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１． 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 
 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 

14,257      2.0 
13,973    △4.1 

166   △65.6 
483   △11.4 

157    △68.1 
492       △8.1 

 

 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 

62  △75.2  
250   △0.2  

7.79  
30.30  

―       
―       

1.5  
6.1  

1.9  
6.0  

1.1  
3.5  

(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     8,000,000 株    17 年 3 月期     8,000,000 株   
     ③会計処理の方法の変更   有 
      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 
 
(2)連結財政状態 
 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 

8,056    
8,138    

4,186    
4,211    

52.0  
51.7  

523.33  
525.36  

(注) 期末発行済株式数(連結) 18 年 3 月期      8,000,000 株    17 年 3 月期      8,000,000 株 
 
(3)連結キャッシュ･フローの状況 

 
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 
17 年 3 月期 

260     
268     

△208     
△490     

△41     
98     

257     
247     

 
(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 1 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)  ― 社 (除外)  ― 社   持分法 (新規)  ― 社  (除外)  ― 社 
 
２．19 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 
通    期 

7,500     
14,600     

140     
250     

80     
140     

(参考)１株当たり予想当期純利益（通期）                    17 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。 
なお、業績予想に関する事項は、添付資料の９ベージをご参照ください。 
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１． 企業集団の状況 

(1)事業の内容 

当社グループ(当社及び当社の関係会社)は、当社、当社の親会社(株式会社ニチロ)及び子会社１社(株式会

社新潟フレッシュデリカ)で構成され、加工食品及びパンの製造販売を主な事業として展開しており、また、不

動産賃貸等の役務提供事業も行っております。 

当グループの事業に係わる位置付け及び事業の種類別セグメントとの関連は次のとおりであり、事業の種類

別セグメントと同一の区分であります。 

加工食品事業………当社において冷凍食品、チルド食品、畜産品の製造販売を行っており、親会社及び子会

社に製商品の一部を販売すると共に、親会社より原料並びに子会社より商品の一部を仕

入れております。 

パン事業……………子会社(株式会社新潟フレッシュデリカ)において焼成パン及び調理パン等の製造販売

を行っております。 

役務事業……………当社において当社の所有する土地及び建物等を子会社に賃貸する不動産等賃貸事業ほ

かを行っております。 

 

事業の系統図は、次のとおりであります。 
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(2)関係会社の状況 
 

議決権の 
所有(被所有)割合 名称 

 住所 
資本金又は
出資金 
(千円) 

主要な事業 
の内容 所有割合

(％) 
被所有割合

(％) 

関係内容 摘要 

(親会社)        

(株)ニチロ 東京都千代田区 12,224,623 加工食品事業 
水産品事業 ― 69.3 

当社の製品及び商品の一部を販売しており
ます｡ 
同社より原材料等を購入しております。 
役員の兼任 ４名 

(注) 
2. 

(連結子会社)        

(株)新潟フレッシュ 
デリカ 新潟県長岡市 50,000 パン事業 100.0 ― 

運転資金の貸付を行っております。 
当社製品の販売及び同社より商品を仕入れ
ております。 
当社所有の土地建物及び設備の賃貸をして
おります｡ 
役員の兼任 ２名 

(注) 
3. 

(注) 1. 主要な事業の内容欄には、事業の種類別セグメントの名称を記載しております。 
   2. 有価証券報告書の提出会社であります。 

   3. 株式会社新潟フレッシュデリカについては、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く)の連結売上高に占める
割合が10％を超えております。 
  主要な損益情報等 

   (1) 売上高 6,681,417千円
   (2) 経常利益 69,091千円

   (3) 当期純利益 40,379千円
   (4) 純資産額 328,745千円
   (5) 総資産額 1,879,401千円

 

２． 経営方針 

(1) 会社の経営の基本方針 

 当社は、「食の開発、生産、流通を通して健康で豊かな生活文化の創造に貢献する」を企業理念として
おります。 
 これは、当社が成長発展を続けていくために従業員一人一人が社業に誇りを持ち、感謝と礼節を持って
業務に接するための精神的支柱となるべきものであり、企業理念を明確にすることで全従業員が当社の社

会的役割を再認識することを目的としたものであります。 
 また、多様化する市場ニーズを満足させ、品質、安全性に優れた商品を提供することを社会的使命とと
らえて事業活動を推進しております。 

 

(2) 会社の利益配分に関する基本方針 

 当社は、各事業年度の業績と将来の事業展開を総合的に考慮し、将来に備えて内部留保に努めるととも
に、株主の皆様へ安定的な配当の維持継続に留意することを利益配分の基本方針としております。 
 また、業績の進展に応じて配当性向等を勘案し、利益処分に積極的に取り組んでいく所存であります。 

 通期の配当は、中間配当金５円を加え１株につき10 円とさせていただきます。 
 

(3) 目標とする経営指標 

当社は、投下資本が予定した利益を生み出す経営指標としてＲＯＥ（株主資本利益率）を重視しており
ます。株主資本比率50％超を推移する中で、当面の目標として連結ＲＯＥ５％を継続的に確保することを

目指しております。 
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(4) 中長期的な会社の経営戦略 

 加工食品事業につきましては、品質保証及び安全衛生管理を基本に、全社をあげての生産性向上（ムダ
取り運動）に努めるとともに、ＩＳＯ９００１版の取得努力中であり、お客様に「安全で安心な商品」を
提供する体制を更に強化してまいります。 

 生産面では、在庫回転率をあげるための販売計画と生産計画をリンクさせたシステムの改善や、良品
率・重量管理を最重要管理ポイントとした利益改善に努めてまいります。 
 販売面では、重点育成商品等の集中販売により、１品当りの売上アップを図るなど営業マン１人当りの
売上高アップを目指し、また、東京・名古屋・大阪・新潟・東北地区での拡販や新規取引先の開拓などを

実行してまいります。 
 親会社の株式会社ニチロとは、同社「あけぼのブランド」による家庭用冷凍食品及び業務用冷凍食品の
ＯＥＭ供給に積極的に取り組んでまいります。 

 コンビニエンスベンダーとは、焼成パンの食材を中心として全国規模に展開し、日本給食品連合会の会
員とは、同会推奨メーカーとしての位置付けから更に取り組みを強化してまいります。 
 新商品開発については、引き続き冷凍食品以外の温度帯、老健食、市販用冷食などの新ジャンル商品の
開発やフライ・餃子・ハンバーグなどの主力商品の開発、既存品のリニューアルにも更に注力してまいり

ます。 
 パン事業につきましては、現在の小売環境は「消費緩和の時代」であり、お客様はより価値のある商品
や本当に魅力を感じた商品のみを購入する傾向にあり、お客様に魅力ある商品造りと生産性の高いもの造
りに努めてまいります。 

 

(5) 会社の対処すべき課題 

 今後の見通しにつきましては、生産や個人消費の持ち直しにより着実に景気は回復しているとはいえ、
少子高齢化問題、人口減少社会といったこれまで経験したことのない時代の到来や冷凍食品の安売り問題、
ＢＳＥ（牛海綿状脳症、狂牛病）、鳥インフルエンザなどによる肉の輸入禁止措置の行方、原油価格の高

騰など、原材料の調達や原材料高の不安が続くなか、景気は依然として危うさを抱え今後とも厳しい経営
環境が続くものと思われます。 
 このような状況のもと、取引先に「ニチロサンフーズブランド」の信頼と知名度を上げることと、取引

先からの「柔軟と機動力のあるベストパートナー」との評価を高め、市販用冷食市場、老健食、冷凍食品
以外の温度帯食品など新ジャンルへの参入も継続するとともに、更なるムダ取り運動（生産性の向上運動）
の強化により、生産性向上によるコストの削減、品質保証体制の強化、新規取引先の開拓、販売力の強化
や従業員の資質向上に努めてまいります。 

 また、新商品開発に注力するとともに、当社の主力商品であるフライ・餃子・ハンバーグなど既存品の
リニューアル商品を、主要ユーザーである株式会社ニチロ、コンビニエンスベンダー、日本給食品連合会
などに対しても、積極的に新商品を提案し、導入に力を入れてまいります。食をめぐる厳しい社会情勢の
なか、品質管理体制を更に強化するためにＩＳＯ９００１取得に向け努力中であり、多品種少量生産に対

応した、安全で安心な美味しい商品を早く・安く造れる体制を、より以上に確立していく所存であります。 
 連結子会社の株式会社新潟フレッシュデリカについては、セブン－イレブン・ジャパンとの取り組みを
一層強化し、新商品開発・既存品のリニューアル化などにより、新潟県および長野県内のセブン－イレブ
ン店舗に対し、売上拡販に積極的に取り組むとともに、品質管理体制をより強化し収益の向上に努めてま

いります。 
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(6) 親会社等に関する事項 

①親会社等の商号等 
  （平成 18年３月 31 日現在） 

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 

株式会社ニチロ 親会社 69.3 
株式会社東京証券取引所 
      市場第一部 

 
 
②親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社等との関係 
  (株)ニチロは当社議決権の69.3％を所有する親会社であります。 

  当社は親会社に製品及び商品の一部を販売し、畜肉などの原材料を購入しておりますが、同社との取
引関係は、長年にわたり安定的に継続しており、当期の売上高の約３割は主要取引先である同社に対す
るものであります。今後につきましても、同社の家庭用冷凍食品のＯＥＭ受注を積極的に販売し、同社

との取引の拡大を図ってまいります。 
  人事面では、当社の業務執行に関する決定に参加し助言を得ること及び監査役機能の増強を図ること
を目的として、親会社から取締役１名、監査役３名が就任しております。また、当社の営業部門の強化
を目的として１名を出向者として受け入れております。 

  以上のように、当社と同社との間で資本関係、取引関係等の面で緊密な関係にあり、また、多額な設
備・不動産取得など重要事項については、親会社の助言を受け執り進めております。しかしながら、親
会社とは、事業の棲み分けがなされており、当社独自の商品開発、購買、生産、販売活動を行うなど、
親会社等から、当社の自由な事業活動に制約を受ける状況ではありません。また、親会社との取引条件

は、市場価格等を勘案して価格交渉の上、一般取引先と同様に決定していることなどから、当社の経営
方針及び事業活動等の独立性が確保されていると認識しております。 

 
（役員の兼務状況） 

役職 氏名 親会社又はそのグループ企業での役職 就任理由 

非常勤取締役 大 野   洋 親会社 ㈱ニチロ代表取締役副社長 
業務執行に関する決定に
参加し助言を得るため 

非常勤監査役 佐 藤 友 貞 親会社 ㈱ニチロ監査役 監査役機能の増強のため 

非常勤監査役 伊 藤 信 助 親会社 ㈱ニチロ営業企画部長 監査役機能の増強のため 

非常勤監査役 大 園 高 明 親会社 ㈱ニチロリスク監理課長 監査役機能の増強のため 

 
（出向者の受入れ状況） 

部署名 人数 出向元の親会社等又はそのグループ企業 出向受入れ理由 

営業部 １名 親会社 ㈱ニチロ 営業部門強化のため 

（注）平成 18年３月現在の当社の従業員数は169 名であります。 
 

 
③親会社等との取引に関する事項 
  親会社との取引に関する事項は、「４．連結財務諸表等」の「(4)関連当事者との取引」をご参照くだ
さい。   
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(7) 内部管理体制の整備・運用状況 

①内部統制組織 

        監査役会           取締役会 

        監 査 役           社  長 

      コンプライアンス委員会             経営会議 

 

              営       生      管 
              業       産      理 
              本       本      本 

              部       部      部 

 

②社内規定の整備状況 
  社内規定として「基本規定」「総務庶務規定」「人事労務規定」「経理規定」「業務規定」と５つに分類
し、ニチログループ共通規定とし「企業理念」「コンプライアンス運用規則」を整備しております。 

 ａ．基本規定 
   「定款」「取締役会規定」「経営会議規定」「株式取扱規定」「内部者取引管理規定」「規定管理規定」

「組織規定」「業務分掌規定」「職務権限規定」「稟議規定」「関係会社管理規定」「内部監査規定」「電
子情報管理規定」「個人情報保護規定」「個人情報取扱運用細則」 

 ｂ．総務庶務規定 
   「印章規定」「印章事務取扱基準」「文書保存規定」「社員持株会規定」「社員持株会運営細則」「安

全衛生管理規定」「消防規定」「車輌管理規定」「役員持株会規定」「役員持株会運営細則」「取引先持
株会規定」「取引先持株会運営細則」 

 ｃ．人事労務規定 
   「社員就業規則」「社員給与規定」「社員退職手当金規定」「社員国内旅費規定」「社内教育訓練に関

する旅費規定」「社員海外旅費規定」「育児休業規定」「介護休業規定」「フレックスタイム勤務規定」

「パートタイム従業員就業規則」「嘱託就業規則」 
 ｄ．経理規定 
   「経理規定」「原価計算規定」「予算管理規定」「予算作成基準」「決算処理規則」「勘定科目細則」 
ｅ．業務規定 

「固定資産管理規定」「たな卸資産管理規定」「たな卸実施要領」「生産管理規定」「外注管理規定」
「購買管理規定」「商品開発規定」「品質管理規定」「販売管理規定」「与信管理規定」 

 
③牽制組織の状況 

ａ．各種委員会等 
1．経営会議 

経営会議は原則として毎週月曜日に開催しており、経営監理に関する事項、営業及び生産に関す
る事項、研究及び技術に関する事項、人事及び労務に関する事項、その他経営上重要事項を付議し

ております。また、経営会議の構成は、取締役社長及びその他の取締役をもって構成し、常勤監査
役も出席しております。 

 

2．コンプライアンス委員会 
ニチログループとしては、平成 14 年６月にコンプライアンス委員会を発足させ、当社社長は、

その推進責任者として、コンプライアンス活動の普及のため、指導・教育に努めております。 
なお、当社では、独自に平成 16 年２月にコンプライアンス委員会を発足させました。また「コ

ンプライアンス相談窓口１１０番」と「セクシャル・ハラスメント相談・苦情窓口」も設置し、コ
ンプライアンスに関する取り組みも強化しました。 
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3．内部監査 
       内部監査については、企画室の室員（１名）が年間のスケジュール及びテーマを決め、監査を実

施し、社長に直接報告しております。また、子会社（１社）についても年間スケジュールの中で監
査を実施しております。 

       また、当会社の常勤監査役は子会社の非常勤監査役に就任しており、月１回の取締役会、毎週行
われる生産会議に出席しております。 

 
④内部統制に関する過去１年間の取組 

a. 平成 17 年 4 月、10 月 
   全体集会時に「企業理念」と「コンプライアンス」についての説明と、一斉調査結果のうち従業員

に周知すべき事項について説明を行いました。 

 
    b. 平成17 年８月、平成18 年２月 

   リスク情報収集のため、全従業員に対し、ハガキによる一斉調査を行いました。 
 

    c. 平成17 年９月、平成18 年３月 
   ニチログループでもニチログループのリスク情報収集のために、グループ全従業員に対し、往復ハ

ガキによる一斉調査を行いました。 
 

    d. 「コンプライアンス相談窓口１１０番」「セクシャル・ハラスメント相談・苦情窓口」 
      この窓口は常設されており、窓口によせられた事項については、都度対応し、処理しております。 
     

e. この１年間の内部監査の実績としては、「内部監査規定」に基づき、期初に策定した監査計画に従っ

て、各部門の業務監査を実施し、業務の遂行状況の確認を行いました。 
 

今後も内部管理体制の強化と機動的かつ柔軟な組織体制の両立を目指し、コーポレートガバナンスの

強化に取り組む所存であります。 
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３． 経営成績及び財政状態 

(1)経営成績 

①当連結会計年度の概況 

 当連結会計年度におけるわが国経済は、企業収益の改善、設備投資の増加、輸出・生産の増加、また、
雇用情勢も厳しさが残るものの改善に広がりがみられ、企業の好調さなどが個人消費にも波及したことに

より国内民間需要が活発化し、景気は着実に回復してきました。 
 食品業界におきましては、前々年度に発生しました鳥インフルエンザによる鶏肉の輸入禁止が当連結会
計年度においても引き続いており、ＢＳＥ（牛海綿状脳症、狂牛病）により輸入禁止となっていた米国産
牛肉についても、昨年末に一旦輸入解禁となりましたが、脊柱（せきちゅう）混入問題により再び輸入禁

止となり、豚肉も差額関税違反問題などにより価格が高騰するなど、調達問題や価格アップを招き、また、
原油価格も前連結会計年度に引き続き高止まりのまま推移したため、包装材料や燃料重油などの価格アッ
プを招くなど企業活動に大きく影響いたしました。 

 このようななかにあって当社グループ（当社及び当社の連結子会社）は、品質保証を第一に、生産性の
向上、新商品開発、拡販、販売先の新規開拓などに注力いたしました。 
 この結果、当連結会計年度の業績は、売上高142 億 57 百万円（前連結会計年度比2.0％増）、営業利益
１億 66 百万円（前連結会計年度比 65.6％減）、経常利益１億 57 百万円（前連結会計年度比68.1％減）、

当期純利益 62百万円（前連結会計年度比75.2％減）となりました。 

 事業の種類別セグメントの業績を示すと、次のとおりです。 

（加工食品事業） 

 品質面では、品質管理担当者の製造ラインごとの専任制を更に強化し、問題点の継続追求、掘り下げな
どを行うとともに、原材料選別の強化とメーカー指導も実施することにより、異物混入クレームの減少に
も努めました。 
 生産面では、以前より取り組んできましたムダ取り運動（生産性の向上運動）を更に推進し、コスト削

減に努力いたしましたが、鶏肉・牛肉の輸入禁止措置や豚肉の関税問題などにより肉原料単価が高騰し、
更に原油価格の高騰による燃料重油等の値上がりなどがあり、利益は前連結会計年度を大きく下回りまし
た。 

 新商品開発については、当社が長年培ってきた技術を駆使して、当連結会計年度に販売を開始した新商
品のうち、豆腐ハンバーグ、Ｎｅｗコーンフラワー焼売、キャベツたっぷりメンチカツなどが好評を得て
おります。リニューアル商品では、串刺しジャンボフランクフルトソーセージ、鶏肉団子のネギ塩たれや
コンビニエンスベンダー向けに開発した肉餃子、キャベツメンチカツ、厚切りハムカツなどが大きく売上

に貢献いたしました。また、新ジャンルへの参入につきましては、市販用冷食４品、老健食３品、冷凍食
品以外の温度帯食品１品の販売を開始し、市販用冷食の鶏肉団子のネギ塩たれ、もち豚餃子などが好評を
得ておりますが、老健食等は今後に期待する結果となりました。 
 販売面では、コンビニエンスベンダー向けの厚切りハムカツ・キャベツメンチカツや鶏ごぼうだんご、

豆腐ハンバーグ、リブフランクフルトソーセージ、チキンブロック肉、鮪とキャベツのメンチカツなどが
好調に伸び、売上高は前連結会計年度を上回りました。 
その結果、当連結会計年度の売上高は 76 億 49 百万円（前連結会計年度比 2.4％増）、営業利益３億58

百万円（前連結会計年度比26.9％減）となりました。 
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（パン事業） 
 新潟、長野両県下のセブン－イレブンの店舗数は期末日現在、新潟県 317 店舗で前連結会計年度比 17
店舗増加し、長野県337 店舗で前連結会計年度比１店舗減少しました。 

本社調理パンについては、ロールパンは減収となりましたが、サンドイッチ、ブリトーが好調に売上を
伸ばし、また、軽食惣菜もロングランアイテムとなった昔ながらのナポリタン、海老マカロニグラタン、
オムライスドリアが増収となりましたが、見栄えの良い商品の導入による原材料費のアップやトッピング
数の増加等による人件費アップにより減益となりました。 

本社焼成パンについては、店舗数増と絵皿や弁当箱のキャンペーン効果やたっぷりコーンマヨネーズ、
ちぎりパン、いちごジャム＆マーガリンがロングランアイテムとして好調に推移したことにより増収とな
りましたが、アイテム数の増加、加工難易度の高い商品の増加により原材料費、人件費がアップし減益と
なりました。 

長野工場については、絵皿や弁当箱のキャンペーン効果とロングランアイテムのストロベリー＆ホイッ
プ、たっぷりコーンマヨネーズ、ちぎりパンが好調に推移しましたが、店舗数の減少などにより減収とな
り、また、利益につきましても本社焼成パンと同様な理由により減益となりました。 
その結果、当連結会計年度の売上高は 66 億 81 百万円（前連結会計年度比 1.8％増）、営業利益75 百万

円（前連結会計年度比65.3％減）となりました。 
 

（役務事業） 

連結子会社の株式会社新潟フレッシュデリカへの不動産賃貸料が売上のすべてであり、外部への売上は
ありませんでした。 
 
また、当社は在外支店や在外子会社を有していないため所在地別セグメント情報の記載を行っておりま

せん。 
上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

 

 

②次期の見通し 

加工食品事業につきましては、次期もＢＳＥ（牛海綿状脳症、狂牛病）、鳥インフルエンザ、関税問題

等々による畜肉原料価格や原油価格の高騰による原材料等の調達や価格が不安定に推移するものと思わ
れますが、新商品開発に注力するとともに、当社の主力商品であるフライ、餃子、ハンバーグなど、既存
品のリニューアル商品を拡販し、主要ユーザーである株式会社ニチロ、コンビニエンスベンダー、日本給
食品連合会などに対しても、積極的に新商品を提案し、導入に力をいれてまいります。食をめぐる厳しい

社会情勢の中、品質管理体制を更に強化し、多品種少量生産に対応した、安全で安心な美味しい商品を早
く・安く造れる体制を、より以上に確立していく所存であります。 
また、販売面では、重点育成商品等の集中販売、東京、名古屋、大阪、新潟、東北地区等での拡販、取

引先のきめ細かい分析をもとに地域に密着した販売戦略や新規取引先開拓等を行うとともに、営業部員の
適正配置や教育訓練を行い、販売力強化に努めてまいります。 
パン事業につきましては、特に当連結会計年度低迷した焼成パンについて、歩留り、能率等の更なる改

善により生産効率を高め増益策を講ずるとともに、徹底したコスト削減と従業員の教育訓練等により収益

改善に努めてまいります。 
以上により、連結の次期見通しは下記の通りであります。 

売 上 高 146 億 00百万円 (当連結会計年度比  2.4％増) 
経 常 利 益 2 億 50 百万円 (当連結会計年度比  59.0％増) 

当 期 純 利 益 1 億 40 百万円 (当連結会計年度比 118.4％増) 
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(2)財政状態 

当連結会計年度の概況 

財政状態 
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 

営業活動によるキャッシュ・フロー  268 百万円   260 百万円   △    8 百万円  

投資活動によるキャッシュ・フロー  △  490 百万円   △  208 百万円   282 百万円  

財務活動によるキャッシュ・フロー  98 百万円   △   41 百万円   △  140 百万円  

現金及び現金同等物の増加額 
(又は(△)減少額) 

 △  123 百万円   10 百万円   133 百万円  

現金及び現金同等物の期首残高  370 百万円   247 百万円   △  123 百万円  

現金及び現金同等物の期末残高  247 百万円   257 百万円   10 百万円  
          

 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の残高は、営業活動によるキャッシュ・フロ

ーの資金収入及び財務活動によるキャッシュ・フローの資金収入が減少したものの、投資有価証券の取得
による支出が減少したこと等により、前連結会計年度に比べて10 百万円増加（前連結会計年度比4.2％増）
し、２億 57 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） 
 当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に仕入債務の支払方法
を手形払いから期日現金払いに変更したことにより、仕入債務の増加が４億17 百万円増加の17 百万円（前

連結会計年度は３億99 百万円の減少）と大幅に増加したものの、税金等調整前当期純利益が３億11 百万
円減少の１億 34 百万円（前連結会計年度比69.9％減）及びたな卸資産の増加等により、前連結会計年度
に比べて８百万円減少の２億60 百万円（前連結会計年度比3.1％減）の資金収入となりました。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 
 当連結会計年度における投資活動によるキャッシュ・フローは、無形固定資産の取得による支出が 78
百万円（前連結会計年度は３百万円）増加したものの、投資有価証券の取得による支出が２百万円（前連
結会計年度は３億61 百万円）と大幅に減少したこと等により、前連結会計年度に比べて２億82 百万円減

少の２億８百万円（前連結会計年度比57.5％減）の資金支出となりました。 
（財務活動によるキャッシュ・フロー） 
 当連結会計年度における財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の純増加額が２億円（前連
結会計年度は３億 40 百万円）と減少したことにより、前連結会計年度に比べて１億 40 百万円減少の 41

百万円（前連結会計年度は98百万円の収入）の資金支出となりました。 
 
 

なお、当企業集団のキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。 

 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 

自己資本比率（％） 44.8 49.3 51.7 52.0 

時価ベースの自己資本比率（％） 28.6 38.5 41.3 41.6 

債務償還年数（年） 3.2 2.6 7.7 8.1 

インタレスト・カバレッジ・レシオ 20.7 25.0 12.7 12.1 

(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 
  １．各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 
  ２．株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式総数により算出しております。 

  ３．営業キャッシュ・フローは連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フロー 
    を使用しております。有利子負債は、連結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。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計 
    算書の利息の支払額を使用しております。 
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(3)事業等のリスク 

当社グループの経営成績等に影響を及ぼす可能性のあるリスクには以下のようなものがあります。 
なお、文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末（平成18 年３月31 日）現在において判断した
ものであります。 

 

①畜肉原料購入単価変動について 

当社の経営成績は、製品に使用される畜肉原料が、前々年度に発生しました鳥インフルエンザによる鶏
肉の輸入禁止が引き続いており、ＢＳＥ（牛海綿状脳症、狂牛病）により輸入禁止となっていた米国産牛
肉についても、昨年末に一旦輸入解禁となりましたが脊柱混入問題により再び輸入禁止等による影響のた

め、調達の問題、また単価アップによる原材料増の影響を受ける可能性があります。 
 

②当社グループの特定取引先に対する依存度について 

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総販売実績に対する割合は、下記のとおりで
あり、特に株式会社セブン－イレブン・ジャパンに対する販売比率が高くなっております。 

当社グループとしては、今後も安全で安心な美味しい商品を早く・安く供給すること、また積極的に新
商品を提案し導入することに力を入れていき、当該取引先との安定的な取引を確保できるように努めてま
いります。しかし、当該取引先の経営施策や取引方針等の変更によっては、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。 

 
(主な相手先別の販売実績及び総販売実績に対する割合) 

(単位：千円) 
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 相手先 

販売高 割合 (％) 販売高 割合 (％) 

㈱セブン－イレブン・ジャパン 6,549,838 46.9 6,647,684 46.6 

㈱ニチロ 2,152,690 15.4 2,223,625 15.6 

合計 8,702,528 62.3 8,871,310 62.2 

 (注) 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 
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４． 連結財務諸表等 

(1)連結財務諸表 

①連結貸借対照表 
(単位：千円) 

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) 
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   247,059   257,413  10,354 

 2. 受取手形及び売掛金   1,790,286   1,792,382  2,096 

 3. たな卸資産   480,797   598,730  117,933 

 4. 繰延税金資産   34,537   18,210  △16,326 

 5. その他   45,248   90,113  44,864 

   貸倒引当金   △5,900   △5,319  581 

   流動資産合計   2,592,028 31.8  2,751,532 34.2 159,503 

Ⅱ 固定資産         

 1. 有形固定資産         

  (1) 建物及び構築物 ※１ 5,414,741   5,419,848    

    減価償却累計額  2,855,106 2,559,635  3,039,840 2,380,008  △179,627 

  (2) 機械装置及び運搬具 ※1,2 3,520,992   3,221,072    

    減価償却累計額  2,773,057 747,935  2,529,085 691,986  △55,948 

  (3) 土地 ※１  1,403,747   1,403,747  ― 

  (4) その他 ※１ 220,363   198,984    

    減価償却累計額  173,891 46,471  159,182 39,802  △6,669 

   有形固定資産合計   4,757,790 58.5  4,515,545 56.0 △242,244 

 2. 無形固定資産   86,876 1.1  73,575 0.9 △13,301 

 3. 投資その他の資産         

  (1) 投資有価証券   565,170   569,105  3,934 

  (2) 繰延税金資産   83,223   90,421  7,198 

  (3) その他   53,935   59,429  5,494 

    貸倒引当金   △643   △3,135  △2,492 

   投資その他の資産合計   701,686 8.6  715,821 8.9 14,135 

   固定資産合計   5,546,353 68.2  5,304,942 65.8 △241,411 

   資産合計   8,138,382 100.0  8,056,474 100.0 △81,908 
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(単位：千円) 

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) 
期別 

科目 金  額 構成比 金  額 構成比 

増減金額 

(負債の部)    ％   ％  

Ⅰ 流動負債         

1. 買掛金   927,119   944,662  17,543 

2. 短期借入金 ※１  1,241,560   1,419,060  177,500 

3. 未払法人税等   91,064   7,490  △83,574 

4. 未払消費税等   15,193   7,162  △8,030 

5. 未払費用   514,343   511,021  △3,321 

6. その他   100,154   65,895  △34,259 

流動負債合計   2,889,436 35.5  2,955,292 36.7 65,856 

Ⅱ 固定負債         

1. 長期借入金 ※１  819,410   680,350  △139,060 

2. 退職給付引当金   185,014   199,254  14,240 

3. 役員退職慰労引当金   33,072   34,936  1,864 

固定負債合計   1,037,496 12.8  914,540 11.3 △122,955 

負債合計   3,926,932 48.3  3,869,833 48.0 △57,099 

         

(資本の部)         

Ⅰ 資本金 ※３  727,875 8.9  727,875 9.0 ― 

Ⅱ 資本剰余金   550,675 6.8  550,675 6.9 ― 

Ⅲ 利益剰余金   2,918,895 35.8  2,892,631 35.9 △26,263 

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

資本合計   4,211,449 51.7  4,186,641 52.0 △24,808 

負債及び資本合計   8,138,382 100.0  8,056,474 100.0 △81,908 
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②連結損益計算書 
(単位：千円) 

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 

期別 

科目 
金  額 構成比 金  額 構成比 

増減金額 

    ％   ％  

Ⅰ 売上高   13,973,378 100.0  14,257,866 100.0 284,488 

Ⅱ 売上原価 ※１  11,432,001 81.8  11,969,814 84.0 537,813 

   売上総利益  2,541,376 18.2  2,288,051 16.0 △253,324 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１       

 1. 運送費  900,968   933,311    

 2. 給料・手当  422,246   410,912    

 3. その他  734,906 2,058,122 14.7 777,412 2,121,635 14.8 63,513 

   営業利益   483,254 3.5  166,416 1.2 △316,838 

Ⅳ 営業外収益         

 1. 受取配当金  2,988   4,424    

 2. 原子力立地交付金  16,893   16,902    

 3. 受取手数料  2,846   2,832    

 4. 雇用助成金収入  1,915   998    

 5. 罹災見舞金収入  4,999   ―    

 6. その他  8,755 38,398 0.2 2,962 28,120 0.2 △10,278 

Ⅴ 営業外費用         

 1. 支払利息  21,356   22,050    

 2. たな卸資産廃棄損  6,971   10,584    

 3. その他  1,076 29,404 0.2 4,672 37,307 0.3 7,903 

   経常利益   492,248 3.5  157,228 1.1 △335,020 

Ⅵ 特別利益         

 1. 固定資産売却益 ※２ 262   ―    

 2. 貸倒引当金戻入益  ― 262 0.0 389 389 0.0 127 

Ⅶ 特別損失         

 1. 固定資産売却損 ※３ 344   ―    

 2. 固定資産除却損 ※４ 9,888   13,762    

 3. 投資有価証券評価損  ―   1,499    

 4. 減損損失 ※５ ―   8,112    

 5. 災害による損失  ※６ 36,906 47,139 0.3 ― 23,375 0.2 △23,764 

   税金等調整前当期純利益   445,371 3.2  134,243 0.9 △311,128 

   法人税、住民税及び 

   事業税 

 
197,472   64,206    

   法人税等調整額  △3,060 194,411 1.4 7,700 71,907 0.5 △122,504 

   当期純利益   250,960 1.8  62,336 0.4 △188,623 
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③連結剰余金計算書 

      (単位：千円)
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 

期別 

科目 金  額 金  額 

増減金額 

 (資本剰余金の部)       

Ⅰ 資本剰余金期首残高   550,675  550,675 ― 

Ⅱ 資本剰余金期末残高   550,675  550,675 ― 

       

 (利益剰余金の部)       

Ⅰ 利益剰余金期首残高   2,756,335  2,918,895 162,560 

Ⅱ 利益剰余金増加高       

 1.  当期純利益  250,960 250,960 62,336 62,336 △188,623 

Ⅲ 利益剰余金減少高       

 1.  配当金  80,000  80,000   

 2.  役員賞与  8,400 88,400 8,600 88,600 200 

Ⅳ 利益剰余金期末残高   2,918,895  2,892,631 △26,263 
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④連結キャッシュ・フロー計算書 

   (単位：千円)
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 期別 

科目 金  額 金  額 金 額 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー    

 1. 税金等調整前当期純利益 445,371 134,243 △311,128 

 2. 減価償却費 395,988 402,572 6,584 

3. 減損損失 ― 8,112 8,112 

 4. 貸倒引当金の増加額(又は(△)減少額) △865 1,910 2,776 

 5. 退職給付引当金の増加額(又は(△)減少額) △14,481 14,240 28,721 

 6. 役員退職慰労引当金の増加額 10,772 1,864 △8,908 

 7. 受取利息及び受取配当金 △3,125 △4,637 △1,511 

 8. 支払利息 21,356 22,050 694 

9. 有形固定資産除却損 9,785 9,135 △650 

 10. 投資有価証券評価損 ― 1,499 1,499 

 11. 売上債権の減少額(又は(△)増加額) 77,753 △2,096 △79,849 

12. その他の営業債権の減少額 

(又は(△)増加額) 
△1,285 6,346 7,632 

 13. たな卸資産の減少額(又は(△)増加額) 34,659 △117,933 △152,592 

 14. 仕入債務の増加額(又は(△)減少額) △399,592 17,543 417,135 

 15. その他の営業債務の減少額 △3,050 △5,016 △1,966 

 16. 未払消費税等の減少額 △39,421 △16,901 22,519 

 17. 役員賞与の支払額 △8,400 △8,600 △200 

 18. その他 82 ― △82 

    小計 525,546 464,334 △61,211 

 19. 利息及び配当金の受取額 3,115 4,647 1,532 

 20. 利息の支払額 △21,089 △21,491 △402 

 21. 法人税等の支払額 △239,219 △187,392 51,827 

   営業活動によるキャッシュ・フロー 268,353 260,098 △8,254 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー    

 1. 有形固定資産の売却による収入 3,192 15,056 11,864 

 2. 有形固定資産の取得による支出 △124,359 △135,903 △11,543 

3. 無形固定資産の取得による支出 ― △78,461 △78,461 

 4. 投資有価証券の取得による支出 △361,751 △2,552 359,199 

 5. その他 △7,401 △6,324 1,077 

   投資活動によるキャッシュ・フロー △490,319 △208,184 282,135 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー    

 1. 短期借入金の純増加額 340,000 200,000 △140,000 

 2. 長期借入金の返済による支出 △161,560 △161,560 ― 

 3. 配当金の支払額 △80,000 △80,000 ― 

   財務活動によるキャッシュ・フロー 98,440 △41,560 △140,000 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 ― ― ― 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額(又は(△)減少額) △123,526 10,354 133,881 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 370,585 247,059 △123,526 

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 247,059 257,413 10,354 
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連結財務諸表作成のための基本となる事項 

 

１．連結の範囲に関する事項  

  子会社は全て連結されております。 
  当該連結子会社は(株)新潟フレッシュデリカの１社であります。 

２．持分法の適用に関する事項  

  該当ありません。  

３．連結子会社の事業年度等に関する事項  

  連結子会社の決算日は連結決算日と一致しております。  

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  

 満期保有目的の債券 償却原価法（定額法） 

 その他有価証券 時価のあるもの 決算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） 

 時価のないもの 移動平均法による原価法 

  (ﾛ) たな卸資産  

 商品 月別総平均法による低価法  

 製品 主として月別総平均法による低価法  

 原材料 主として月別総平均法による原価法  

 仕掛品 同上  

 貯蔵品 同上  

 (2) 重要な減価償却資産の減価償却方法  

(ｲ) 有形固定資産 主として定率法 

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）、提
出会社の本社・冷蔵庫、連結子会社の工場・設備については定額法 
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 
＜会計処理の変更＞ 連結子会社の有形固定資産（建物を除く）の減価償却方法は、従来定額法に

よっておりましたが、既存製造設備の経済的陳腐化の加速に対応して、投下
資本の早期回収による財務体質の充実を図るため、当連結会計年度より定率

法に変更いたしました。 
 この変更により、従来と同一の基準を適用した場合と比較して、減価償却費

は、6,142 千円増加し、営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益は
同額減少しております。 

(ﾛ) 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 

(ﾊ) 長期前払費用 定額法 
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 (3) 重要な引当金の計上基準  

(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検討し、回収不能見込
額を計上しております。 

(ﾛ) 退職給付引当金 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。 
(ﾊ) 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) 重要な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) その他連結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。 

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方法は、部分時価評価法によっております。 

６．連結調整勘定の償却に関する事項 

  連結調整勘定は、５年間で均等償却しております。 

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又は損失処理について、連結会計年度中に確定した利益処分

又は損失処理に基づいて作成しております。 

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、要求払預金及び取得日から３ヶ月以内に満期日の到来する流動性の高い、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短期的な投資 
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会計処理の変更 
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 

―――――― (減価償却費の計上区分の変更) 
当連結会計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) 

当連結会計年度から「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。 

これにより税金等調整前当期純利益が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、改正後の連結財務諸

表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) 

従来「支払手形及び買掛金」に含めていた設備関係支払
手形は、当連結会計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。 

前連結会計年度 設備関係支払手形 15,022千円 
当連結会計年度 設備関係支払手形  4,819千円 
 

なお、当連結会計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。 

―――――― 

(連結キャッシュ・フロー計算書) 
前連結会計年度において、営業活動によるキャッシュ・

フローの「その他」に含めておりました「未払消費税等の
減少額」は、重要性が増したため、当連結会計年度におい
て区分掲記することに変更しました。なお、前連結会計年

度の営業活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含
めておりました「未払消費税等の減少額」は、7,556千円
であります。 

(連結キャッシュ・フロー計算書) 
前連結会計年度において、投資活動によるキャッシュ・

フローの「その他」に含めておりました「無形固定資産の
取得による支出」は、重要性が増したため、当連結会計年
度において区分掲記することに変更しました。なお、前連

結会計年度の投資活動によるキャッシュ・フローの「その
他」に含めておりました「無形固定資産の取得による支出」
は、3,118千円であります。 
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注記事項 

１．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は次のとおりであります。 

(単位：千円) 

建物 1,275,492 工場財団(根)抵当 

構築物 151,917 同上 

機械装置 528,746 同上 

車両運搬具 554 同上 

工具器具備品 11,893 同上 

土地 1,101,268 (注) 

合計 3,069,873  

   (注) 土地のうち工場財団抵当  274,802千円 

   上記資産を短期借入金681,560千円及び長期借入金

809,410千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 1,196,874 工場財団(根)抵当 

構築物 165,365 同上 

機械装置 523,033 同上 

車両運搬具 820 同上 

工具器具備品 13,421 同上 

土地 1,101,268 (注) 

合計 3,000,784  

   (注) 土地のうち工場財団抵当  274,802千円 

   上記資産を短期借入金769,060千円及び長期借入金

680,350千円の担保に供しております。 

※２ 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。 

※２ 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。      

※３ 当社の発行済株式総数は、普通株式8,000,000株であ
ります。 

※３          同左 
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２．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 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 94,216

合計 94,216
 

※１ 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 101,657

合計 101,657
 

※２ 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) 
機械装置及び運搬具 262

 

―――――― 
 

※３ 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) 
機械装置及び運搬具 344

 

―――――― 
 

 

※４ 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

建物及び構築物 670

機械装置及び運搬具 8,555

工具器具備品 559
 

※４ 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

建物及び構築物 165

機械装置及び運搬具 7,637

工具器具備品 1,332
 

―――――― ※５ 減損損失 
   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。 

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) 
当社及び連結子会社の工場、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。 

※６ 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。 

―――――― 
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３．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 

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 
(単位：千円) 

現金及び預金勘定 247,059

現金及び現金同等物 247,059
 

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 
(単位：千円) 

現金及び預金勘定 257,413

現金及び現金同等物 257,413
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(2)セグメント情報 

①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) 
     (単位：千円) 

 加工食品事業 パン事業 役務事業 計 消去 
又は全社 連結 

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 7,411,971 6,561,406 ― 13,973,378 ― 13,973,378 

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高 56,844 374 98,516 155,735 (155,735) ― 

計 7,468,816 6,561,781 98,516 14,129,113 (155,735) 13,973,378 

  営業費用 6,978,379 6,343,344 53,440 13,375,164 114,959 13,490,123 

  営業利益 490,437 218,436 45,076 753,949 (270,695) 483,254 

Ⅱ 資産、減価償却費 
  及び資本的支出       

  資産 4,393,166 1,932,897 802,020 7,128,084 1,010,297 8,138,382 

  減価償却費 220,979 119,952 44,619 385,551 10,436 395,988 

  資本的支出 75,009 35,509 ― 110,519 93,934 204,453 

(注) 1. 事業区分は、事業の種類・性質を考慮して区別しております。 
   2. 各事業の主な製品等 

    (1) 加工食品事業…冷凍食品、チルド食品、畜産品 
    (2) パン事業…焼成パン、調理パン 
    (3) 役務事業…不動産等賃貸業 

   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（270,412千円）の主なものは、当社の管理部門
に係る費用であります。 

   4. 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産（1,089,719千円）の主なものは、当社での余資運用資金(現

金及び預金等)、長期投資資金(投資有価証券)及び管理部門に係る資産等であります。 
   5. 減価償却費及び資本的支出には、それぞれ長期前払費用の償却額及び支出額が含まれております。 

 



－ 24 － 

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) 
     (単位：千円) 

 加工食品事業 パン事業 役務事業 計 消去 
又は全社 連結 

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 7,576,448 6,681,417 ― 14,257,866 ― 14,257,866 

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高 73,484 ― 79,676 153,160 (153,160) ― 

計 7,649,933 6,681,417 79,676 14,411,027 (153,160) 14,257,866 

  営業費用 7,291,341 6,605,682 50,389 13,947,413 144,036 14,091,450 

  営業利益 358,592 75,735 29,286 463,614 (297,197) 166,416 

Ⅱ 資産、減価償却費 
  及び資本的支出       

  資産 4,393,689 1,879,401 743,373 7,016,463 1,040,010 8,056,474 

  減価償却費 202,183 130,444 42,311 374,938 27,633 402,572 

  資本的支出 125,845 45,439 ― 171,285 19,283 190,568 

(注) 1. 事業区分は、事業の種類・性質を考慮して区別しております。 
   2. 各事業の主な製品等 

    (1) 加工食品事業…冷凍食品、チルド食品、畜産品 
    (2) パン事業…焼成パン、調理パン 
    (3) 役務事業…不動産等賃貸業 

   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（297,389千円）の主なものは、当社の管理部門
に係る費用であります。 

   4. 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産（1,207,396千円）の主なものは、当社での余資運用資金(現

金及び預金等)、長期投資資金(投資有価証券)及び管理部門に係る資産等であります。 
   5. 減価償却費及び資本的支出には、それぞれ長期前払費用の償却額及び支出額が含まれております。 

 

②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)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、本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がな

いため、該当事項はありません。 

 

③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。 
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(3)リース取引関係 

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。 

 

 

(4)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) 

親会社及び法人主要株主等 
           

関係内容 
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 
(％) 

役員の 
兼任等 

事業上 
の関係 

取引の 
内容 

取引金額 
(千円) 科目 

期末 
残高 

(千円) 

製品 ･商
品の販売 2,152,690 売掛金 321,599 

販売促進
費等の支
払 

25,346 未払費用 3,997 親会社 (株)ニチ
ロ 

東京都
千代田
区 

12,224,623 
食品の加
工及び販
売 

(被所有) 
直接所有 69.34 

兼務４人 
転籍５人 

原材料等
の購入 

 
81,453 

 
買掛金 9,962 

       

当 社 製
品・商品
の販売及
び原材料
の購入 

投資有価 
証券購入 
(注2) 

355,000 ― 
 

― 

(注) 1. 上記取引に係る科目の残高は消費税等込みで記載しております。なお、取引金額については消費税等を含んでお

りません。 
   2. 投資有価証券購入取引は、市場価格に基づいて行った相対取引であります。 

 

取引条件及び取引条件の決定方針等 

製品等の販売、原料等の購入価格その他の条件は、市場価格を勘案し、一般取引条件と同様に決定しておりま

す。 

 

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) 

親会社及び法人主要株主等 
           

関係内容 
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 
(％) 

役員の 
兼任等 

事業上 
の関係 

取引の 
内容 

取引金額 
(千円) 科目 

期末 
残高 

(千円) 

製品 ･商
品の販売 2,223,625 売掛金 

未収入金 
307,497 

98 

販売促進
費等の支
払 

37,373 未払費用 3,015 親会社 (株)ニチ
ロ 

東京都
千代田
区 

12,224,623 
食品の加
工及び販
売 

(被所有) 
直接所有 69.34 

兼務４人 
転籍４人 

当 社 製
品・商品
の販売及
び原材料
の購入 
 原材料等

の購入 
95,955 

 
買掛金 
 

5,804 
 

(注) 上記取引に係る科目の残高は消費税等込みで記載しております。なお、取引金額については消費税等を含んでおりま
せん。 

 

取引条件及び取引条件の決定方針等 

製品等の販売、原料等の購入価格その他の条件は、市場価格を勘案し、一般取引条件と同様に決定しておりま

す。 
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(5)税効果会計関係 
 

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. 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 9,003 

  未払費用(賞与引当金繰入超過額) 23,133 
  その他 2,400 

計 34,537 
  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 72,301 
  役員退職慰労引当金 13,470 

  その他 12,702 

計 122,408 
  評価性引当額 △32,068 

計 90,340 

   繰延税金資産合計 124,877 
 (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 117,760 
 

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) 18,392 

  その他 1,554 

計 19,946 
  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 80,610 
  役員退職慰労引当金 14,259 

  その他 10,504 

計 132,063 
  評価性引当額 △33,096 

計 98,966 

   繰延税金資産合計 118,913 
 (繰延税金負債)  

①流動負債  
未収事業税 △1,735 
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 △10,281 

   繰延税金資産の純額 108,632 
 

 
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 1.6 

  住民税均等割等 3.0 

  その他 △1.4 
   税効果会計適用後の 
   法人税等の負担率 43.6 

 

 
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 4.6 

  住民税均等割等 10.7 

  その他 △2.1 
   税効果会計適用後の 
   法人税等の負担率 53.6 
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(6)有価証券 

前連結会計年度（平成17年３月31日） 

 

①その他有価証券で時価のあるもの 
   (単位：千円) 

区分 取得原価 連結決算日における 
連結貸借対照表計上額 差額 

連結貸借対照表計上額が 
取得原価を超えるもの    

 ① 株式 33,969 60,497 26,528 

 ② 債券 ― ― ― 

 ③ その他 4,971 8,019 3,047 

小計 38,940 68,517 29,576 

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 368,453 359,997 △8,455 

 ② 債券 ― ― ― 

 ③ その他 ― ― ― 

小計 368,453 359,997 △8,455 

合計 407,393 428,515 21,121 

 (注) 時価(時価相当額を含む)の算定方法 
     ① 上場有価証券………………………………主に、東京証券取引所の最終価格によっております。 

     ② 店頭売買有価証券…………………………日本証券業協会が公表する売買価格等によっております。 
     ③ 非上場の証券投資信託の受益証券………基準価格によっております。 
 

②時価評価されていない有価証券 

  (a)満期保有目的の債券 
 (単位：千円) 

内容 連結貸借対照表計上額 

   社債 5,000 

 

  (b)その他有価証券 
 (単位：千円) 

内容 連結貸借対照表計上額 

   非上場株式(店頭売買株式を除く) 131,655 

 

③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連結決算日後における償還予定額 
   (単位：千円) 

区分 １年以内 １年超５年以内 ５年超10年以内 10年超 

 ① 債券     

   社債 ― ― 5,000 ― 

 ② その他 ― ― ― ― 

合計 ― ― 5,000 ― 
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当連結会計年度（平成18年３月31日） 

 

①その他有価証券で時価のあるもの 
   (単位：千円) 

区分 取得原価 連結決算日における 
連結貸借対照表計上額 差額 

連結貸借対照表計上額が 
取得原価を超えるもの    

 ① 株式 37,263 89,066 51,802 

 ② 債券 ― ― ― 

 ③ その他 5,062 11,545 6,483 

小計 42,326 100,611 58,285 

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 367,619 333,338 △34,281 

 ② 債券 ― ― ― 

 ③ その他 ― ― ― 

小計 367,619 333,338 △34,281 

合計 409,945 433,950 24,004 

(注) 時価(時価相当額を含む)の算定方法 
     ① 上場有価証券………………………………主に、東京証券取引所の最終価格によっております。 

     ② 店頭売買有価証券…………………………日本証券業協会が公表する売買価格等によっております。 
     ③ 非上場の証券投資信託の受益証券………基準価格によっております。 

 

②時価評価されていない有価証券 

  (a)満期保有目的の債券 
 (単位：千円) 

内容 連結貸借対照表計上額 

   社債 5,000 

 

  (b)その他有価証券 
 (単位：千円) 

内容 連結貸借対照表計上額 

   非上場株式 130,155 

 

 

③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連結決算日後における償還予定額 
   (単位：千円) 

区分 １年以内 １年超５年以内 ５年超10年以内 10年超 

 ① 債券     

   社債 ― 5,000 ― ― 

 ② その他 ― ― ― ― 

合計 ― 5,000 ― ― 
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 (7)デリバティブ取引関係 

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)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) 

当社グループ(当社及び当社の連結子会社)は、デリバティブ取引を全く利用しておりませんので、該当事

項はありません。 

 
 

 (8)退職給付関係 
 

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. 採用している退職給付制度の概要 
 当社グループ(当社及び連結子会社)は、確定給付型
の制度として、厚生年金基金制度、適格退職年金制
度及び退職一時金制度を設けております。又、従業
員の退職等に際して割増退職金を支払う場合があり
ます。 

  なお、退職一時金制度については、適格退職年金
制度への移行を段階的に行い、現在では70％まで移
行しております。 

2. 退職給付債務に関する事項 
  (平成17年３月31日) 

(単位：千円)

 イ．退職給付債務 △ 289,922
 ロ．年金資産 104,907

 ハ．未積立退職給付債務(イ＋ロ) △ 185,014
 ニ．会計基準変更時差異の未処理額 ―

 ホ．退職給付引当金(ハ－ニ) △ 185,014

(注)1. 当社グループ(当社及び連結子会社)は退職給
付債務の算定に当たり、簡便法を採用してお
ります。 

  2. 提出会社の厚生年金基金制度は複数事業主制
度であり、上記の記載対象からは除外してお
ります。なお、提出会社の拠出に対応する年
金資産は983,131千円(制度の給与総額比にて
算定)であります。 

3. 退職給付費用に関する事項 
  (自平成16年４月１日 至平成17年３月31日) 

(単位：千円)
 イ．勤務費用(注) 74,782
 ロ．会計基準変更時差異の費用処理額 －

 ハ．退職給付費用(イ＋ロ) 74,782

(注) 厚生年金基金に対する従業員拠出額17,501千円
を控除しております。 

4. 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

 当社グループ(当社及び連結子会社)は簡便法を採用
しておりますので、基礎率等については記載してお

りません。 
 

 
1. 採用している退職給付制度の概要 
 当社グループ(当社及び連結子会社)は、確定給付型
の制度として、厚生年金基金制度、適格退職年金制
度及び退職一時金制度を設けております。又、従業
員の退職等に際して割増退職金を支払う場合があり
ます。 

  なお、退職一時金制度については、適格退職年金
制度への移行を段階的に行い、現在では98％まで移
行しております。 

2. 退職給付債務に関する事項 
  (平成18年３月31日) 

(単位：千円)

 イ．退職給付債務 △ 323,532
 ロ．年金資産 124,277

 ハ．未積立退職給付債務(イ＋ロ) △ 199,254
 ニ．会計基準変更時差異の未処理額 ―

 ホ．退職給付引当金(ハ－ニ) △ 199,254

(注)1. 当社グループ(当社及び連結子会社)は退職給
付債務の算定に当たり、簡便法を採用してお
ります。 

  2. 提出会社の厚生年金基金制度は複数事業主制
度であり、上記の記載対象からは除外してお
ります。なお、提出会社の拠出に対応する年
金資産は1,153,333千円(制度の給与総額比に
て算定)であります。 

3. 退職給付費用に関する事項 
  (自平成17年４月１日 至平成18年３月31日) 

(単位：千円)
 イ．勤務費用(注) 111,056
 ロ．会計基準変更時差異の費用処理額 －

 ハ．退職給付費用(イ＋ロ) 111,056

(注) 厚生年金基金に対する従業員拠出額22,302千円
を控除しております。 

4. 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

 当社グループ(当社及び連結子会社)は簡便法を採用
しておりますので、基礎率等については記載してお

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            525.36円 １株当たり純資産額            523.33円 

１株当たり当期純利益            30.30円 １株当たり当期純利益             7.79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 

連結損益計算書上の当期純利益（千円） 250,960 62,336 

普通株式に係る当期純利益（千円） 242,360 62,336 

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 8,600 ― 

普通株主に帰属しない金額（千円） 8,600 ― 

普通株式の期中平均株式数（千株） 8,000 8,000 
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５． 生産、受注及び販売の状況 

(1)生産実績 

①生産実績 

前連結会計年度及び当連結会計年度における生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとお

りであります。 
(単位：千円) 

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 

比較増減 
事業の種類別セグメントの名称 

金額 金額 金額 
前年同期比

(％) 

加工食品事業 7,042,589 7,329,677 287,087 4.1 

パン事業 6,561,752 6,682,489 120,737 1.8 

合計 13,604,342 14,012,167 407,824 3.0 

 (注) 1. 金額は、販売価格によっており、セグメント間の内部振替前の数値によっております。 
    2. 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

②商品仕入実績 

前連結会計年度及び当連結会計年度における商品仕入実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次の

とおりであります。 
(単位：千円) 

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 

比較増減 
事業の種類別セグメントの名称 

金額 金額 金額 
前年同期比

(％) 

加工食品事業 439,952 480,884 40,932 9.3 

合計 439,952 480,884 40,932 9.3 

 (注) 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

(2)受注実績 

当社グループ（当社及び当社の連結子会社）の事業は見込生産を行っているため、該当事項はありません。 
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(3)販売実績 

前連結会計年度及び当連結会計年度における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとお

りであります。 
(単位：千円) 

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 

比較増減 
事業の種類別セグメントの名称 

金額 金額 金額 
前年同期比

(％) 

加工食品事業 7,411,971 7,576,448 164,477 2.2 

パン事業 6,561,406 6,681,417 120,011 1.8 

合計 13,973,378 14,257,866 284,488 2.0 

 (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. 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 
    3. 前連結会計年度及び当連結会計年度における主な相手先別の販売実績及び総販売実績に対する割合は、次のとお

りであります。 
(単位：千円) 

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 相手先 

金額 割合 (％) 金額 割合 (％) 

㈱セブン－イレブン・ジャパン 6,549,838 46.9 6,647,684 46.6 

㈱ニチロ 2,152,690 15.4 2,223,625 15.6 

合計 8,702,528 62.3 8,871,310 62.2 

 (注) 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 


