
上場取引所 大

本社所在都道府県 大阪府

役職名　取締役社長　　　　清 水 元 一

役職名　取締役経理部長　　田 端 嘉 明 06-6469-3011

単元株制度採用の有無

( )

（百万円未満の金額は切捨てて表示）

①期中平均株式数

②会計処理の方法の変更 有

③売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率

平成18年3月期末配当金の内訳

普通配当 15円00銭

①期末発行済株式数

②期末自己株式数

( )

39円   47銭  １株当たり予想当期純利益（通期）

有（１単元1,000株）

（参考）

定時株主総会開催日

550

百万円

19年3月期の業績予想

百万円

代 表 者

問合せ先責任者

期　末

200

中　間

円   　銭 円   　銭

17年3月期

　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もと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結果となる可能性があります。

（注）

平 成 18 年 5 月 19 日

TEL

中間配当制度の有無 有

平 成 18 年 6 月 29 日

平成18年3月期

上場会社名

コード番号

株式会社 大 水

個別財務諸表の概要

７５３８

決算取締役会開催日 平 成 18 年 5 月 19 日

中 間 期

通 期

100,400

210,000

520

1,300

17年3月期 15    00  

平成18年3月31日平成17年4月1日

17年3月期 △ 5.9

879△ 0.1

～

％百万円

18年3月期

円　　銭

33    96  

１．18年3月期の業績

(1)経営成績

当期純利益

203,641

18年3月期

18年3月期

平成18年4月1日

15    0015    00

経常利益

百万円

～ 平成19年3月31日

円   　銭

売上高
１株当たり年間配当金

当期純利益

17年3月期 1,426,611株

百万円 百万円

18年3月期 13,898,208株13,933,338株

1,391,481株

10,96936,797

36,261 11,241

総資産

財政状態

2.

18年3月期

（注）

17年3月期

(3)

△ 6.8

百万円

203,766 1,054

当期純利益

18年3月期

１株当たり

836

経常利益

3.4

潜在株式調整後 株 主 資 本 総  資  本

％ ％ ％

0.6

売  上  高

513

2.9401

4.6

3.7

27.9

△ 31.4

59.8

株主資本 １株当たり株主資本

15    00  1.9

17年3月期

29.8 786     34  

31.0

％

803     97  

円   　銭  

株主資本比率

208

百万円

25    09  

円　　銭

期 末

18年3月期

１株当たり年間配当金

13,936,782株

円　　銭 円　　銭

配当状況

15    00  209

(2)

（年　間）

15    00  

百万円

中 間

（注）

売上高

％ 円　　銭

営業利益

１株当たり当期純利益 当期純利益率

44.2

配 当 率

％

経常利益率経常利益率

1.9

％

0.5

14,364,151株

株主資本

17年3月期

配当金総額

％％

△ 2.9

17.41,2375.2

配当性向

百万円

－1－



（添付資料）

　　貸借対照表 （単位：百万円）

期　　別 第　　70　　期 第　　71　　期

(平成17年3月31日現在) (平成18年3月31日現在)

 科　　目 金　　　　　額 構成比 金　　　　　額 構成比

(資産の部) ％ ％

Ⅰ　流動資産

　１．現金及び預金　　　　　　　 1,998 2,147

　２．受取手形 220 145

　３．売掛金　　　　　　　　　　※４ 18,393 17,146

　４．有価証券　　　　　　　　　※１ 785 766

　５．商品 2,617 2,555

　６．前払費用 23 21

　７．関係会社短期貸付金 801 507

　８．未収入金 ― 805

　９．繰延税金資産 203 237

　10．その他 476 39

　11．貸倒引当金 △ 191 △ 456

25,330 68.8 23,913 65.9

Ⅱ　固定資産

　(1) 有形固定資産

　　１．建物　　　　　　　　　　※２ 1,039 1,021

　　　　減価償却累計額 △ 395 643 △ 433 587

　　２．構築物　　　　　　　　　※２ 75 107

　　　　減価償却累計額 △ 40 34 △ 49 58

　　３．機械及び装置　　　　　　※２ 81 77

　　　　減価償却累計額 △ 41 39 △ 47 29

　　４．車輌及び運搬具 30 27

　　　　減価償却累計額 △ 20 9 △ 18 9

　　５．器具及び備品 143 138

　　　　減価償却累計額 △ 122 21 △ 122 15

　　６．土地　　　　　　　　　　※３ 3,171 3,192

　　７．建設仮勘定 ― 62

　　　有形固定資産合計 3,920 10.7 3,955 10.9

　(2) 無形固定資産

　　１．ソフトウェア 18 9

　　２．電話加入権 23 24

　　３．その他 40 40

　　　無形固定資産合計 82 0.2 74 0.2

　(3) 投資その他の資産

　　１．投資有価証券　　　　　　※1,9 4,018 5,596

　　２．関係会社株式 588 306

　　３．出資金 46 46

　　４．関係会社出資金 86 86

　　５．長期貸付金 92 562

　　６．関係会社長期貸付金 807 829

　　７．破産・更生等債権 1,405 1,202

　　８．長期化債権　　　　　　　※７ 1,188 847

　　９．長期前払費用 4 2

　　10．繰延税金資産 1,331 980

　　11．再評価に係る繰延税金資産※３ 257 ― 

　　12．その他 21 26

　　13．貸倒引当金 △ 2,180 △ 2,169

　　14．投資損失引当金 △ 205 ― 

　　　投資その他の資産合計 7,464 20.3 8,318 23.0

　　固定資産合計 11,467 31.2 12,348 34.1

　　資産合計 36,797 100.0 36,261 100.0
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（単位：百万円）

期　　別 第　　70　　期 第　　71　　期

(平成17年3月31日現在) (平成18年3月31日現在)

 科　　目 金　　　　　額 構成比 金　　　　　額 構成比

(負債の部) ％ ％

Ⅰ　流動負債

　１．支払手形 6 23

　２．受託販売未払金 487 415

　３．買掛金 10,150 9,993

　４．短期借入金 10,100 8,900

　５．未払金 416 455

　６．未払法人税等 338 386

　７．未払消費税等 9 25

　８．未払費用 29 30

　９．預り金 28 38

　10．賞与引当金 246 248

　　流動負債合計 21,814 59.3 20,517 56.6

Ⅱ　固定負債

　１．再評価に係る繰延税金負債 ― 438

　２．退職給付引当金 3,066 3,139

　３．役員退職慰労引当金 520 534

　４．預り保証金 426 389

　　固定負債合計 4,013 10.9 4,501 12.4

　　負債合計 25,828 70.2 25,019 69.0

(資本の部)

Ⅰ　資本金　　　　　　　　　　　※５ 2,352 6.4 2,352 6.5

Ⅱ　資本剰余金

　１．資本準備金 2,012 2,012

　２．その他資本剰余金

　　(1) 自己株式処分差益 0 ― 

　　　資本剰余金合計 2,012 5.5 2,012 5.5

Ⅲ　利益剰余金

　１．利益準備金 340 340

　２．任意積立金

　 (1)　別途積立金 5,085 5,385

　３．当期未処分利益 1,076 1,027

　　　利益剰余金合計 6,501 17.6 6,753 18.6

Ⅳ　土地再評価差額金　　　　　　※３ △ 376 △ 1.0 △ 1,059 △ 2.9

Ⅴ　その他有価証券評価差額金　　※10 1,148 3.1 1,837 5.1

Ⅵ　自己株式　　　　　　　　　　※６ △ 668 △ 1.8 △ 654 △ 1.8

　　資本合計 10,969 29.8 11,241 31.0

　　負債及び資本合計 36,797 100.0 36,261 100.0

－3－



　　損益計算書 （単位：百万円）

期　　別 第　　70　　期 第　　71　　期

自  平成16年4月 1日 自  平成17年4月 1日

至  平成17年3月31日 至  平成18年3月31日

 科　　目 金　　　　　額 百分比 金　　　　　額 百分比

％ ％

Ⅰ　売上高

　１．受託商品売上高 19,390 16,342

　２．買付商品売上高 184,376 203,766 100.0 187,299 203,641 100.0

Ⅱ　売上原価

　１．受託商品売上原価　　　　　※１ 18,323 15,443

　２．買付商品売上原価

　　(1) 期首商品棚卸高 2,330 2,617

　　(2) 買付商品仕入高 178,314 180,724

　　(3) 合併による商品受入高 ― 42

　　　　小計 180,645 183,385

　　(4) 期末商品棚卸高 2,617 2,555

　　　　買付商品売上原価 178,027 196,351 96.4 180,830 196,273 96.4

　　　売上総利益 7,415 3.6 7,367 3.6

Ⅲ　販売費及び一般管理費

　１．市場使用料　　　　　　　　※２ 761 760

　２．出荷奨励金　　　　　　　　※３ 9 6

　３．完納奨励金　　　　　　　　※４ 535 526

　４．役員報酬 135 134

　５．従業員給料手当 2,520 2,511

　６．従業員賞与金 400 405

　７．賞与引当金繰入額 246 248

　８．退職給付引当金繰入額 255 252

　９．役員退職慰労引当金繰入額 40 44

　10．福利厚生費 579 580

　11．旅費交通費 50 36

　12．通信費 23 17

　13．接待交際費 24 21

　14．消耗品費 78 77

　15．減価償却費 31 26

　16．水道光熱費 154 154

　17．賃借料 233 208

　18．その他の販売費及び一般管理費 498 6,579 3.2 473 6,488 3.2

　　　営業利益 836 0.4 879 0.4
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（単位：百万円）

期　　別 第　　70　　期 第　　71　　期

自  平成16年4月 1日 自  平成17年4月 1日

至  平成17年3月31日 至  平成18年3月31日

 科　　目 金　　　　　額 百分比 金　　　　　額 百分比

Ⅳ　営業外収益　　　　　　　　　※５ ％ ％

　１．受取利息 74 125

　２．受取配当金 39 41

　３．賃貸料 126 147

　４．有価証券売却益 108 214

　５．その他 39 388 0.2 60 589 0.3

Ⅴ　営業外費用

　１．支払利息 65 69

　２．有価証券評価損 14 57

　３．賃貸費用 83 85

　４．その他 6 170 0.1 17 230 0.1

　　　経常利益 1,054 0.5 1,237 0.6

Ⅵ　特別利益

　１．投資有価証券売却益 ― 665

　２．貸倒引当金戻入額 241 88

　３．関係会社清算益 ― 241 0.1 49 803 0.4

Ⅶ　特別損失

　１．投資有価証券評価損 25 44

　２．関係会社株式評価損 ― 90

　３．貸倒引当金繰入額 124 845

　４．関係会社整理損 ― 18

　５．減損損失　　　　　　　　　※６ ― 50

　６．投資損失引当金繰入額 36 ― 

　７．関係会社出資金譲渡損 89 ― 

　８．役員退職慰労引当金繰入額 228 ― 

　９．損害賠償金 56 559 0.2 ― 1,049 0.5

　　　税引前当期純利益 736 0.4 992 0.5

　　　法人税、住民税及び事業税 482 627

　　　法人税等調整額 △ 147 335 0.2 △ 148 479 0.2

　　　当期純利益 401 0.2 513 0.3

　　　前期繰越利益 675 527

　　　土地再評価差額金取崩額　　※７ ― △ 7

　　　自己株式処分差損 ― 5

　　　当期未処分利益 1,076 1,027
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　　利益処分案 （単位：百万円）

期　　別 第　　70　　期 第　　71　　期

 科　　目 金　　　　　額 金　　　　　額

Ⅰ　当期未処分利益

Ⅱ　利益処分額

　１．配当金

　２．役員賞与金

　　　（うち監査役分）

　３．任意積立金

　　(1) 別途積立金

Ⅲ　次期繰越利益

　　1株当たり配当金の内訳

期　　別 第　　70　　期 第　　71　　期

 項　　目

　普通株式

　　（内訳）

　　　　普通配当

　　　　記念配当 ― ― 

15.00 ― 

― ― ― ― 

15.00 15.00 

― 15.00 

― 15.00 

15.00 ― 15.00 15.00 

円　銭 円　銭 

年　間 中　間 期　末

円　銭 円　銭 円　銭 円　銭 

年　間

527     

中　間

478     

期　末

(1)    (1)    

41     40     

208     209     

1,076     1,027     

300     549     300     549     

－6－



重要な会計方針

1. 資産の評価基準及び評価方法

(1) 有価証券

満期保有目的債券 償却原価法

子会社株式及び関連会社株式 移動平均法による原価法

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）を採用しております。

なお、組込デリバティブを区分して測定することができない複合金融商品については、

複合金融商品全体を時価評価し，評価差額を当期の損益に計上しております。

時価のないもの 移動平均法による原価法

(2) たな卸資産 個別法による原価法

2. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産 定率法を採用しております｡

但し、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、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物及び構築物　　　　　　１７～４７年

機械装置及び運搬具　　　　　４～１３年

器具及び備品　　　　　　　　５～１５年

(2) 無形固定資産 自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額

法によっております。

(3) 長期前払費用 均等償却しております。

3. 引当金の計上基準

(1) 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。

(2) 賞与引当金 従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額基準に基づき計上しております。

(3) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見

込額に基づき計上しております。

過去勤務債務については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（

７年）による定額法により按分した額を費用処理しております。

数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一

定の年数（７年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処

理しております。

(4) 役員退職慰労引当金 役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。

4. 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。

5. ヘッジ会計の方法

(1) ヘッジ会計の方法 為替予約について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　　為替予約

ヘッジ対象　　外貨建金銭債権債務及び予定取引

(3) ヘッジ方針 主に当社の内規である「経理規程」及び「輸出入取引に伴う外国為替管理規程」に基づ

き、外貨建取引について、該当部署が実需の範囲内で個別に為替予約を実施し、全体のポ

ジションは経理部が管理し、金利変動リスク、為替変動リスクをヘッジしております。

(4) ヘッジ有効性評価の方法 ヘッジ手段とヘッジ対象の資産・負債等に関する重要な条件が同一であり、有効性がお

おむね100％であることが明らかであるため、有効性の判定は省略しております。

6. その他財務諸表作成のための基本とな (1) 消費税等の会計処理

る重要な事項 　　消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

－7－



会計処理方法の変更

1. 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50百万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。

－8－



表示方法の変更

第　　70　　期 第　　71　　期

自  平成16年4月 1日 自  平成17年4月 1日

至  平成17年3月31日 至  平成18年3月31日

───────── （貸借対照表関係）

　前期まで流動資産の「その他」に含めて表示しておりま

した「未収入金」は、当期において、資産の総額の100分

の１を超えたため区分掲記いたしました。

　なお、前期末の「未収入金」は１億16百万円でありま

す。

－9－



　注記事項

（貸借対照表関係）

期　　別 第　　70　　期 第　　71　　期

 項　　目 (平成17年3月31日現在) (平成18年3月31日現在)

※１．担保資産 　投資有価証券83百万円は、預託保証金と 　有価証券17百万円、投資有価証券66百万

して差入れております｡ 円は、預託保証金として差入れております｡

※２．国庫補助金等による固定 ───────── 建物 6百万円 

資産圧縮記帳額 構築物 17百万円 

機械及び装置 50百万円 

計 73百万円 

※３．土地の再評価 　土地の再評価に関する法律（平成10年３ 　土地の再評価に関する法律（平成10年３

月31日公布法律第34号）に基づき、事業用 月31日公布法律第34号）に基づき、事業用

の土地の再評価を行い、評価差額のうち、 の土地の再評価を行い、評価差額のうち、

当該評価差額に係る税金相当額を「再評価 当該評価差額に係る税金相当額を「再評価

に係る繰延税金資産」として資産の部に計 に係る繰延税金資産」として資産の部に計

上し、これを控除した金額を「土地再評価 上し、これを控除した金額を「土地再評価

差額金」として資本の部に計上しておりま 差額金」として資本の部に計上しておりま

す｡ す｡

　再評価の方法 　再評価の方法

　　土地の再評価に関する法律施行令（平 　　土地の再評価に関する法律施行令（平

　　成10年３月31日公布政令第119号）第 　　成10年３月31日公布政令第119号）第

　　２条第３号に定める固定資産税評価額 　　２条第３号に定める固定資産税評価額

　　に合理的な調整を行って算出する方法 　　に合理的な調整を行って算出する方法

　　としましたが、一部については第４号 　　としましたが、一部については第４号

　　に定める路線価に合理的な調整を行っ 　　に定める路線価に合理的な調整を行っ

　　て算出する方法等を採用しております｡ 　　て算出する方法等を採用しております｡

　再評価を行った年月日 平成14年3月31日 　再評価を行った年月日 平成14年3月31日

　再評価を行った土地の期 　再評価を行った土地の期

　末における時価と再評価 　末における時価と再評価

　後の帳簿価額との差額 　後の帳簿価額との差額

※４．関係会社に対する資産 売掛金 1,353百万円 売掛金 1,010百万円 

※５．授権株式数及び発行済株 授権株式数　　　普通株式 47,800,000株 授権株式数　　　普通株式 47,800,000株 

式総数 発行済株式総数　普通株式 15,324,819株 発行済株式総数　普通株式 15,324,819株 

※６．自己株式 　当社が保有する自己株式の数は、普通株 　当社が保有する自己株式の数は、普通株

式1,426,611株であります。 式1,391,481株であります。

※７．長期化債権 　回収の遅延している売上債権であります｡ 同　　　左

　８．偶発債務

　銀行借入保証 大阪東部冷蔵㈱ 360百万円 大阪東部冷蔵㈱ 318百万円 

※９．投資有価証券の消費貸借 ───────── 　「投資有価証券」には消費貸借契約によ

契約 り貸し付けている有価証券61百万円が含ま

れております。

※10．配当制限 　「その他有価証券評価差額金」には、金 　「その他有価証券評価差額金」には、金

融商品に係る会計基準の適用に伴う純資産 融商品に係る会計基準の適用に伴う純資産

の増加額（1,133百万円）が計上されてお の増加額（1,779百万円）が計上されてお

ります。この金額は商法施行規則第124条 ります。この金額は商法施行規則第124条

第３号の規定により、配当に充当すること 第３号の規定により、配当に充当すること

が制限されているものであります。 が制限されているものであります。

902百万円 1,011百万円 
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（損益計算書関係）

期　　別 第　　70　　期 第　　71　　期

自  平成16年4月 1日 自  平成17年4月 1日

 項　　目 至  平成17年3月31日 至  平成18年3月31日

※１．受託商品売上原価 　受託商品売上高より大阪市中央卸売市場業 同　　　左

務条例、大阪府中央卸売市場業務規程、神

戸市中央卸売市場業務条例及び京都市中央

卸売市場業務条例による卸売手数料を控除

したものであります。

※２．市場使用料 売上高割使用料 367百万円 売上高割使用料 353百万円 

面積割使用料 393百万円 面積割使用料 407百万円 

　計 761百万円 　計 760百万円 

※３．出荷奨励金 　委託出荷者に対する出荷奨励のための交 同　　　左

付金であります。

※４．完納奨励金 　仲卸業者に対する販売代金のうち契約期 同　　　左

日までの完納額に対する交付金であります｡

※５．営業外収益 　関係会社に対するものは、90百万円であ 　関係会社に対するものは、86百万円であ

ります。 ります。

※６．減損損失 ───────── 　当会計期間において、当社は以下の資産

グループについて減損損失を計上しており

ます。

　当社は、事業用資産について事業を基礎

とし、賃貸用資産及び遊休資産については

個別物件単位でグルーピングをしておりま

す。

　上記の資産グループのうち、遊休資産に

ついては、帳簿価額に対して著しく時価が

下落しており、帳簿価額を回収可能価額ま

で減額し、社員寮については、取り壊しが

決定したため、帳簿価額を備忘価額まで減

額し、当該減少額を減損損失（50百万円）

として特別損失に計上しております。

　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、不動産

鑑定評価またはそれに準ずる方法により評

価しております。

※７．土地再評価差額金取崩額 ───────── 　土地の売却に関連する土地再評価差額金

を取り崩しております。

場所 用途 種類

 宮城県石巻市渡
 波字黄金浜

 遊休資産  土地

 兵庫県篠山市字
 土南花ノ坪

 遊休資産  土地

 大阪市福島区  社員寮  建物等

 大阪市東住吉区  社員寮  建物等
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（リース取引関係）

期　　別 第　　70　　期 第　　71　　期

自  平成16年4月 1日 自  平成17年4月 1日

 項　　目 至  平成17年3月31日 至  平成18年3月31日

 　リース物件の所有権が借主に １. リース物件の取得価額相当額、減価償 １. リース物件の取得価額相当額、減価償

 移転すると認められるもの以外 　却累計額相当額及び期末残高相当額 　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

 のファイナンス・リース取引

　なお、取得価額相当額は、未経過リース 同　　　左

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 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 36百万円 　１年内 39百万円 

　１年超 118百万円 　１年超 172百万円 

　　合計 154百万円 　　合計 212百万円 

　なお､未経過リース料期末残高相当額は､ 同　　　左

有形固定資産の期末残高等に占めるその割

合が低いため､ 支払利子込み法により算定

しております。

３．支払リース料及び減価償却費相当額 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 81百万円 　支払リース料 52百万円 

　減価償却費相当額 81百万円 　減価償却費相当額 52百万円 

４．減価償却費相当額の算定方法 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 同　　　左

零とする定額法によっております。

（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。

（有価証券関係）

　前事業年度（自平成16年４月１日　至平成17年３月31日）及び当事業年度（自平成17年４月１日　至平成18年３月

31日）における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。

取得価額
相 当 額

減価償却
累 計 額
相 当 額

期末残高
相 当 額

機械及び装置

車輌及び運搬具

器具及び備品

１４ ３ １１

９７ ５８ ３９

１５４ ５１ １０３

百万円 百万円 百万円

２６７ １１２ １５４合計

取得価額
相 当 額

減価償却
累 計 額
相 当 額

期末残高
相 当 額

機械及び装置

車輌及び運搬具

器具及び備品

１４ ６ ８

９３ ３０ ６２

２１４ ７３ １４０

百万円 百万円 百万円

３２２ １１０ ２１２合計
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（税効果会計関係）

期　　別 第　　70　　期 第　　71　　期

自  平成16年4月 1日 自  平成17年4月 1日

 項　　目 至  平成17年3月31日 至  平成18年3月31日

１． 繰延税金資産及び繰延税金 （単位：百万円） （単位：百万円）

負債の発生の主な原因別の 繰延税金資産 繰延税金資産

内訳 　退職給付引当金限度超過額 1,216 　退職給付引当金限度超過額 1,274

　役員退職慰労引当金限度超過額 211 　役員退職慰労引当金限度超過額 217

　貸倒引当金限度超過額 532 　貸倒引当金限度超過額 752

　賞与引当金限度超過額 99 　賞与引当金限度超過額 100

　投資損失引当金 83 　その他 204

　その他 176 繰延税金資産小計 2,549

繰延税金資産小計 2,319 評価性引当額 △ 76

繰延税金資産合計 2,319 繰延税金資産合計 2,473

繰延税金負債 繰延税金負債

　その他有価証券評価差額金 △ 784 　その他有価証券評価差額金 △ 1,255

繰延税金負債合計 △ 784 繰延税金負債合計 △ 1,255

繰延税金資産の純額 1,534 繰延税金資産の純額 1,217

２． 法定実効税率と税効果会計 （単位：％） （単位：％）

適用後の法人税等の負担率 法定実効税率 40.6 法定実効税率 40.6 

との間に重要な差異がある （調整） （調整）

ときの、当該差異の原因と 交際費等永久に損金に算入さ 交際費等永久に損金に算入さ

なった主要な項目別の内訳 れない項目 れない項目

受取配当金等永久に益金に算 受取配当金等永久に益金に算

入されない項目 入されない項目

住民税等均等割等 1.8 住民税等均等割等 1.4 

その他 2.0 評価性引当額 7.7 

税効果会計適用後の法人税等 その他 0.8 

の負担率 税効果会計適用後の法人税等

の負担率

45.5 

48.3 

2.3 0.9 

△1.2 △3.1 
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　（１株当たり情報）

第　　70　　期 第　　71　　期

自  平成16年4月 1日 自  平成17年4月 1日

至  平成17年3月31日 至  平成18年3月31日

１株当たり純資産額 786円34銭 １株当たり純資産額 803円97銭 

１株当たり当期純利益金額 25円09銭 １株当たり当期純利益金額 33円96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 　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、潜在株式がないため、記載しておりません。 ては、潜在株式がないため、記載しておりません。

　（注）１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

第　　70　　期
自　平成16年4月　 1日
至　平成17年3月3 1日

第　　71　　期
自　平成17年4月　 1日
至　平成18年3月3 1日

 当期純利益（百万円）

 普通株主に帰属しない金額（百万円）

 （うち利益処分による役員賞与金）

 普通株式に係る当期純利益（百万円）

 期中平均株式数（千株）

　　　　　　　　　　　　　401

　　　　　　　　　　　　　 41

　　　　　　　　　　　　　(41)

　　　　　　　　　　　　　360

　　　　　　　　　　　 14,364

　　　　　　　　　　　　　513

　　　　　　　　　　　　　 40

　　　　　　　　　　　　　(40)

　　　　　　　　　　　　　473

　　　　　　　　　　　 13,936
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役員の異動　(平成１８年６月２９日付予定)

1.　代表者の異動

　　　該当事項はありません。

2.　その他の役員の異動

　　(1) 新任予定取締役

　　　　　　　　　　　　板　敷　睦　男　　　(現　神戸支社鮮魚部長)

　　(2) 昇任予定

　　　　　常務取締役　　打　浪　誠　也　　　(現　取締役原料開発部長)
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