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１．平成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 （百万円未満切り捨て）

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 17,808 18.5 539 △36.0 539 △33.8
17年３月期 15,027 21.5 844 17.9 815 33.9

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 190 △61.3 3,220 91 － － 7.2 7.2 3.0
17年３月期 492 50.2 10,048 36 － － 27.1 12.8 5.4

（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　
②１株当たり当期純利益は、平成17年７月20日に実施した１対４の株式分割後の株式数で遡及計算しております。
期中平均株式数
（分割後に換算）

18年３月期 59,168.22株 17年３月期 48,018.63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）配当状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （百万円未満切り捨て）
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３月期 407 00 0 00 407 00 24 12.6 0.8
17年３月期 406 25 0 00 406 25 19 4.0 0.9
（注）①新株1株当たり年間配当金　　　18年３月期　　　　　　　　407円00銭　17年３月期　　　　　　　　65円50銭

②１株当たり年間配当金は、平成17年７月20日に実施した１対４の株式分割後の株式数で遡及計算しております。
(3）財政状態 （百万円未満切り捨て）

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 7,933 3,178 40.1 53,544 42
17年３月期 7,051 2,081 29.5 41,969 17

（注）①１株当たり株主資本は、平成17年７月20日に実施した１対４の株式分割後の株式数で遡及計算しております。
期末発行済株式数
（分割後に換算）

18年３月期 59,360株 17年３月期 49,360株

②期末自己株式数 18年３月期 －株 17年３月期 －株

(4）キャッシュ・フローの状況 （百万円未満切り捨て）
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 △536 44 510 699
17年３月期 △174 △264 326 677

２．平成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）  

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 9,100 240 118 0 00 　― 　―
通　期 18,500 550 260 　― 650 00 650 00

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　4,380円05銭（18年３月期末発行済株式数59,360株にて算出）
※　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８ページを参照して下さい。
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１．企業集団の状況

 

当社は、㈱加ト吉の連結子会社であり、同社を中心とする企業集団の一員となっております。加ト吉グループは、事

業内容の区分により「食品事業」「サービス事業」の２事業部門76社から構成されており、当社は、「食品事業」の内、

「国内における食品の加工・製造・販売」に属しております。

当社は、あなご、うなぎを中心に、中国の協力工場が製造し冷凍保存した商品を輸入し、業務用食材として水産物卸

問屋・中卸業者・量販店・回転寿司チェーン・外食産業等へ販売しております。

あなご、うなぎの他、得意先の要望に応じて、サバ、赤貝、イカ、サーモン、その他の商品を仕入し販売しております。

また、新規事業として前事業年度から鶏卵商品の取り扱いを開始し、国内の加工業者から仕入たものを量販店・回転

寿司チェーン・外食産業等へ販売しております。

親会社㈱加ト吉との取引内容　　　

仕入：得意先からの注文により仕入商品として仕入し、販売する取引

販売：加ト吉グループ内における「あなご」商品については当社が独占的に取り扱っており、㈱加ト吉

にも「あなご」「うなぎ」を中心に「寿司種」の販売を行っております。

［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。
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２．経営方針

 

(1）会社の経営の基本方針

当社は、「我々は食文化のエキスパート。フードサプライヤーとしての使命を果たします。」という経営基本方

針を掲げ、次の３項目を経営理念としております。

※　安全・安心な食文化を創造することにより社会貢献します。

※　食材供給のエキスパートとして、世になくてはならない存在となります。

※　社員個々の自己実現のため切磋琢磨する場であり続けます。

また、当社は平成17年４月８日に株式会社ジャスダック証券取引所に上場し、パブリックカンパニーとしての責

務を果たしていくために、第22期の全社目標として次の４項目に取り組み、お客様、従業員、株主様など当社を取

り巻く関係者の利益の最大化を目指してまいります。

※　品質管理の徹底

※　第２の柱・鶏卵商品の確立

※　エンドユーザーを常に意識した事業活動

※　公開企業としての管理体制の充実

(2）会社の利益配分に関する基本方針

当社は、利益配分につきましては、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、利

益水準とのバランスを考慮しながら安定した配当を継続して実施していくことを基本方針としております。　

内部留保につきましては、今後予想される経営環境の変化に対応すべく、今まで以上にコスト競争力を高め、市

場ニーズ・顧客ニーズにきめ細かに応えつつ、商品の品質管理を徹底的に追及して効率的かつ高い信頼性を誇りう

る企業体質の確立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）投資単位の引下げに関する考え方及び方針等

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すのに有効な手段であると考えております。

また、当社の株式につきましては、株式市場での流動性を高めるためにも有効な手段であると考えております。

当社といたしましては、ＩＲ活動を通じ、当社の事業内容などの説明を充分したうえで、株価の推移や株式市場

の動向などを勘案し、前向きに検討してまいります。

(4）目標とする経営指標

当社は、消費者・販売者・当社の三者が共に納得できる商品の販売を目指しておりますので、売上金額の拡大の

みを目指すのではなく、利益率を重視しております。とりわけ、売上高経常利益率につきましては、5.0％を目標と

しております。当事業年度におきましては、3.0％と目標を達成できませんでしたが、今後、更に付加価値の高い商

品開発を行い、消費者・取引先の満足度も高めつつ、利益率の改善に取組み、5.0％以上の目標を達成するよう努力

してまいります。

(5）中長期的な会社の経営戦略

当社は、あなご商品に関しましては、ビジネスモデルが確立され販売経路も確立されております。この販売経路

を生かして事業展開できる商品を投入していくことにより、成長していくことを経営戦略としております。前事業

年度より取組みを開始しました鶏卵事業は、その一環で、第２の柱として確立してまいります。

(6）会社の対処すべき課題

当社は、あなご、うなぎを中心に、海外協力工場と当社を結ぶ生産・在庫管理ネットワークシステムを構築し、

品質管理の徹底、顧客ニーズへの細やかな対応により、業容を拡大してまいりました。

消費市場の拡大により、当社の主要な販売先である量販店における惣菜部門、外食産業は今後とも伸長していく

ことが見込まれ、当社の取扱い商品の需要そのものは拡大していくものと考えております。ただ、その中で厳しい

選別が行われ、強者への集中が行われ弱者は市場から排除されてゆくものと考えられます。

当社の優位性を維持し競争力を拡大するために、今後、次のことを課題として取り組んでまいります。

－ 3 －



① 規格外原料の商品化

現在、原料となるあなごは、100％天然物であるため漁獲時はサイズが不揃いであります。中国の協力工場で

はあなごを船単位で購入し製造を行うため、あなごの中には規格外のものが多く含まれることとなります。小

サイズのためこれまで規格外であったあなごを天ぷら用商品に加工するなど一部については商品化に成功いた

しましたが、引き続き規格外サイズのあなごの商品化を図ってまいります。

同時に、あなごそのものを売れ筋サイズにするための蓄養（注）についても取り組んでまいります。

（注）漁獲した活あなごで規格外の小サイズのものを短期間の養殖を行ってサイズアップさせ、規格に適合

するあなごとすることであります。

② 新商品の開発

当社の主力商品であるあなご商品につきましては、原料であるあなごが天然資源であるところから漁獲量の

変動、資源の枯渇等の問題により中食市場、外食市場の成長と同様に拡大することは困難と思われます。また、

あなご商品比率を今後も高率で維持することは、漁獲量による業績への影響がより大きく反映されることとな

ります。今後はあなご商品販売額を維持しながら、鶏卵商品・うなぎ商品・その他商品の販売を伸ばすととも

に、新たな柱となる商品の開発を行ってまいります。

③ 資金力の強化

あなごの漁獲は春漁と秋漁の２シーズン制となっており、あなごの仕入が、この時期に集中します。この時

期に協力工場に良質なあなごを大量に仕入、集中的に製造を行わせるようにし、それらを当社が購入すること

で質的、量的に良質な製品の確保ができます。そのために、資金調達の多様化を行い、協力工場の仕入資金支

援を政策的に進め、原料であるあなごの大量かつ効果的、機動的買付けを図ってまいります。

(7）親会社等に関する事項

① 親会社等の商号等

親会社等 属性
親会社等の議決権所有割合

（％）

親会社等が発行する株券が上

場されている証券取引所等

株式会社加ト吉 親会社 55.18

株式会社東京証券取引所

市場第一部

株式会社大阪証券取引所

市場第一部

② 親会社等のうち、上場会社に与える影響が最も大きいと認められる会社の商号又は名称及びその理由

上場会社に与える影響が最も大きいと考えられる会社の商

号又は名称
株式会社加ト吉

その理由 当社に対する議決権比率が高く、営業上の取引もあるため

③ 株式会社加ト吉との関係

株式会社加ト吉は、平成18年３月31日現在、55.18％の議決権を所有しており同社役員２名が当社の役員を兼務

しております。

加ト吉グループは、事業内容の区分により「食品事業」「サービス事業」の２事業部門76社から構成されてお

り、当社は、「食品事業」の内、「国内における食品の加工・製造・販売」に属しております。

同グループ内における「あなご」商品については当社が独占的に取り扱っており、同社にも「あなご」「うな

ぎ」を中心に「寿司種」の販売を行っております。また同社から「その他商品」の仕入を行っております。

④ 株式会社加ト吉との取引に関する事項

「関連当事者との取引」に記載のとおりであります。

(8）その他、会社の経営上の重要な事項

該当事項はありません。
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３．経営成績及び財政状態
(1）経営成績

当事業年度におけるわが国の経済は、企業収益が高水準で推移し、設備投資が拡大するなど着実な景気回復基調

が続きました。

個人消費の面も雇用回復や所得の安定を受けて、景気回復のすそ野は広がり消費マインドも上向きつつあります

が、需要への直結には至っておりません。

当社の主要事業である業務用食材の国内市場も、外食産業（回転寿司チェーン他）中食業界（量販店、コンビニ

エンスストア他）ともに、業態を超えた競合が激化し、依然として食の安全性に係る諸問題が継続するなど、引続

き厳しい環境下での経営を強いられました。

このような環境下において当社は、あなご商品をはじめとしてお客様から信頼いただける食材を、リーズナブル

な価格でいつでも提供させていただくことを存在意義としまして、事業を展開してまいりました。

当事業年度の売上高は17,808百万円（前期比18.5％増）となりました。商品別の販売状況は次のとおりであります。

（あなご商品）

引続き営業努力を行ったものの、一時的な価格競争の激化などにより、7,745百万円（同5.0％減）と前事業年

度を下回ることとなりました。

（鶏卵商品）

株式会社フジキとの合併により新規商品として取り組みを始め、合併によるシナジー効果及び積極的な営業活

動の結果、4,277百万円（新規商品につき前期の通期実績なし）とあなごに次ぐ主力商品となりました。

（うなぎ商品）

中国産うなぎから基準値以上の薬剤が検出され、中国側で輸出禁止措置がとられたことなどの影響を受け、

1,592百万円（同19.9％減）と前事業年度を大幅に下回りました。

（その他商品）

当社のもつ多彩な販売ルートを活かし、営業活動に注力した結果、3,930百万円（同15.6％増）と大幅に伸張　

いたしました。

（タレ、調味料等）

協力工場の在庫状況等の影響を受けるものであり、262百万円（同21.2％減）と減少いたしました。

一方、利益面につきましては、山陰支店を閉鎖するなど経費の削減努力を引続き行ったものの、主力商品である

あなご商品の価格競争、仕入原価上昇などの影響を受け、また減損損失を計上したことなどにより、営業利益539百

万円（同36.0％減）、経常利益539百万円（同33.8％減）、当期純利益190百万円（同61.3％減）と大幅な減益とな

りました。

 

－ 5 －



(2）財政状態

① キャッシュ・フローの状況

当事業年度における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前事業年度末に比べ21百万円増加し、

当事業年度末には699百万円となりました。

当事業年度中における各キャッシュ・フローの状況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）

当事業年度において営業活動の結果使用した資金は536百万円（前期比361百万円支出増）となりました。こ

れは主に、税引前当期純利益405百万円、仕入債務の増加額151百万円などにより資金が増加したものの、売上

債権の増加額314百万円、前渡金の増加額567百万円、たな卸資産の増加額109百万円、法人税等の支払額262百

万円などにより資金が減少したこと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）

当事業年度において投資活動の結果得られた資金は44百万円（前期は264百万円の使用）となりました。これ

は主に、定期預金の預入による支出916百万円、有形固定資産の取得による支出99百万円などにより資金が減少

したものの、定期預金の払戻による収入771百万円、有形固定資産の減少による収入100百万円、保険の解約に

よる収入205百万円などにより資金が増加し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）

当事業年度において財務活動の結果得られた資金は510百万円（前期比184百万円収入増）となりました。こ

れは主に、短期借入金の純減額310百万円などにより資金が減少したものの、株式の発行による収入928百万円

により資金が増加したことによるものであります。

② キャッシュ・フロー指標のトレンド

平成16年３月期 平成17年３月期 平成18年３月期

株主資本比率 (％) 27.5 29.5 40.1

時価ベースの株主資本比率(％) － － 60.5

債務償還年数 (年) － － －

インタレスト・カバレッジ・レシオ (倍) － －  －

(注) 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

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

※　有利子負債は、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。

※　営業キャッシュ・フロー及び利払いは、キャッシュ・フロー計算書に計上されている「営業活動によるキャッシュ・

フロー」及び「利息の支払額」を用いております。

※　平成17年４月８日上場のため、平成16年３月期及び平成17年３月期の時価ベースの株主資本比率の表示は省略して

おります。

※　営業キャッシュ・フローがマイナスの場合、表示は省略しております。
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(3）事業等のリスク　　

投資家の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には、次のようなものがあります。

なお、文中の将来に関する事項は、発表日現在において当社が判断したものであります。

① 主力商品であるあなごの仕入について

当社の主力商品はあなご商品であり、平成18年３月期の同商品の売上高は売上高全体の43.5%を占めております。

あなご商品は原料のあなごが全て天然資源であるため、商品の生産量は天候等による漁獲量の変動によって制約

を受けます。不漁の場合、仕入価格の上昇が当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。また、乱獲が行われ

れば将来資源の枯渇といった問題が発生する可能性があります。さらに、あなご商品は大部分が中国・韓国の協

力工場で生産し、これを輸入する体制をとっているため、協力工場自体の経営状況と同工場の当社に対する政策

変更が生じた場合には当社との取引状況が変化する可能性があります。

また、将来それらの国の当局による輸出に対する規制が行われる場合又はわが国の当局による輸入に対する規

制・課税強化が行われる場合は、商品の輸入が制限を受けたり仕入価格が上昇することにより、当社の業績に影

響を及ぼす可能性があります。

② 為替変動による商品仕入価格の変動について

当社の主力商品であるあなご商品は中国・韓国からの輸入に依存しており、現在は一部の円建てのものを除き

ほとんどが米ドル建ての価格設定となっております。このため円/米ドルの為替レート変動により仕入価格が変動

いたします。更に、現在は中国元と米ドルが連動しているため、中国からの輸入は米ドルによる決済となってお

りますが、今後、中国元が米ドルとの連動を離れ、切り上げられる場合には、決済通貨の変更、外貨建て価格の

変更等を行う可能性があり、仕入価格の大幅な上昇が当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

③ 当社の親会社である㈱加ト吉との関係について

当社の親会社は㈱加ト吉であり平成18年３月31日現在、当社議決権の55.18%を同社が所有しており同社役員２

名が当社の役員を兼務しております。

当社は冷凍食品等食品を主力とする同社を中心とするグループ企業群の中で事業区分により「国内における食

品の加工・製造・販売」に属しております。当社は、加ト吉グループの中であなご商品について独占的に取り扱っ

ており、当社より加ト吉グループへあなご商品を販売する他、その他商品の販売も行っております。

当社はあなご商品の納入により国内の量販店、外食産業等に太い取引パイプを築いており、関連水産品の販売

についても積極的に取り組んでおります。あなご以外の商品について、多くのアイテムを有する㈱加ト吉及びグ

ループ企業から商品の仕入を行い、顧客に販売を行っております。

当社と㈱加ト吉との取引は平成18年３月期において売上高の25.9％、仕入高の7.0％を占めております。当社は

当社の販売ルートの他、必要に応じ同社の販路を活用して売上拡大を行うことができ、グループとしてのメリッ

トの享受が可能であります。同社との取引が縮小すれば、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。同社と

の取引については、「関連当事者との取引」に記載のとおりであります。

④ 未引取の商社在庫

当社は、海外の協力工場からのあなご等主力商品の輸入を代行商社に業務委託しております。輸入代行商社は

当社に在庫与信枠を設定し、当社が販売のため必要とし、輸入代行商社より当社への名義変更依頼を行うまで輸

入した商品を商社の在庫として保有します。

当社は、当該商品の保税倉庫入庫日より１年内の引取義務がありますが、名義変更まで所有権は輸入代行商社

に有るため、それら商品は当社の在庫として貸借対照表に計上しておりません。当社はそれら商社在庫商品につ

いても、通関が完了し倉庫に入荷次第、当社の統合システムに反映され自社在庫商品と同様な在庫管理を行って

おります。

なお、商社在庫金額は平成18年３月末で410百万円であります。

⑤ 法的規制について

当社の事業に関しての法的規制は次のとおりであります。

①食品衛生法、②食品表示に関する法律、③製造物責任法（Ｐ/Ｌ法）等があります。

これらの法的規制が強化された場合には、管理コストや設備投資等の新たな費用が発生すること等により当社

の業績に影響を及ぼす可能性があります。
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⑥ 鶏卵商品について

当社の第２の事業の柱であります鶏卵商品は、原料となる鶏卵の価格が市場相場の変動の影響を受けるもので

あり、原料の市場価格が大幅に高騰（＝仕入コストの上昇）すると、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

さらに鳥インフルエンザのような食品の安全性に予期せぬ事態が発生した場合、売上・仕入の両面に影響を及

ぼす可能性があります。

(4) 次期の見通し

食品業界は、鳥インフルエンザやＢＳＥといった安全性に係る問題の発生による消費の減少からなかなか立ち直

れない状況が続いております。

こうした状況下におきまして、当社は、安全で安心な食材を供給し続けることにより、消費者の信頼を得ること

が当社の成長につながるという意識で事業活動を行ってまいります。また、変化の激しい消費者の嗜好に柔軟に対

応できる商品開発を行うことにより消費者の支持を得て成長につなげてまいります。

平成19年３月期につきましては、鶏卵商品を第２の事業の柱として確立することにより成長を維持し、売上高

18,500百万円、経常利益550百万円、当期純利益260百万円を見込んでおります。

なお、この業績予想は、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、実際の業績は今後様々

な要因によって予想数値と異なる場合があります。
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４．個別財務諸表等
(1）貸借対照表

  
第20期事業年度

（平成17年３月31日）
第21期事業年度

（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   1,233,304   1,400,508   

２．受取手形   5,483   1,295   

３．売掛金 ※３  2,684,298   3,000,987   

４．商品   1,004,545   1,113,754   

５．前渡金   250,879   818,012   

６．前払費用   17,200   18,341   

７．繰延税金資産   29,779   28,534   

８．その他流動資産   93,174   74,017   

貸倒引当金   △1,950   △3,152   

流動資産合計   5,316,716 75.4  6,452,298 81.3 1,135,582

Ⅱ　固定資産         

(1）有形固定資産         

１．建物 ※１ 505,259   505,943    

減価償却累計額  178,537 326,721  199,381 306,561   

２．機械及び装置  93,288   102,855    

減価償却累計額  70,049 23,239  77,184 25,671   

３．車両運搬具  51,192   79,704    

減価償却累計額  26,469 24,723  41,861 37,843   

４．工具器具備品  40,023   59,689    

減価償却累計額  27,405 12,618  34,606 25,083   

５．土地 ※１  549,910   393,827   

６．建設仮勘定   105,250   －   

有形固定資産合計   1,042,464 14.8  788,987 10.0 △253,476
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第20期事業年度

（平成17年３月31日）
第21期事業年度

（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）

(2）無形固定資産         

１．ソフトウェア   3,852   4,532   

２．電話加入権   1,380   1,380   

３．水道施設利用権   3,102   2,728   

無形固定資産合計   8,336 0.1  8,642 0.1 305

(3）投資その他の資産         

１．投資有価証券   15,774   17,611   

２．出資金   590   230   

３．従業員長期貸付金   1,080   720   

４．破産更生債権   2,407   4,573   

５．長期前払費用   14,843   7,580   

６．繰延税金資産   3,632   82,134   

７．投資不動産 ※１ 78,409   78,409    

減価償却累計額  7,092 71,316  8,571 69,837   

８．保証金   333,931   330,383   

９．会員権   10,380   10,130   

10．保険積立金   136,929   69,621   

11．長期性預金   100,000   100,000   

貸倒引当金   △6,509   △9,019   

投資その他の資産合計   684,376 9.7  683,804 8.6 △572

固定資産合計   1,735,177 24.6  1,481,433 18.7 △253,743

資産合計   7,051,893 100.0  7,933,732 100.0 881,838
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第20期事業年度

（平成17年３月31日）
第21期事業年度

（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   －   716,970   

２．買掛金 ※３  2,714,395   2,149,254   

３．短期借入金 ※１  1,910,280   1,600,000   

４．１年内返済長期借入金 ※１  56,700   －   

５．未払金   101,582   100,649   

６．未払費用   13,810   12,381   

７．未払法人税等   113,950   142,446   

８．未払消費税等   21,417   2,406   

９．前受金   14,990   11,667   

10．預り金   8,379   7,001   

11．賞与引当金   12,688   12,208   

12．その他流動負債   2,100   350   

流動負債合計   4,970,295 70.5  4,755,335 59.9 △214,959

負債合計   4,970,295 70.5  4,755,335 59.9 △214,959
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第20期事業年度

（平成17年３月31日）
第21期事業年度

（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）

（資本の部）         

Ⅰ　資本金 ※２  276,875 3.9  627,500 7.9 350,625

Ⅱ　資本剰余金         

資本準備金  160,417   744,792    

資本剰余金合計   160,417 2.3  744,792 9.4 584,375

Ⅲ　利益剰余金         

１．利益準備金  4,210   4,210    

２．任意積立金         

　別途積立金  509,500   1,000,000    

３．当期未処分利益  1,132,346   802,914    

利益剰余金合計   1,646,056 23.3  1,807,124 22.8 161,068

Ⅳ　その他有価証券評価差額
金

  △1,750 △0.0  △1,020 △0.0 730

資本合計   2,081,598 29.5  3,178,396 40.1 1,096,798

負債・資本合計   7,051,893 100.0  7,933,732 100.0 881,838
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(2）損益計算書

  
第20期事業年度

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

第21期事業年度
（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 ※１  15,027,790 100.0  17,808,881 100.0 2,781,091

Ⅱ　売上原価         

１．期首商品たな卸高  810,904   1,004,545    

２．当期商品仕入高 ※１ 12,789,416   15,576,349    

合計  13,600,320   16,580,895    

３．期末商品たな卸高  1,004,545 12,595,774 83.8 1,113,754 15,467,140 86.9 2,871,365

売上総利益   2,432,015 16.2  2,341,740 13.1 △90,274

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※２  1,587,946 10.6  1,801,836 10.1 213,890

営業利益   844,068 5.6  539,904 3.0 △304,164

Ⅳ　営業外収益         

１．受取利息  5,879   5,338    

２．受取配当金  16   20    

３．賃貸収入  4,715   6,524    

４．デリバティブ評価益  104,887   －    

５．為替差益  －   4,112    

６．保険解約益  －   37,615    

７．その他  4,881 120,379 0.8 2,001 55,614 0.3 △64,765

Ⅴ　営業外費用         

１．支払利息  21,161   19,458    

２．新株発行費  －   6,003    

３．為替差損  97,760   －    

４．株式公開費用  25,515   21,379    

５．その他  4,990 149,426 1.0 8,820 55,663 0.3 △93,763

経常利益   815,021 5.4  539,854 3.0 △275,166

Ⅵ　特別利益         

１．貸倒引当金戻入益  47   －    

２．保険解約益  75,483 75,530 0.5 64,894 64,894 0.4 △10,635
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第20期事業年度

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

第21期事業年度
（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．固定資産除却損 ※３ 7,432   1,602    

２．固定資産売却損 ※４ 57   －    

３．会員権評価損  1,510   －    

４．減損損失 ※５ － 9,000 0.0 197,290 198,892 1.1 189,891

税引前当期純利益   881,551 5.9  405,857 2.3 △475,693

法人税、住民税及び事
業税

 273,718   293,037    

法人税等調整額  115,324 389,042 2.6 △77,755 215,282 1.2 △173,760

当期純利益   492,508 3.3  190,575 1.1 △301,932

前期繰越利益   621,232   612,339   

合併による未処分利益
受入額

  18,605   －   

当期未処分利益   1,132,346   802,914   
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(3）キャッシュ・フロー計算書

  
第20期事業年度

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

第21期事業年度
（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

    

税引前当期純利益  881,551 405,857  

減価償却費  46,073 58,912  

貸倒引当金の増減額
（減少：△）

 △47 3,712  

賞与引当金の増減額
（減少：△）

 2,991 △480  

受取利息及び受取配当金  △5,895 △5,359  

デリバティブ評価益  △104,887 －  

支払利息  21,161 19,458  

新株発行費  － 6,003  

為替差損益（差益：△）  93,613 △2,402  

保険解約益  △75,483 △102,510  

固定資産除却損  7,432 1,602  

固定資産売却損  57 －  

減損損失  － 197,290  

売上債権の増加額  △798,739 △314,683  

前渡金の増加額  △229,591 △567,133  

たな卸資産の増加額  △193,641 △109,208  

仕入債務の増加額  479,285 151,829  

役員賞与の支払額  － △10,000  

その他  74,880 9,502  

小計  198,761 △257,608  

利息及び配当金の受取額  2,030 2,853  

利息の支払額  △21,294 △18,687  

法人税等の支払額  △353,746 △262,743  

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 △174,249 △536,186 △361,936
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第20期事業年度

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

第21期事業年度
（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

    

定期預金の預入による支
出

 △715,030 △916,869  

定期預金の払戻による収
入

 581,101 771,645  

有形固定資産の取得によ
る支出

 △187,861 △99,419  

有形固定資産の売却によ
る収入

 1,151 －  

有形固定資産の減少によ
る収入

 － 100,000  

無形固定資産の取得によ
る支出

 △877 △1,548  

投資有価証券の取得によ
る支出

 △15,605 △607  

貸付けによる支出  － △50,000  

貸付金の回収による収入  700 360  

保険積立金の増加による
支出

 △9,404 △25,326  

保険の解約による収入  154,546 205,281  

その他  △73,071 61,339  

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 △264,351 44,853 309,204

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額  443,480 △310,284  

長期借入金の返済による
支出

 △90,524 △56,700  

株式の発行による収入  － 928,996  

配当金の支払額  △13,204 △19,507  

その他  △13,606 △31,594  

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 326,144 510,910 184,765

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る
換算差額

 △93,613 2,402 96,016

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減
額（減少額：△）

 △206,070 21,979 228,050

Ⅵ　合併による増加  187,029 － △187,029

Ⅶ　現金及び現金同等物の期首
残高

 696,812 677,771  

Ⅷ　現金及び現金同等物の期末
残高

 677,771 699,751 21,979
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(4）利益処分案

  
第20期事業年度

（株主総会承認日
平成17年６月23日）

第21期事業年度
（株主総会承認予定日

平成18年６月23日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

Ⅰ　当期未処分利益   1,132,346  802,914 △329,431

Ⅱ　利益処分額       

１．配当金  19,507  24,159   

２．役員賞与金  10,000  －   

（うち監査役賞与金）  (720)  (－)   

３．任意積立金       

別途積立金  490,500 520,007 500,000 524,159 4,152

Ⅲ　次期繰越利益   612,339  278,755 △333,584
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重要な会計方針

項目
第20期事業年度

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

第21期事業年度
（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

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）

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

２．デリバティブの評価基準

及び評価方法

デリバティブ

　時価法によっております。

デリバティブ

同左

３．たな卸資産の評価基準及

び評価方法

商品

　個別法による原価法を採用しております。

商品

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、平成10年４月１日以

降取得の建物（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、主な耐用年数は以下のとおりで

あります。

建物　　　　　　　10～50年

機械及び装置　　　４～８年

(1）有形固定資産

同左

 (2）無形固定資産

　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）に基づいております。

(2）無形固定資産

同左

 (3）投資不動産

　定額法を採用しております。

(3）投資不動産

同左

５．繰延資産の処理方法 ―――――― 新株発行費

支出時に全額費用として処理しており

ます。

６．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

別に回収可能性を勘案し、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）賞与引当金

　従業員の賞与の支給に充てるため、支

給見込額のうち当期負担額を計上してお

ります。

(2）賞与引当金

同左
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項目
第20期事業年度

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

第21期事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

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

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。

　なお、金利スワップについては特例処

理の要件を満たしている場合には特例処

理によっております。

(1）ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理によっております。

なお、為替予約については振当処理の

要件を満たしている場合には振当処理を

採用しております。

 (2）ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段……金利スワップ、為替予

約

ヘッジ対象……借入金、輸入商品買入

債務

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段……為替予約 

ヘッジ対象……輸入商品買入債務

 (3）ヘッジ方針

外貨建取引に係る為替変動のリスクを

回避する目的で、輸入代金決済額の一部

につき為替予約を行うとともに金利リス

クの低減のため、対象債務の範囲内で金

利スワップ取引を行っております。

(3）ヘッジ方針

外貨建取引に係る為替変動のリスクを

回避する目的で、輸入代金決済額の一部

につき為替予約を行っております。

 (4）ヘッジ有効性評価の方法

ヘッジの期間中におけるヘッジ対象の

時価変動の累計額とヘッジ手段の時価変

動の累計額とを比較し、有効性の判定を

しております。ただし、特例処理によっ

ている金利スワップについては、有効性

の評価を省略しております。

 

(4）ヘッジ有効性評価の方法

ヘッジの期間中におけるヘッジ対象の

時価変動の累計額とヘッジ手段の時価変

動の累計額とを比較し、有効性の判定を

しております。

ただし為替予約については、社内のリ

スク管理方針に従い、外貨建金銭債権債

務について同一通貨建てによる同一金額

で同一期日の為替予約を振当てているた

め、その後の為替相場の変動による相関

関係は完全に確保されていることから、

有効性の評価は省略しております。

９．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

10．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事項

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。

消費税等の会計処理

同左

－ 19 －



会計処理方法の変更

第20期事業年度 
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

第21期事業年度 
（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。

これにより税引前当期純利益は197,290千円減少して

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

等規則に基づき各資産の金額から直接控除しておりま

す。   

－ 20 －



表示方法の変更

第20期事業年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

第21期事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

（キャッシュ・フロー計算書）

　前事業年度において営業活動によるキャッシュ・フロー

の「仕入債務の増加額」に含めて表示していた「前渡金の

減少額」及び投資活動によるキャッシュ・フローの「その

他」に含めて表示していた「保険の解約による収入」は、

重要性が増加したため区分掲記しております。

　なお、前事業年度の営業活動によるキャッシュ・フロー

の「仕入債務の増加額」に含まれる「前渡金の減少額」及

び投資活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含ま

れる「保険の解約による収入」の金額は、それぞれ以下の

とおりであります。

（損益計算書）

前事業年度において営業外収益の「その他」に含めて表

示していた「保険解約益」は、営業外収益の総額の100分

の10を超えたため区分掲記しております。　

なお、前事業年度における「保険解約益」の金額は、

2,970千円であります。

（前事業年度）  

前渡金の減少額 32,478千円

保険の解約による収入 2,857千円
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注記事項

（貸借対照表関係）

第20期事業年度
（平成17年３月31日）

第21期事業年度
（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．　　　　　　　――――――

(イ)担保に供している資産  

建物 245,173千円

土地 313,500

投資不動産 71,316

計 629,990

(ロ)上記に対応する債務  

短期借入金 1,150,280千円

１年内返済長期借入金 56,700

計 1,206,980

※２．授権株式数及び発行済株式総数 ※２．授権株式数及び発行済株式総数

授権株式数　　　普通株式 47,760株

発行済株式総数　普通株式 12,340株

授権株式数　　　普通株式       191,040株

発行済株式総数　普通株式       59,360株

※３．関係会社項目

　関係会社に対する資産及び負債には次のものがあり

ます。

※３．関係会社項目

　関係会社に対する資産及び負債には次のものがあり

ます。

流動資産  

売掛金 705,980千円

流動負債  

買掛金 239,534千円

流動資産  

売掛金        713,622千円

流動負債  

買掛金        186,666千円
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（損益計算書関係）

第20期事業年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

第21期事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

※１．関係会社項目

　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。

※１．関係会社項目

　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。

関係会社への売上高 4,727,709千円

関係会社からの仕入高 1,624,775千円

関係会社への売上高 4,616,902千円

関係会社からの仕入高 1,089,365千円

※２．販売費に属する費用のおおよその割合は27.9％、一

般管理費に属する費用のおおよその割合は72.1％であ

ります。

　主要な費目及び金額は次のとおりであります。

※２．販売費に属する費用のおおよその割合は30.2％、一

般管理費に属する費用のおおよその割合は69.8％であ

ります。

　主要な費目及び金額は次のとおりであります。

役員報酬 90,793千円

給与及び賞与 411,188千円

賞与引当金繰入額 12,688千円

保管料 108,883千円

運賃 284,869千円

支払手数料 147,495千円

減価償却費 44,448千円

役員報酬 87,281千円

給与及び賞与 487,691千円

賞与引当金繰入額 12,208千円

保管料 99,532千円

運賃 389,177千円

支払手数料 89,230千円

減価償却費 56,548千円

※３．固定資産除却損の内訳は、次のとおりであります。 ※３．固定資産除却損の内訳は、次のとおりであります。

建物 6,749千円

機械及び装置 683千円

機械及び装置 278千円

車両運搬具 1,169千円

工具器具備品 154千円

※４．固定資産売却損の内訳は、次のとおりであります。 ※４．　　　　　　　――――――

車両運搬具 57千円

※５．　　　　　　　―――――― ※５．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
山陰支店（島

根県松江市）
建物及び土地

当社は、管理会計上の区分を基礎にグルーピングを

行っておりますが、現在未稼動で今後も事業の用に供

する予定のないものについては遊休資産としてグルー

ピングしております。

上記の資産について、遊休状態にあり今後も使用の

目処が立っていない資産グループ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（197,290

千円）として特別損失に計上しました。その内訳は、

建物41,206千円、土地156,083千円であります。

なお、当資産グループの回収可能価額は正味売却価

額により測定しており、建物については固定資産税評

価額により評価し、土地については不動産鑑定評価基

準に準ずる不動産鑑定士による評価額により評価して

おります。　
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（キャッシュ・フロー計算書関係）

第20期事業年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

第21期事業年度
（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）

１．現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記　

されている科目の金額との関係

（平成18年３月31日現在）

 （千円）

現金及び預金勘定 1,233,304

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △555,532

現金及び現金同等物 677,771

 （千円）

現金及び預金勘定 1,400,508

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △700,757

現金及び現金同等物 699,751

２．重要な非資金取引の内容

　当事業年度に合併した㈱フジキより引継いだ資産及び

負債の主な内訳は次のとおりであります。

　なお合併により増加した資本金は20,000千円であり、

また合併により増加した資本準備金はありません。

 （千円）

流動資産 243,208

固定資産 33,691

　資産合計 276,899

流動負債 227,893

固定負債 －

　負債合計 227,893

２．　　　　　　　――――――
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①　リース取引

第20期事業年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

第21期事業年度
（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、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）

機械及び装置 25,002 11,805 13,196

車両運搬具 8,358 3,608 4,749

工具器具備品 16,018 13,429 2,589

ソフトウェア 21,300 16,330 4,970

合計 70,679 45,173 25,506

 
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）

機械及び装置 25,002 16,372 8,629

車両運搬具 8,343 2,554 5,789

工具器具備品 17,673 5,924 11,748

ソフトウェア 21,300 20,590 710

合計 72,319 45,441 26,877

（注）　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。

（注）　同左

(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 11,993千円

１年超 13,512千円

合計 25,506千円

１年内 11,726千円

１年超 15,150千円

合計 26,877千円

（注）　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。

（注）　同左

(3）支払リース料及び減価償却費相当額 (3）支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額及び減損損失

支払リース料 8,394千円

減価償却費相当額 8,394千円

支払リース料 14,171千円

減価償却費相当額 14,171千円

(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

同左

２．オペレーティング・リース取引

――――――

２．オペレーティング・リース取引

未経過リース料 

１年内 1,426千円

１年超 950千円

合計 2,377千円

（減損損失について）

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

第20期事業年度（平成17年３月31日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

 種類
取得原価
（千円）

貸借対照表計上額
（千円）

差額
（千円）

貸借対照表計上額が取

得原価を超えるもの

(1）株式 － － －

(2）債券    

①　国債・地方債等 － － －

②　社債 － － －

③　その他 － － －

(3）その他 － － －

小計 － － －

貸借対照表計上額が取

得原価を超えないもの

(1）株式 17,721 14,774 △2,947

(2）債券    

①　国債・地方債等 － － －

②　社債 － － －

③　その他 － － －

(3）その他 － － －

小計 17,721 14,774 △2,947

合計 17,721 14,774 △2,947

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

 貸借対照表計上額（千円）

(1）その他有価証券  

非上場株式（店頭売買株式を除く） 1,000
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第21期事業年度（平成18年３月31日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

 種類
取得原価
（千円）

貸借対照表計上額
（千円）

差額
（千円）

貸借対照表計上額が取

得原価を超えるもの

(1）株式 － － －

(2）債券    

①　国債・地方債等 － － －

②　社債 － － －

③　その他 － － －

(3）その他 － － －

小計 － － －

貸借対照表計上額が取

得原価を超えないもの

(1）株式 18,329 16,611 △1,717

(2）債券    

①　国債・地方債等 － － －

②　社債 － － －

③　その他 － － －

(3）その他 － － －

小計 18,329 16,611 △1,717

合計 18,329 16,611 △1,717

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

 貸借対照表計上額（千円）

(1）その他有価証券  

非上場株式 1,000
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③　デリバティブ取引

１．取引の状況に関する事項

第20期事業年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

第21期事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

(1）取引の内容

　当社の利用しているデリバティブ取引は、通貨関連で

は為替予約取引、24時間ノックイン・ノックアウトオプ

ション付外国為替先物取引、金利関係では金利スワップ

取引であります。

(1）取引の内容

当社の利用しているデリバティブ取引は、通貨関連と

して為替予約取引であります。

(2）取引に対する取組方針

　24時間ノックイン・ノックアウトオプション付外国為

替先物取引は、為替レートが円安方向に進行し、輸入商

品原価の増大が懸念されることに対し、市場実勢より有

利な為替レートで購入した外貨を調達して購入代金の決

済に充当し、或いは市場で適宜売却して為替差益を得、

会社全体として利益の確保を行うものであります。

　為替予約取引、金利スワップ取引は将来の為替・金利

の変動によるリスク回避を目的としております。

(2）取引に対する取組方針

為替予約取引は将来の為替の変動によるリスク回避を

目的としております。

(3）取引の利用目的

　24時間ノックイン・ノックアウトオプション付外国為

替先物取引は、為替相場が円安方向に進行し、輸入商品

原価が増大し、利益が圧縮されることに対応した円安へ

の為替レート変動のメリットを享受しようとするもので

あります。

　また、為替予約取引は、為替変動リスクを回避し、安

定的な利益確保を図る目的で、金利スワップ取引は、借

入金の将来の金利市場における利率上昇による変動リス

クを回避する目的で利用しております。

　なお、ヘッジ会計の方法は、重要な会計方針８．に記

載のとおりであります。

(3）取引の利用目的

為替予約取引は、為替変動リスクを回避し、安定的な

利益確保を図る目的で利用しております。

なお、ヘッジ会計の方法は、重要な会計方針８．に記

載のとおりであります。

(4）取引に係るリスクの内容

　24時間ノックイン・ノックアウトオプション付外国為

替先物取引

①　為替レートが円安に進行し一定のレートに達する

と（ノックアウトレシオ）、以後の全ての予約取引

が無効となり、円安のメリットはそれ以上享受でき

ません。

②　基準価格（行使価格）より市場が円高になった場

合、当社は市場より不利なレートで倍額の外貨を購

入しなければならないこととなります。

　為替予約取引は為替レートの変動によるリスクを、

金利スワップ取引は市場金利の変動によるリスクを

有しております。

(4）取引に係るリスクの内容

為替予約取引は為替レートの変動によるリスクを有し

ております。

(5）取引に係るリスク管理体制

　社内の「デリバティブ取引管理規程」に準拠し、個々

の取引につき、代表取締役社長の承認を得て行うことと

しております。

(5）取引に係るリスク管理体制

同左

(6）取引の時価等に関する事項についての補足説明

　時価については金融機関が期末日の東京市場の気配値

に基づき設定した評価額によっております。

(6）取引の時価等に関する事項についての補足説明

――――――
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２．取引の時価等に関する事項

(1）通貨関連

第20期事業年度

区分 種類

第20期事業年度（平成17年３月31日）

契約額等
（千円）

契約額等のうち１年超
（千円）

時価
（千円）

評価損益
（千円）

市場取引以外の取引
ＵＳドルコール購入 － － － －

ＵＳドルプット売却 － － － －

合計 － － － －

　（注）１．時価の算定方法

期末残高がないため、該当事項はありません。 

２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。

第21期事業年度

該当事項はありません。 

④　退職給付

　該当事項はありません。
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⑤　税効果会計

第20期事業年度
（平成17年３月31日）

第21期事業年度
（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

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

 （千円）

繰延税金資産  

たな卸資産評価損否認 11,350

貸倒損失否認 1,228

未払事業税否認 6,865

賞与引当金損金算入限度超過額 5,151

会員権評価損 2,379

その他有価証券評価差額金 1,196

その他 5,241

繰延税金資産計 33,412

繰延税金負債 －

繰延税金負債計 －

繰延税金資産の純額 33,412

 （千円）

繰延税金資産  

たな卸資産評価損否認 4,730

貸倒損失否認 1,289

未払事業税否認 11,676

賞与引当金損金算入限度超過額 4,956

貸倒引当金繰入超過額 1,533

会員権評価損 2,379

その他有価証券評価差額金 697

減価償却の償却超過額 14,920

土地減損損失否認 63,369

その他 5,115

繰延税金資産計 110,668

繰延税金負債 －

繰延税金負債計 －

繰延税金資産の純額 110,668

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

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

 （％）

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
3.4

その他 0.1

税効果会計適用後の法人税等の負

担率
44.1

 （％）

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
11.0

住民税均等割等 1.3

その他 0.1

税効果会計適用後の法人税等の負

担率
53.0

⑥　持分法損益等

　該当事項はありません。
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⑦　関連当事者との取引

第20期事業年度（自平成16年４月１日　至平成17年３月31日）

(1）親会社及び法人主要株主等

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
（％）

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

親会社 ㈱加ト吉
香川県

観音寺市
34,002,693

冷凍食品

製造販売

業

（被所有）

直接 82.2

兼任

２名

商品の売

買

商品の仕入 1,283,237 買掛金 239,534

商品の販売 4,397,527 売掛金 705,980

（注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

２．取引条件及び取引条件の決定方針等

商品の販売及び仕入については、市場価格を参考に決定しております。

第21期事業年度（自平成17年４月１日　至平成18年３月31日）

(1）親会社及び法人主要株主等

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
（％）

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

親会社 ㈱加ト吉
香川県

観音寺市
34,002,693

冷凍食品

製造販売

業

（被所有）

直接 55.2

兼任

２名

商品の売

買

商品の仕入 1,089,365 買掛金 186,666

商品の販売 4,616,902 売掛金 713,622

（注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

２．取引条件及び取引条件の決定方針等

商品の販売及び仕入については、市場価格を参考に決定しております。

(2)役員及び個人主要株主等

属性 氏名 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
（％）

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 橋本　孝雄 － － 税理士 － － － 税理士報酬 3,400 － －

（注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

２．取引条件及び取引条件の決定方針等

税理士報酬については、一般的な相場を参考に決定しております。

(3) 兄弟会社等

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
（％）

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

親会社の子

会社

舟山加藤佳

食品有限公

司

中華人民共

和国浙江省

舟山市

725,964 食品事業 － －
商品の売

買
－ － 前渡金 124,161

（注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

２．取引条件及び取引条件の決定方針等

商品の販売及び仕入については、市場価格を参考に決定しております。

３．上記商品の売買は、輸入代行商社経由で行っているものであります。
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（１株当たり情報）

第20期事業年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

第21期事業年度
（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 167,876円67銭

１株当たり当期純利益金額 40,193円43銭

１株当たり純資産額  53,544円42銭

１株当たり当期純利益金額 3,220円91銭

　当社は、平成16年10月25日付で株式１株につき４株の株

式分割を行っております。

　なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合

の前事業年度における１株当たり情報については、以下の

とおりとなります。

１株当たり純資産額 130,250円37銭

１株当たり当期純利益金額 31,042円71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。

　当社は、平成17年７月20日付で株式１株につき４株の株

式分割を行っております。

　なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合

の前事業年度における１株当たり情報については、以下の

とおりとなります。

１株当たり純資産額        41,969円17銭

１株当たり当期純利益金額 10,048円36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。

　（注）　１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、次のとおりであります。

 
第20期事業年度

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

第21期事業年度
（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） 492,508 190,575

普通株主に帰属しない金額（千円） 10,000 －

（うち利益処分による役員賞与金） （10,000） － 

普通株式に係る当期純利益（千円） 482,508 190,575

期中平均株式数（株） 12,004.66 59,168.22

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

１株当たり当期純利益の算定に含めなかった

潜在株式の概要

　該当事項はありません。 同左
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（重要な後発事象）

第20期事業年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

第21期事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１．平成17年３月７日及び平成17年３月17日開催の取締

　役会において、下記のとおり新株式の発行を決議し、

　平成17年４月７日に払込が完了いたしました。

　　この結果、平成17年４月８日付で資本金は627,500千

　円、発行済株式総数は14,840株となっております。

――――――

①　募集方法 ：一般募集

(ブックビルディング方式に

よる募集)

②　発行する株式の種類及

び数

：普通株式　　　 2,500株

③　発行価格 ：１株につき　 400,000円

一般募集はこの価格にて行いました。

④　引受価額 ：１株につき　 374,000円

この価額は当社が引受人より１株当たりの新株式払

込金として受取った金額であります。

なお、発行価格と引受価額との差額の総額は、引受

人の手取金となります。

⑤　発行価額 ：１株につき　　280,500円

(資本組入額　 140,250円)

⑥　発行価額の総額 ：　　　　　　701,250千円

⑦　払込金額の総額 ：　　　　　　935,000千円

⑧　資本組入額の総額 ：　　　　　　350,625千円

⑨　払込期日 ：平成17年４月７日

⑩　配当起算日 ：平成17年４月１日

⑪　資金の使途 ：全額を借入金の返済に充当

　しております。

 

２．平成17年５月13日開催の当社取締役会において、次の

ように株式分割による新株式の発行を決議しております。

(1) 平成17年７月20日付をもって普通株式１株につき

　４株に分割します。

(イ)分割により増加する株式数

 　　　　　普通株式　　　　　　　　　　　　44,520株

(ロ)分割方法

　　平成17年５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４

株の割合をもって分割します。
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第20期事業年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

第21期事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

(2) 配当起算日

平成17年４月１日

 　当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の

前事業年度における１株当たり情報及び当期首に行わ

れたと仮定した場合の当事業年度における１株当たり

情報は、それぞれ以下のとおりとなります。

第19期事業年度 第20期事業年度

１株当たり純資産額 １株当たり純資産額 

  32,562円59銭   41,969円17銭

１株当たり当期純利益金

額

１株当たり当期純利益金

額

 7,760円68銭  10,048円36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。
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５．生産、受注及び販売の状況

(1) 生産実績

当社は、生産を行っておりませんので、生産実績の記載はしておりません。

(2) 受注状況

当社は、受注生産を行っておりませんので、受注状況の記載はしておりません。

(3) 仕入実績

当事業年度の仕入実績を品目別に示すと、次のとおりであります。

事業部門別

第20期事業年度

（自　平成16年４月１日

至　平成17年３月31日）

第21期事業年度

（自　平成17年４月１日

至　平成18年３月31日）

金額（千円） 前年同期比（％） 金額（千円） 前年同期比（％）

あなご商品 6,650,701 102.7 6,298,491 94.7

鶏卵商品 1,041,797 － 3,713,575 －

うなぎ商品 1,633,925 122.5 1,293,497 79.2

その他商品 3,171,013 134.9 4,046,007 127.6

タレ・調味料等 291,980 61.7 224,779 77.0

合計 12,789,416 120.3 15,576,349 121.8

(注) １．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

２．鶏卵商品は、平成17年２月より取扱を開始した新規商品であり、第20期は前期実績がなく、第21期は前期の通

期実績がないため前年同期比の記載は省略しております。

(4) 販売実績

当事業年度の販売実績を品目別に示すと、次のとおりであります。

事業部門別

第20期事業年度

（自　平成16年４月１日

至　平成17年３月31日）

第21期事業年度

（自　平成17年４月１日

至　平成18年３月31日）

金額（千円） 前年同期比（％） 金額（千円） 前年同期比（％）

あなご商品 8,150,976 106.9 7,745,858 95.0

鶏卵商品 1,156,072 － 4,277,098 －

うなぎ商品 1,987,504 124.4 1,592,553 80.1

その他商品 3,400,339 130.3 3,930,902 115.6

タレ・調味料等 332,899 62.4 262,470 78.8

合計 15,027,790 121.5 17,808,881 118.5

(注) １．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

２．鶏卵商品は、平成17年２月より取扱を開始した新規商品であり、第20期は前期実績がなく、第21期は前期の通

期実績がないため前年同期比の記載は省略しております。
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