (2) 一般管理費 

給料手当 194,408千円 

従業員賞与 61,462 

退職給付費用 47,695 

減価償却費 82,200 

研究開発費 615,580 

なお、研究開発費は全額一般管理費に含まれ
ております。 

  

  (2) 一般管理費 

給料手当 195,514千円 

従業員賞与 71,707 

退職給付費用 41,428 

減価償却費 93,299 

研究開発費 576,971 

なお、研究開発費は全額一般管理費に含まれ
ております。 

  
※３ 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれ

ております。 

関係会社よりの受取利息 104,892 千円 

  

※３ 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれ
ております。 

関係会社よりの受取利息 109,056 千円 

関係会社よりの受取配当金 36,529  

  
※４ 固定資産売却益の内容は次のとおりであります。 

構築物 4,408千円 

計 4,408 

  

※４ 固定資産売却益の内容は次のとおりであります。 

構築物 1,159千円 

車輌運搬具 298 

計 1,458 

  
※５ 固定資産売却損の内容は次のとおりであります。 

機械及び装置 334千円 

動物 2,193 

計 2,527 

  

※５ 固定資産売却損の内容は次のとおりであります。 

構築物 6千円 

計 6 

  

※６ 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。 

建物 1,092千円 

構築物 1,702 

機械及び装置 8,995 

工具器具備品 768 

動物 46 

計 12,605 

  

※６ 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。 

建物 51,163千円 

構築物 2,305 

機械及び装置 34,842 

工具器具備品 358 

計 88,670 
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前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

※７ ※７ 減損損失 
   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 
金額 

(千円) 
遊休
資産 

 福岡県田川郡川崎町 
 外２件 

建物 
土地 

3,082 
74,455 

合計 ― ― 77,538 

 
   当社は、継続的に損益の把握を実施している単位

ごとに資産のグルーピングを行っております。た
だし、将来の使用が見込まれていない遊休資産に
ついては個々の物件単位でグルーピングを行って
おります。 

   帳簿価額に対し、時価が著しく低下した遊休資産
について帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当
該減少額77,538千円を減損損失として特別損失に
計上しております。 

   なお、当該遊休資産の回収可能価額は正味売却価
額により算定しており、土地については鑑定評価
に基づいて評価し、建物については備忘価額をも
って評価しております。  

 
※８ 
 

※８ 子会社整理損失はハイランドファーム株式会社の
清算によるものであります。 

 

 

リース取引関係 

 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３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 

(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 

(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 

 
取得価額 
相当額 

減価償却 
累計額相当額 

期末残高 
相当額 

工具器具 
備品 

千円 

331,876 
千円 

277,859 
千円 

54,016 

合計 331,876 277,859 54,016 

  

 
取得価額 
相当額 

減価償却 
累計額相当額 

期末残高 
相当額 

工具器具 
備品 

千円 

79,534 
千円 

59,054 
千円 

20,479 

合計 79,534 59,054 20,479 

  
 (2) 未経過リース料期末残高相当額 

  １年内 33,536千円 

  １年超 20,479  

  合計 54,016  

  (注) 取得価額相当額及び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。 

 (2) 未経過リース料期末残高相当額 

  １年内 8,975 千円 

  １年超 11,503  

  合計 20,479  

    同左 

 (3) 支払リース料及び減価償却費相当額 

 支払リース料 69,028千円 

 減価償却費相当額 69,028  
 

 (3) 支払リース料及び減価償却費相当額 

 支払リース料 33,398 千円 

 減価償却費相当額 33,398  
 

 (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 
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前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

２ オペレーティング・リース取引 

(借主側) 

   未経過リース料 

  １年内 7,480千円 

  １年超 13,175  

  合計 20,655  

 

２ オペレーティング・リース取引 

(借主側) 

   未経過リース料 

  １年内 6,943 千円 

  １年超 9,098  

  合計 16,041  

 
 

 

有価証券関係 

前事業年度(平成17年３月31日) 

  子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

 

当事業年度(平成18年３月31日) 

  子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

 

税効果会計関係 

 

前事業年度 
(平成17年３月31日) 

当事業年度 
(平成18年３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 1,551,345千円 

 退職給付引当金 544,880 

 賞与引当金 144,506 

 株式評価損 74,286 

 事業税 15,453 

 ゴルフ会員権評価損 20,254 

 その他 26,206 
   
  繰延税金資産小計 2,376,933 

 評価性引当額 1,318,929 

  繰延税金資産合計 1,058,004 

 (繰延税金負債)  

 その他有価証券評価差額金 846,296 

  繰延税金負債合計 846,296 

  繰延税金資産の純額 211,707 
  

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 1,628,842千円 

 退職給付引当金 532,105 

 賞与引当金 131,155 

 株式評価損 74,595 

 固定資産減損損失 31,511 

 事業税 21,869 

 ゴルフ会員権評価損 20,254 

 その他 20,032 
   
  繰延税金資産小計 2,460,367 

 評価性引当額 1,574,671 

  繰延税金資産合計 885,695 

 (繰延税金負債)  

 その他有価証券評価差額金 1,934,941 

  繰延税金負債合計 1,934,941 

  繰延税金資産の純額 △1,049,245 
  

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 40.6％ 

 (調整)  

 交際費等永久に損金に 
 算入されない項目 

1.4 

 受取配当金等永久に益金に 
 算入されない項目 

△0.3 

 住民税均等割等 2.9 

 評価性引当金 17.7 

 IT投資減税による税額控除 △1.7 

 その他 0.8 

  税効果会計適用後の 
  法人税等の負担率 

61.5 

  

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 40.6％ 

 (調整)  

 交際費等永久に損金に 
 算入されない項目 

2.7 

 受取配当金等永久に益金に 
 算入されない項目 

△3.7 

 住民税均等割等 4.3 

 評価性引当金 41.4 

 IT投資減税による税額控除 △1.1 

 その他 △0.1 

  税効果会計適用後の 
  法人税等の負担率 

84.1 
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１株当たり情報 
 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(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 152.14円 １株当たり純資産額 172.63円 

１株当たり当期純利益 4.68円 １株当たり当期純利益 1.36円 

  なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益につい

ては、潜在株式がないため記載しておりません。 

    同左 

(注) １株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
前事業年度 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(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) 347,100 97,887 

普通株主に帰属しない金額(千円)   

 利益処分による役員賞与金 11,000 ― 

普通株式に係る当期純利益(千円) 336,100 97,887 

普通株式の期中平均株式数(千株) 71,852 71,844 

 

 

重要な後発事象 

 該当事項はありません。 
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Ⅱ.部門別比較売上高 
（金額：千円） 

前事業年度 

自 平成１６年４月 １日 

至 平成１７年３月３１日 

当事業年度 

自 平成１７年４月 １日 

至 平成１８年３月３１日 

期別 

 

区分 
金  額 構成比 金  額 構成比 

   ％   ％ 

養 鶏 用 19,030,795  25.7 18,351,025  24.0 

養 牛 用 14,597,293  19.7 15,396,131  20.1 

養 豚 用 12,260,058  16.5 11,504,106  15.0  

養 魚 用 6,986,648  9.4 6,871,351  9.0 

その他の飼料 2,783,342  3.7 2,826,369  3.7 

飼料部門 

小 計 55,658,138  75.0 54,948,985  71.9 

畜 産 商 品 11,838,696  16.0 14,024,281  18.3 
畜産部門 

小   計 11,838,696  16.0 14,024,281  18.3 

その他の部門 6,645,090  9.0 7,502,280  9.8 

合    計 74,141,926  100.0 76,475,547  100.0 

 

 

Ⅲ．役員の異動 
 

（平成１８年６月２９日付予定） 

 

１．新任監査役候補 

 

  監査役（非常勤） 椿     勲 （現 公認会計士 ㈱椿総合経営研究所代表） 

 

  

２．退任予定取締役 

 

  監査役（非常勤） 大 里 正 芳 

 

 

３．昇格予定取締役 

 

 常務取締役 河 村 政 文 （現 取締役九州支社長 

兼九州支社業務部長） 

 

 


