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代  表  者 役職名 代表取締役社長         

氏 名 吉田 満徳 
問合せ先責任者 役職名 常務取締役管理本部長          

氏 名 川島 義則          ＴＥＬ ( 0258 ) 22－3800（代表） 
決算取締役会開催日   平成 18 年  5 月 19 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 27 日          定時株主総会開催日    平成 18 年 6 月 26 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 
 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 

7,729     2.1 
7,567   △5.5 

90  △65.9 
265  △28.4 

133   △57.7 
316    △21.9 

 
 

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 
17 年 3 月期 

67   △61.1 
174    △10.6 

8.46  
20.88  

―       
―       

1.7  
4.5  

2.1  
5.0  

1.7  
4.2  

(注) ①期中平均株式数 18 年 3 月期  8,000,000 株     17 年 3 月期  8,000,000 株 
    ②会計処理の方法の変更  有 
     ③売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率 
 
(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 

10.00  
10.00  

5.00  
5.00  

5.00  
5.00  

80     
80     

118.2  
47.9  

2.0  
2.0  

(注) 18 年 3 月期期末配当金の内訳  記念配当 ― 円 ― 銭   特別配当 ― 円 ― 銭  
 
(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 

6,344     
6,284     

3,907     
3,925     

61.6  
62.5  

488.49  
489.85  

(注) ①期末発行済株式数   18 年 3 月期    8,000,000 株 17 年 3 月期    8,000,000 株 
     ②期末自己株式数     18 年 3 月期       ―     株 17 年 3 月期       ―     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 

4,100     
8,100     

 

70     
170     

 

40     
100     

 

5.00  
     ― 

― 
5.00  

     ― 
10.00  

(参考)１株当たり予想当期純利益(通期)                    12 円 50 銭 

 

 

※この予想は、本資料発表日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、実際の業績は、今
後様々な要因により、記載の予想数値と異なる可能性があります。 
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６． 個別財務諸表等 

(1)貸借対照表 

①貸借対照表 
(単位：千円) 

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) 期別 

科目 金  額 構成比 金  額 構成比 

増減金額 

    ％   ％  

(資産の部)         

Ⅰ 流動資産         

 1. 現金及び預金   236,727   247,997  11,270 

 2. 受取手形   56,211   45,545  △10,666 

 3. 売掛金 ※３  1,145,543   1,150,722  5,179 

 4. 商品   10,298   13,234  2,935 

 5. 製品   237,819   285,354  47,534 

 6. 原材料   167,714   226,563  58,849 

 7. 仕掛品   4,726   5,859  1,133 

 8. 貯蔵品   27,601   27,039  △562 

 9. 前払費用   6,493   5,545  △947 

 10. 繰延税金資産   23,195   13,516  △9,679 

 11. 関係会社短期貸付金   19,070   108,912  89,842 

 12. その他   31,089   57,541  26,451 

   貸倒引当金   △1,250   △1,058  191 

   流動資産合計   1,965,240 31.3  2,186,773 34.5 221,533 

Ⅱ 固定資産         

 1. 有形固定資産         

  (1) 建物 ※１ 4,109,824   4,109,728    

    減価償却累計額  2,333,938 1,775,886  2,465,495 1,644,232  △131,653 

  (2) 構築物 ※１ 535,903   541,106    

    減価償却累計額  351,913 183,990  372,624 168,481  △15,508 

  (3) 機械装置 ※1,4 2,681,012   2,349,411    

    減価償却累計額  2,285,914 395,097  1,958,998 390,412  △4,685 

  (4) 車両運搬具 ※１ 23,135   15,855    

    減価償却累計額  20,643 2,492  14,485 1,369  △1,122 

  (5) 工具器具備品 ※１ 154,348   131,951    

    減価償却累計額  124,835 29,513  105,796 26,154  △3,358 

  (6) 土地 ※１  1,128,945   1,128,945  ― 

   有形固定資産合計   3,515,924 55.9  3,359,596 53.0 △156,328 

 2. 無形固定資産         

  (1) ソフトウェア   3,826   65,721  61,895 

  (2) 施設利用権   6,234   6,234  ― 

  (3) ソフトウェア仮勘定   75,482   ―  △75,482 

   無形固定資産合計   85,542 1.4  71,955 1.1 △13,587 
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 (単位：千円) 
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) 期別 

科目 金  額 構成比 金  額 構成比 
増減金額 

    ％   ％  

 3. 投資その他の資産         

  (1) 投資有価証券   558,875   562,810  3,934 

  (2) 関係会社株式   50,000   50,000  ― 

  (3) 出資金   1,292   1,282  △10 

  (4) 破産更生債権等   449   2,941  2,492 

  (5) 長期前払費用   11,353   15,841  4,487 

  (6) 繰延税金資産   65,889   66,457  567 

  (7) その他   30,983   29,936  △1,046 

    貸倒引当金   △643   △3,135  △2,492 

   投資その他の資産合計   718,199 11.4  726,133 11.4 7,933 

   固定資産合計   4,319,667 68.7  4,157,685 65.5 △161,981 

   資産合計   6,284,907 100.0  6,344,459 100.0 59,552 

         

(負債の部)         

Ⅰ 流動負債         

 1. 買掛金   586,465   613,543  27,077 

 2. 短期借入金 ※１  1,080,000   1,280,000  200,000 

3. 一年以内返済予定 
  長期借入金 

※１  70,000 
  

47,500 
 

△22,500 

 4. 未払金   79,654   41,937  △37,717 

 5. 未払法人税等   34,050   7,290  △26,760 

 6. 未払消費税等   5,860   ―  △5,860 

 7. 未払費用   262,641   260,228  △2,413 

 8. 預り金   6,086   6,085  △0 

  9. その他   4,885   ―  △4,885 

   流動負債合計   2,129,645 33.9  2,256,584 35.6 126,939 

         

Ⅱ 固定負債         

 1. 長期借入金 ※１  47,500   ―  △47,500 

 2. 退職給付引当金   156,252   155,138  △1,114 

 3. 役員退職慰労引当金   25,700   24,800  △900 

   固定負債合計   229,452 3.6  179,938 2.8 △49,514 

   負債合計   2,359,098 37.5  2,436,522 38.4 77,424 
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(単位：千円) 
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) 
期別 

科目 金  額 構成比 金  額 構成比 

増減金額 

    ％   ％  

(資本の部)         

Ⅰ 資本金 ※２  727,875 11.6  727,875 11.5 ― 

Ⅱ 資本剰余金         

 1. 資本準備金   550,675   550,675  ― 

  資本剰余金合計   550,675 8.8  550,675 8.7 ― 

Ⅲ 利益剰余金         

 1. 利益準備金   85,919   85,919  ― 

 2. 任意積立金         

   別途積立金  2,310,200 2,310,200  2,400,200 2,400,200  90,000 

 3. 当期未処分利益   237,135   127,808  △109,327 

  利益剰余金合計   2,633,254 41.9  2,613,927 41.2 △19,327 

Ⅳ その他有価証券評価差額金 ※５  14,004 0.2  15,459 0.2 1,454 

   資本合計   3,925,808 62.5  3,907,936 61.6 △17,872 

   負債・資本合計   6,284,907 100.0  6,344,459 100.0 59,552 
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②損益計算書 
 (単位：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 

科目 
金  額 構成比 金  額 構成比 

増減金額 

    ％   ％  

Ⅰ 売上高 ※８        

 1. 売上高  7,468,816   7,649,933    

 2. 賃貸等役務収入  98,516 7,567,332 100.0 79,676 7,729,609 100.0 162,277 

Ⅱ 売上原価         

 1. 製品及び商品 
   期首たな卸高 

※１ 286,999   248,118    

 2. 当期製品製造原価 ※９ 5,443,549   5,774,298    

 3. 当期商品仕入高  424,059   480,375    

合計  6,154,608   6,502,793    

 4. 他勘定振替高 ※２ 84,842   69,722    

 5. 製品及び商品 
   期末たな卸高 

※１ 249,191   301,001    

 6. 賃貸等役務原価  53,440 5,874,014 77.6 50,389 6,182,459 80.0 308,444 

   売上総利益   1,693,318 22.4  1,547,150 20.0 △146,167 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※９        

 1. 販売手数料  81,275   85,475    

 2. 販売促進費  145,141   149,649    

 3. 運送費  352,147   367,356    

 4. 貸倒引当金繰入額  7   2,354    

 5. 役員報酬  55,800   56,176    

 6. 給料・手当  389,965   360,381    

 7. 退職給付費用  24,247   39,266    

 8. 役員退職慰労引当金 
   繰入額 

 9,300   10,900    

 9. 福利厚生費  84,081   80,190    

 10. 旅費交通費  51,812   48,845    

 11. 賃借料  41,429   39,958    

 12. 減価償却費  11,908   27,758    

 13. その他  181,098 1,428,216 18.9 188,347 1,456,661 18.8 28,444 

   営業利益   265,101 3.5  90,488 1.2 △174,612 

Ⅳ 営業外収益         

 1. 受取配当金 ※８ 39,585   50,414    

 2. 原子力立地交付金  13,630   13,640    

 3. 受取手数料  1,662   1,615    

 4. 雑収入  12,563 67,442 0.9 2,810 68,480 0.8 1,037 
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(単位：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 

科目 
金  額 構成比 金  額 構成比 

増減金額 

    ％   ％  

Ⅴ 営業外費用         

 1. 支払利息  8,085   9,767    

 2. たな卸資産評価損  1,073   2,412    

 3. たな卸資産廃棄損  6,971   10,584    

 4. 雑損失  3 16,133 0.2 2,259 25,024 0.3 8,890 

   経常利益   316,410 4.2  133,945 1.7 △182,465 

Ⅵ 特別利益         

 1. 固定資産売却益 ※３ 347 347 0.0 ― ― ― △347 

Ⅶ 特別損失         

 1. 固定資産売却損 ※４ 344   ―    

 2. 固定資産除却損 ※５ 7,277   12,775    

 3. 投資有価証券評価損  ―   1,499    

4. 減損損失 ※６ ―   8,112    

 5. 災害による損失  ※７ 21,809 29,431 0.4 ― 22,388 0.3 △7,043 

   税引前当期純利益   287,326 3.8  111,556 1.4 △175,769 

   法人税、住民税及び 
   事業税 

 107,424  
 

36,200  
 

 

   法人税等調整額  5,874 113,299 1.5 7,683 43,884 0.5 △69,415 

   当期純利益   174,026 2.3  67,672 0.9 △106,354 

   前期繰越利益   103,108   100,135  △2,973 

   中間配当額   40,000   40,000  ― 

   当期未処分利益   237,135   127,808  △109,327 
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③利益処分案 
     (単位：千円)

前事業年度 
(平成17年６月24日) 

当事業年度 
(平成18年６月26日) 

期別 

科目 金   額 金   額 

Ⅰ 当期未処分利益   237,135  127,808 

Ⅱ 利益処分額      

 1. 配当金  40,000  40,000  

 2. 役員賞与金  7,000  ―  

   (うち監査役分)  (700)  (―)  

 3. 任意積立金      

   別途積立金  90,000 137,000 ― 40,000 

Ⅲ 次期繰越利益   100,135  87,808 

(注) 期別欄の日付は株主総会予定日であります｡ 
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重要な会計方針 

 

１．有価証券の評価基準及び評価方法  
満期保有目的の債券 償却原価法（定額法） 

子会社株式 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） 

 時価のないもの 移動平均法による原価法 

２．たな卸資産の評価基準及び評価方法  

商品 月別総平均法による低価法  

製品 同上  

原材料 月別総平均法による原価法  

仕掛品 同上  

貯蔵品 同上  

３．固定資産の減価償却の方法  

(1) 有形固定資産 定率法 
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。 
ただし、本社、冷蔵庫及び子会社賃貸用工場、設備については定額法 
なお、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 
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   ７～50 年 

 機械装置及び運搬具 ２～10 年 

(2) 無形固定資産 定額法 
ただし、ソフトウェア(自社利用分)については、社内における見込利用
可能期間(５年)に基づく定額法 

(3) 長期前払費用 定額法 

４．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検討し、回収
不能見込額を計上しております。 

(2) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及
び年金資産の見込額に基づき計上しております。 

(3) 役員退職慰労引当
金 

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

５．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．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 

税抜方式によっております。 
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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 

―――――― (減価償却費の計上区分の変更) 
当事業年度より休止有形固定資産の減価償却費の取り

扱いを、システム変更による厳密な費用管理が可能となっ

たことから、所有部署に基づく製造原価、販売費及び一般
管理費計上から、営業外費用計上へと変更いたしました。 
この変更により、従来と同一計上処理をした場合と比較

して、売上総利益及び営業利益が、1,701千円増加してお
ります。 

―――――― (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8,112千円減少しており

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 

(貸借対照表) 
従来「支払手形」に含めていた設備関係支払手形は、

当事業年度より流動負債の「その他」に含めて記載する
こととしました。 

前事業年度 設備関係支払手形 15,022千円 

当事業年度 設備関係支払手形  4,819千円 
 

なお、当事業年度より仕入債務の支払方法を期日現金
払いに変更したことにより，約束手形は振出しておりま

せん。 

―――――― 
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注記事項 

１．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は次のとおりであります。 
(単位：千円) 

建物 758,415 工場財団根抵当 
構築物 151,917 同上 
機械装置 312,485 同上 

車両運搬具 379 同上 
工具器具備品 4,604 同上 

土地 826,466  

合計 2,054,268  
   上記資産を短期借入金540,000千円、１年以内返済予

定長期借入金50,000千円及び長期借入金37,500千円
の担保に供しております。 

※１ 担保に供している資産は次のとおりであります。 
(単位：千円) 

建物 697,190 工場財団根抵当 
構築物 136,531 同上 
機械装置 316,301 同上 

車両運搬具 645 同上 
工具器具備品 4,320 同上 

土地 826,466  

合計 1,981,456  
   上記資産を短期借入金640,000千円及び１年以内返

済予定長期借入金37,500千円の担保に供しておりま
す。 

※２ 授権株数 普通株式  24,000,000株 
 発行済株式総数 普通株式   8,000,000株 
 

※２ 授権株数 普通株式  24,000,000株
 発行済株式総数 普通株式   8,000,000株
 

※３ 関係会社に対するものが次のとおり含まれておりま
す。 
売掛金 328,568千円

 

※３ 関係会社に対するものが次のとおり含まれておりま
す。 
売掛金 314,118千円

 
※４ 有形固定資産について、日本公認会計士協会監査第

一委員会報告第43号「圧縮記帳に関する監査上の取
扱い」により取得価額から控除している国庫補助金
による圧縮記帳額は機械装置56,865千円でありま
す。 

※４ 有形固定資産について、日本公認会計士協会監査第
一委員会報告第43号「圧縮記帳に関する監査上の取
扱い」により取得価額から控除している国庫補助金
による圧縮記帳額は機械装置19,926千円でありま
す。       

保証債務 
   子会社(株)新潟フレッシュデリカの金融機関からの

借入に対し、債務保証を行っております。 
863,470千円 

保証債務 
   子会社(株)新潟フレッシュデリカの金融機関からの

借入に対し、債務保証を行っております。 
771,910千円 

※５ 配当制限 
   その他有価証券の時価評価により増加した純資産額 

 14,004千円
 

※５ 配当制限 
   その他有価証券の時価評価により増加した純資産額 

 15,459千円
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２．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 損益計算書における「製品及び商品期末たな卸高」
の総額が貸借対照表の「製品」及び「商品」の合計
と一致しないのは、「製品」「商品」に低価法を適用
したために生じた評価減額を営業外費用で処理した
ことによります。また、前期「製品及び商品期末た
な卸高」から前期において営業外費用に計上した評
価減金額を控除した残高を当期「製品及び商品期首
たな卸高」へ振替えております。 

※１          同左 

※２ 他勘定振替高の内容は次のとおりであります。 
(単位：千円) 

販売促進費 53,972 
特別損失 3,064 
その他(販売費及び一般管理費) 27,804 

合計 84,842 
 

※２ 他勘定振替高の内容は次のとおりであります。 
(単位：千円) 

販売促進費 61,679 
その他(販売費及び一般管理費) 8,042 

合計 69,722 
 

※３ 固定資産売却益の主な内容は次のとおりでありま
す。 

(単位：千円) 
機械装置 85 

車両運搬具 262 
 

―――――― 
 

※４ 固定資産売却損の主な内容は次のとおりでありま
す。 

(単位：千円) 
機械装置 344 

 

―――――― 
 

※５ 固定資産除却損の主な内容は次のとおりでありま
す。 

(単位：千円) 
設備撤去費用 102  
建物 670  

機械装置 6,267  
工具器具備品 238  

 

※５ 固定資産除却損の主な内容は次のとおりでありま
す。 

(単位：千円) 
設備撤去費用 4,626 
建物 165 

機械装置 6,286 
車両運搬具 364 
工具器具備品 1,332 

 
―――――― ※６ 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 種類 場所 
金額 

(千円) 

遊休 機械装置 
新潟県長岡市

南陽 
6,738 

遊休 機械装置 
新潟県長岡市

摂田屋 
1,373 

(経緯) 
上記の機械装置は、製造工程の変更や消費者ニーズの多

様化による需要の落ち込み等により現在は使用していない
資産であります。今後の利用計画も無いことから、減損損
失を認識しました。 

(グルーピングの方法) 
工場、支店・営業所をグルーピングの単位とし、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しております。 
(回収可能価額の算定方法等) 
回収可能額は正味売却価額により測定しており、処分価

額により評価しております。 
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※７ 災害による損失は新潟県中越地震発生の際に処分し
た製品及び原材料の廃棄等であります。 

―――――― 

※８ 関係会社に対するものが次のとおり含まれておりま
す。 

(単位：千円) 
売上高 2,308,051  
受取配当金 37,500  

 

※８ 関係会社に対するものが次のとおり含まれておりま
す。 

(単位：千円) 
売上高 2,376,786 
受取配当金 46,000 

 
※９ 当期製品製造原価並びに販売費及び一般管理費に含

まれる研究開発費は次のとおりであります。 

(単位：千円) 
販売費及び一般管理費 71,196  

合計 71,196  
 

※９ 当期製品製造原価並びに販売費及び一般管理費に含
まれる研究開発費は次のとおりであります。 

(単位：千円) 
販売費及び一般管理費 70,614 

合計 70,614 
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(2)リース取引 

当社は、証券取引法第27 条の 30 の 6 の規定に基づき、ＥＤＩＮＥＴによる開示を行うため記載を省略し
ております。 

 

 

(3)有価証券 

前連結会計年度及び当連結会計年度に係る「有価証券」（子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの
は除く）に関する注記については、連結財務諸表における注記事項として記載しております。なお、前事業
年度及び当事業年度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。 

 

 

 (4)税効果会計 
 

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 

(単位：千円) 
 (繰延税金資産) 
  ①流動資産  

  未払事業税 4,023 
  未払費用(賞与引当金繰入超過額) 16,749 
  その他 2,422 

計 23,195 
  ②固定資産  

有形固定資産評価差額 23,934 
  退職給付引当金繰入超過額 60,927 

  役員退職慰労引当金 10,393 
  その他 9,819 

計 105,074 
  評価性引当額 △32,068 

計 73,006 

   繰延税金資産合計 96,201 
 (繰延税金負債)  

固定負債  
  その他有価証券評価差額金 △7,117 

   繰延税金負債合計 △7,117 

   繰延税金資産の純額 89,084 

 
 
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 40.4％
  (調整)  
  交際費等永久に 
  損金に算入されない項目 

2.4 

受取配当金等永久に 
  益金に算入されない項目 △5.4 

  住民税均等割等 4.5 
  その他 △2.5 
   税効果会計適用後の 
   法人税等の負担率 

39.4 
 

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 

(単位：千円) 
 (繰延税金資産) 
  ①流動資産  

  未払費用(賞与引当金繰入超過額) 12,189 
  その他 1,543 

計 13,732 
  ②固定資産  

有形固定資産評価差額 23,934 
減損損失累計額 2,753 

  退職給付引当金繰入超過額 62,737 

  役員退職慰労引当金 10,029 
  その他 8,643 

計 108,098 
  評価性引当額 △33,096 

計 75,002 

   繰延税金資産合計 88,734 
 (繰延税金負債)  

①流動負債  
未収事業税 △216 

②固定負債  
  その他有価証券評価差額金 △8,545 

   繰延税金負債合計 △8,761 

   繰延税金資産の純額 79,973 

 
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 40.4％
  (調整)  
  交際費等永久に 
  損金に算入されない項目 

5.5 

受取配当金等永久に 
  益金に算入されない項目 

△17.4 

  住民税均等割等 12.5 
  その他 △1.7 
   税効果会計適用後の 
   法人税等の負担率 

39.3 
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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            489.85円 １株当たり純資産額            488.49円 
１株当たり当期純利益            20.88円 １株当たり当期純利益             8.46円 
 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益は、新株予
約権付社債等潜在株式が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は、新株予
約権付社債等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の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

項  目 
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 

損益計算書上の当期純利益（千円） 174,026 67,672 

普通株式に係る当期純利益（千円） 167,026 67,672 

普通株主に帰属しない金額の主要な内訳（千円）   

 利益処分による役員賞与金 7,000 ― 

普通株主に帰属しない金額（千円） 7,000 ― 

普通株式の期中平均株式数（千株） 8,000 8,000 
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７． 役員の異動 

 
下記の異動については、すべて６月26日付の予定であります。 

 

１．新任取締役候補 

常務取締役   佐藤  光一 （現 ㈱ニチロ取締役） 

取 締 役   渡辺  増男 （現 当社中部日本営業部長） 

 

２．退任予定取締役 

取 締 役   村上  銀次郎 

 

３．新任監査役候補 

監 査 役   梅木   勉 （現 ㈱ニチロ業務用食品部長） 

監 査 役   鈴木   弘 （現 ㈱ニチロリスク監理部長） 

 
４．退任予定監査役 

監 査 役   佐藤  友貞 

監 査 役   大園  高明 

 

(注)  新任監査役候補者 梅木 勉氏は、株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第18条第１項に
定める社外監査役であります。 

 

 
                                            

  以 上 
 


