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連結経営成績 （百万円未満の金額は切捨てて表示）

①持分法投資損益

②期中平均株式数（連結）

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

連結財政状態

期末発行済株式数（連結）

連結キャッシュ・フローの状況
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連結子会社数 持分法適用非連結子会社数 持分法適用関連会社数

連結範囲及び持分法の適用の異動状況

( )

通　期

101,000

(5)

中間期

連結（新規） 　（除外） ―

売 上 高

21△ 696

～

― 社

3 社

平成18年4月1日

― 社

（注）

(2)

390

2,17218年3月期

営 業 活 動 に よ る
キャッシュ・フロー

百万円

18年3月期

(4)

百万円

17年3月期

18年3月期 37,436

投 資 活 動 に よ る
キャッシュ・フロー

(3)

17年3月期 37,702 10,351

（注） 13,898,208株

10,836

27.5

１株当たり株主資本

円   　銭  

774     55  

株主資本比率

741     57  

29.0

百万円 ％ 

0.54.2 2.9

14,364,151株

― 百万円 ― 百万円

17年3月期 439 27    45  △ 19.4

18年3月期 650 48.2 43    55  

百万円 ％ 円　　銭

17年3月期 208,206 △ 6.6

１株当たり

845

TEL

決算取締役会開催日 平 成 18 年 5 月 19 日

平 成 18 年 5 月 19 日

上場会社名

コード番号

平成18年3月期 決算短信（連結）

株式会社　大　　水

７５３８

米国会計基準採用の有無

18年3月期の連結業績

代 表 者

問合せ先責任者

48円   09銭  

平成18年3月31日

百万円 ％

(1)

18年3月期

1.

1,084

当 期 純 利 益

― 社

社―

経常利益率

財 務 活 動 に よ る
キャッシュ・フロー

2,248

％

3.4 0.6

売  上  高

％

営業利益 経常利益

△ 12.0

％ 百万円 ％

△ 5.3

8.6 1,278 17.9

百万円

△ 1,687

百万円

13,933,338株

2,393△ 453

18年3月期

現金及び現金同等物
期 末 残 高

百万円

17年3月期

社 　　 （除外）社持分法（新規） ―

2.

経 常 利 益

平成19年3月31日19年3月期の連結業績予想

百万円

1,400

240

百万円

540

無

209,668 0.7 918

１株当たり当期純利益

潜在株式調整後

当期純利益 当期純利益率 経常利益率

総  資  本

％

株 主 資 本

百万円

212,000

17年3月期

平成17年4月1日 ～

百万円

円　　銭

6.1

当期純利益

売上高

（参考） １株当たり予想当期純利益（通期）

　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。

18年3月期

総資産 株主資本

13,936,782株 17年3月期

670

－1－



（添付資料）
　企業集団の状況
　　　当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、当社、子会社６社及び関連会社４社で構成されております。当社の主

　　要業務は卸売市場法に基づく水産物卸売業であります。子会社及び関連会社は各種水産物の販売及び加工並びに冷蔵倉

　　庫業他を行っております。これらの子会社及び関連会社は、当社グループの市場内及び市場外流通の重要な位置を占め

　　ております。

　　　当社グループの事業に係わる位置付けは次のとおりであります。

　　　　水産物販売………………当社は、卸売市場法に基づき中央卸売市場において水産物の販売を行っております。

　　　　事業　　　　　　　　　子会社㈱京都興産、丸魚食品㈱ほか３社及び関連会社３社が当事業に属しております。

　　　　冷蔵倉庫等………………子会社大阪東部冷蔵㈱は、市場内及び市場外流通の拠点として冷蔵倉庫業を行っておりま

　　　　事業　　　　　　　　　す。その他関連会社１社が当事業に属しております。

　　　　　　　　　　　　　

　　　事業の系統図は次のとおりであります。

　　（注）１.　※印は連結子会社であります。

　　　　　２.　持分法適用会社はありません。

生 産 者

出 荷 団 体

産地仲買人

輸 入 業 者

外 国 業 者

小 売 業 者

加 工 業 者

スーパーマーケット

外 食 産 業

商 社

消　費　者当　　　社 仲卸業者

（冷蔵倉庫等事業）
　子　　会　　社
　　　　※　大阪東部冷蔵㈱
　関　連　会　社
　　　　　　大阪府中央卸売

　　　　　　市場水産物精算㈱

（水産物販売事業）
　子　　会　　社
　　　　※　㈱京都興産
　　　　※　丸魚食品㈱
　　　　　　長崎丸海商事㈱
　　　　　　上海京海水産有
　　　　　　限公司
　　　　　　㈱ベンガル
　関　連　会　社
　　　　　　㈱南都水産
　　　　　　ムラカミ食品㈱
　　　　　　㈱魚棚水産
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経　営　方　針

(1) 経営の基本方針

　　当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、当社、子会社６社、関連会社４社で構成されています。当社は、卸売市

　場法の定めるところによる農林水産大臣の許可を受け、水産物卸売会社として全国各地の生産者等からあらゆる種類の生

　鮮・冷凍・加工水産物の販売の委託を受け、また買付を行い、これらを公認の仲卸業者等に公開せり売、またはこれに準

　ずる方法で販売することにより、公正な価格を形成、消費者に新鮮で安全な水産物を安定的に供給するという極めて公共

　性の高い事業を営んでおります。

　　当社グループの経営理念の根幹は水産物流通を通じて社会に貢献することであります。

(2) 利益配分に関する基本方針

　　配当政策に対する基本方針は、業績が消費動向に大きく影響される特質を踏まえたうえで、将来に向けた安定的な収益

　基盤づくりのために内部留保の充実を図り、株主の皆様に安定した配当を継続的に行うこととしております。

　　この方針のもと、当期の利益配当金につきましては、利益の状況や配当性向等総合的に勘案して、１株につき１５円に

　する予定であります。

(3) コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び施策の実施状況

　　当社は企業価値の増大と業績目標の達成を実現するにあたり、コーポレート・ガバナンスの強化が重要な経営課題と認

　識しており、取締役会・監査役会を中心にその充実に努めております。当社取締役会は原則毎月１回開催し、経営の基本

　方針、法定専決事項、その他経営にかかる重要事項に関する討議・決定を行うとともに、業務の執行状況に関する監督・

　経営計画の進捗状況の確認を行っております。また、取締役の任期を一期一年とし、取締役会の活性化を図っております。

　　当社は監査役制度を採用しております。取締役会は取締役12名で構成され、監査役会は監査役４名（うち社外監査役３

　名）で構成されております。

　　会計監査人に定期的な監査のほか、会計上の課題等については随時アドバイスを受けております。また、顧問弁護士や

　顧問税理士に必要に応じてアドバイスを受けております。

　　当社は，内部監査部門として内部監査室を設置しており，業務監査を中心に監査を行っております。また、監査役は監

　査役会で決定された方針に基づき、営業部門、管理部門及び子会社等の経営執行を監査するとともに、取締役会等重要な

　会議に出席し、取締役の職務執行を厳正に監査しております。

　　内部監査室、監査役及び会計監査人の連携については，内部監査室及び会計監査人はそれぞれ監査役会に対して監査計

　画及び結果を定期的に報告しております。また、各支社及び子会社等の監査に際しては，相互に情報交換を行うことによ

　り緊密に連携をとっております。

　　今後も、コーポレート・ガバナンスの一層の向上を図ってまいります。

(4) 会社の経営戦略と対処すべき課題

　　当社は、多様化する消費者ニーズと消費形態の変化に柔軟に対応できる組織改革を進め、集荷･販売に努力し経営基盤

　の強化・向上を図り、近畿圏７本支社の連携を強め安定収益の確保に向け邁進していく所存であり、次のとおり対処して

　まいります。

　　①　「健全経営」の維持・強化

　　　　企業としての究極の目的は利益の追求ですが、「健全なる経営」が当社の企業目的であり、永遠の経営課題と認識

　　　しております。そのためには、構造改革を引き続き推進するとともに、経営の効率化と事業領域の拡大を図り事業・

　　　財務構造の転換に向けた取り組みを継続してまいります。

　　②　経費の削減、在庫管理の徹底

　　　　適正在庫管理の徹底や管理費の節減を軸に、利益確保に向けて事業のあらゆる面での無駄を徹底的に排除し、ロー

　　　コスト化を推進し、水産物が低価格水準でも安定した利益が出せる経営基盤の構築に努めてまいります。

　　③　与信管理の強化

　　　　管理部門と営業部門の連携を強め、取引先の信用調査ならびに与信管理を徹底し、不良債権の発生防止、滞留債権

　　　の圧縮等債権の保全を図り健全な財務体質の構築に努めてまいります。
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　　④　新情報システムの構築

　　　　経営の効率化のために、全社業務の統一と情報システムの統合・再構築を引き続き図ってまいります。

　　⑤　「安心安全」の強化

　　　　食の安全性に対する消費者の関心が高まるなか、消費者に安心・安全な水産物を提供することを第一の責務と考え、

　　　品質管理の強化・充実に努力してまいります。

経営成績及び財政状態
(1) 経営成績

　　当連結会計年度における我が国経済は、企業収益の改善による設備投資の増加、雇用情勢の改善、株式市況の堅調など

　に支えられ、個人所得環境が好転してきたことから穏やかな景気回復を示しましたが、個人消費環境は、定率減税の縮小

　による可処分所得の圧迫、社会保障費負担の増加に伴う不安感が依然根強く残っており、本格的な景気回復には至りませ

　んでした。

　　当業界を取り巻く環境は、景気の回復傾向にもかかわらず、天候不順・海流変化による水揚異変、市場外流通に対する

　販売競争の激化、少子高齢化と魚食志向の総量減少化の進行に伴い市場経由水産物の消費は依然低迷したままで推移し、

　例年にもまして厳しい環境となりました。

　　このような状況のもと、当連結会計年度の業績は、売上高2,096億68百万円（前連結会計年度比0.7％増）、営業利益９

　億18百万円（同8.6％増）、経常利益12億78百万円（同17.9％増）となり、特別利益に投資有価証券売却益を、特別損失

　に貸倒等による引当金を計上したこと等により当期純利益６億50百万円（同48.2％増）となりました。

　　なお、水産物販売事業の売上高は、2,093億６百万円（同0.7％増）、冷蔵倉庫等事業の売上高は、３億62百万円（同1

　1.2％減）であります。

(2) 財政状態

　　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 ( 以下 「資金」という。)は、当連結会計年度末には23億

　93百万円となり、前連結会計年度に比べて１億44百万円増加いたしました。

　　当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因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）

　　営業活動の結果得られた資金は21億72百万円（前年同期比17億81百万円増）となりました。これは主に税金等調整前当

　期純利益が11億44百万円計上され、売上債権の減少（20億79百万円）、たな卸資産の減少（１億81百万円）、仕入債務の

　減少（２億41百万円）等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）

　　投資活動の結果使用した資金は４億53百万円（前年同期比２億43百万円減）となりました。これは主に投資有価証券の

　取得、貸付金の支出等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）

　　財務活動の結果使用した資金は16億87百万円（前年同期比17億９百万円増）となりました。これは主に短期借入金の減

　少、自己株式の取得等によるものであります。

(3) 次期の見通し

　　次期業績につきましては、強力な営業活動を押し進め、新規取引の拡大、既存取引先への対応力増進等を図り業績の向

　上に全力をあげる所存であります。このような状況を踏まえて、売上高2,120億円、経常利益14億円、当期純利益６億70

　百万円を見込んでおります。

－4－



キャッシュ・フロー指標のトレンド

平成14年3月期 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 22.5       25.1       27.4       27.5       28.9       

時価ベースの自己資本比率 17.0       17.4       18.4       20.0       22.7       

債務償還年数 3.4       9.7       5.0       27.6       4.4       

インタレスト・カバレッジ・レシオ 35.5       11.5       23.5       4.6       26.6       

（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

※各指標はいずれも連結ベースの財務数値により算出しております。

※株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。

※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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連結貸借対照表

（単位：百万円）

期　　別 前連結会計年度 当連結会計年度

(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 2,282 2,418

　２．受取手形及び売掛金　　　　※１ 19,005 17,727

　３．有価証券　　　　　　　　　※２ 785 766

　４．たな卸資産 2,919 2,780

　５．繰延税金資産 201 237

　６．その他 657 900

　７．貸倒引当金 △ 192 △ 458

　　流動資産合計 25,658 68.1 24,371 65.1

Ⅱ　固定資産

　(1) 有形固定資産

　　１．建物及び構築物　　　　　※2,3 2,306 2,317

　　　　減価償却累計額 △ 910 1,395 △ 1,005 1,312

　　２．機械装置及び運搬具　　　※３ 235 235

　　　　減価償却累計額 △ 161 73 △ 167 67

　　３．器具及び備品 182 177

　　　　減価償却累計額 △ 156 26 △ 157 20

　　４．土地　　　　　　　　　　※2,4 3,575 3,596

　　５．建設仮勘定 ― 83

　　　有形固定資産合計 5,071 13.4 5,079 13.6

　(2) 無形固定資産

　　１．電話加入権 26 26

　　２．連結調整勘定 1 ― 

　　３．その他 119 96

　　　無形固定資産合計 147 0.4 122 0.3

　(3) 投資その他の資産

　　１．投資有価証券　　　　　※1,2,5 4,702 6,213

　　２．長期貸付金 102 572

　　３．破産・更生等債権 1,475 1,211

　　４．長期化債権 1,414 1,072

　　５．繰延税金資産 1,347 988

　　６．再評価に係る繰延税金資産　 ※４ 257 ― 

　　７．その他　　　　　　　　　※１ 173 176

　　８．貸倒引当金 △ 2,444 △ 2,372

　　９．投資損失引当金　　　　　※１ △ 205 ― 

　　　投資その他の資産合計 6,824 18.1 7,862 21.0

　　固定資産合計 12,043 31.9 13,064 34.9

　　資産合計 37,702 100.0 37,436 100.0
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（単位：百万円）

期　　別 前連結会計年度 当連結会計年度

(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．支払手形及び買掛金 11,105 11,023

　２．短期借入金　　　　　　　　※２ 10,459 9,181

　３．未払金 452 486

　４．未払法人税等 341 387

　５．未払消費税等 13 34

　６．賞与引当金 271 277

　７．その他 67 79

　　流動負債合計 22,712 60.2 21,470 57.4

Ⅱ　固定負債

　１．長期借入金 318 277

　２．繰延税金負債 57 114

　３．再評価に係る繰延税金負債　※４ ― 438

　４．退職給付引当金 3,204 3,285

　５．役員退職慰労引当金 561 590

　６．連結調整勘定 47 15

　７．その他 448 407

　　固定負債合計 4,638 12.3 5,129 13.7

　　負債合計 27,350 72.5 26,600 71.1

(少数株主持分)

　　少数株主持分 ― ― ― ― 

(資本の部)

Ⅰ　資本金　　　　　　　　　　　※６ 2,352 6.2 2,352 6.3

Ⅱ　資本剰余金 2,012 5.3 2,012 5.4

Ⅲ　利益剰余金 5,804 15.4 6,189 16.5

Ⅳ　土地再評価差額金　　　　　　※４ △ 376 △ 1.0 △ 1,059 △ 2.8

Ⅴ　その他有価証券評価差額金 1,227 3.3 1,995 5.3

Ⅵ　自己株式　　　　　　　　　　※７ △ 668 △ 1.7 △ 654 △ 1.7

　　資本合計 10,351 27.5 10,836 28.9

　　負債、少数株主持分及び資本合計 37,702 100.0 37,436 100.0
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連結損益計算書 （単位：百万円）

期　　別 前連結会計年度 当連結会計年度

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 208,206 100.0 209,668 100.0

Ⅱ　売上原価 199,837 96.0 201,452 96.1

　　　売上総利益 8,368 4.0 8,215 3.9

Ⅲ　販売費及び一般管理費　　　　※１ 7,522 3.6 7,297 3.5

　　　営業利益 845 0.4 918 0.4

Ⅳ　営業外収益

　１．受取利息 55 102

　２．受取配当金 41 42

　３．賃貸料 143 165

　４．有価証券売却益 108 214

　５．連結調整勘定償却額 30 20

　６．その他 46 425 0.2 61 605 0.3

Ⅴ　営業外費用

　１．支払利息 83 82

　２．有価証券評価損 14 57

　３．賃貸費用 81 86

　４．その他 6 185 0.1 17 244 0.1

　　　経常利益 1,084 0.5 1,278 0.6

Ⅵ　特別利益

　１．投資有価証券売却益 52 688

　２．貸倒引当金戻入額 243 92

　３．関係会社清算益 ― 49

　４．ゴルフ会員権売却益 ― 4

　５．役員退職慰労引当金戻入額 51 347 0.2 ― 834 0.4

Ⅶ　特別損失

　１．投資有価証券評価損 25 44

　２．貸倒引当金繰入額 214 847

　３．関係会社整理損 ― 18

　４．減損損失　　　　　　　　　※２ ― 50

　５．役員退職慰労引当金繰入額 228 7

　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．損害賠償金 56 649 0.3 ― 967 0.5

　　　税金等調整前当期純利益 782 0.4 1,144 0.5

　　　法人税、住民税及び事業税 490 638

　　　法人税等調整額 △ 147 343 0.2 △ 144 494 0.2

　　　当期純利益 439 0.2 650 0.3
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連結剰余金計算書 （単位：百万円）

期　　別 前連結会計年度 当連結会計年度

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 金　　　　　額

（資本剰余金の部）

Ⅰ　資本剰余金期首残高 2,012     2,012     

Ⅱ　資本剰余金増加高

　１．自己株式処分差益 0     0     ―     ―     

Ⅲ　資本剰余金減少高

　１．自己株式処分差損 ―     ―     0     0     

Ⅳ　資本剰余金期末残高 2,012     2,012     

（利益剰余金の部）

Ⅰ　利益剰余金期首残高 5,669     5,804     

Ⅱ　利益剰余金増加高

　１．当期純利益 439     439     650     650     

Ⅲ　利益剰余金減少高

　１．配当金 217     208     

　２．役員賞与 46     45     

　　　（うち監査役分） (1)    (1)    

　３．合併に伴う剰余金減少高 41     ―     

　４．自己株式処分差損 ―     5     

　５．土地再評価差額金取崩額 ―     304     7     265     

Ⅳ　利益剰余金期末残高 5,804     6,189     
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連結キャッシュ・フロー計算書 （単位：百万円）

期　　別 前連結会計年度 当連結会計年度

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 金　　　　　額

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー

　　　税金等調整前当期純利益 782 1,144

　　　減価償却費 145 141

　　　連結調整勘定償却額 △ 30 △ 20

　　　賞与引当金の増加(減少)額 △ 27 5

　　　退職給付引当金の増加(減少)額 61 81

　　　役員退職慰労引当金の増加(減少)額 179 29

　　　貸倒引当金の増加(減少)額 △ 421 194

　　　投資損失引当金の増加(減少)額 36 ―

　　　受取利息及び受取配当金 △ 96 △ 144

　　　支払利息 83 82

　　　有価証券評価損 14 57

　　　有価証券売却益 △ 108 △ 214

　　　投資有価証券売却益 △ 52 △ 688

　　　関係会社清算益 ― △ 49

　　　投資有価証券評価損 25 44

　　　関係会社整理損 ― 18

　　　減損損失 ― 50

　　　損害賠償金 56 ―

　　　売上債権の(増加)減少額 2,505 2,079

　　　たな卸資産の(増加)減少額 △ 264 181

　　　その他営業債権の(増加)減少額 76 △ 18

　　　仕入債務の増加(減少)額 △ 1,965 △ 241

　　　その他営業債務の増加(減少)額 △ 26 23

　　　未払消費税等の増加(減少)額 △ 18 20

　　　役員賞与の支払額 △ 46 △ 45

　　　その他 0 4

　　　小計 909 2,737

　　　利息及び配当金の受取額 90 143

　　　利息の支払額 △ 84 △ 81

　　　損害賠償金の支払額 △ 56 ―

　　　法人税等の支払額 △ 467 △ 626

　　営業活動によるキャッシュ・フロー 390 2,172
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（単位：百万円）

期　　別 前連結会計年度 当連結会計年度

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 金　　　　　額

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 △ 603 △ 55

　　　定期預金の払戻による収入 612 64

　　　有価証券の取得による支出 △ 1,200 △ 2,400

　　　有価証券の売却による収入 508 2,400

　　　投資有価証券の取得による支出 △ 1,027 △ 2,256

　　　投資有価証券の売却による収入 1,090 2,067

　　　有形固定資産の取得による支出 △ 24 △ 151

　　　有形固定資産の売却による収入 2 4

　　　無形固定資産の取得による支出 △ 74 △ 0

　　　貸付による支出 △ 1,466 △ 704

　　　貸付金の回収による収入 1,409 584

　　　その他投資の取得による支出 △ 5 △ 10

　　　その他投資の回収による収入 81 5

　　投資活動によるキャッシュ・フロー △ 696 △ 453

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー

　　　短期借入金の純増加(減少)額 587 △ 1,428

　　　長期借入金の返済による支出 △ 41 △ 41

　　　自己株式の取得による支出 △ 308 △ 11

　　　自己株式の売却による収入 0 0

　　　配当金の支払額 △ 215 △ 206

　　財務活動によるキャッシュ・フロー 21 △ 1,687

Ⅳ　現金及び現金同等物の増加(減少)額 △ 284 31

Ⅴ　現金及び現金同等物期首残高 2,492 2,248

Ⅵ　合併により受け入れた現金及
　　び現金同等物期首残高

40 113

Ⅶ　現金及び現金同等物期末残高 2,248 2,393
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

1. 連結の範囲に関する事項

子会社のうち、大阪東部冷蔵㈱、㈱京都興産及び丸魚食品㈱の３社を連結の範囲に含めております。

また、子会社のうち長崎丸海商事㈱、上海京海水産有限公司及び㈱ベンガルは、総資産、売上高、当期純損益及び利

益剰余金等のいずれも連結財務諸表に与える影響は軽微であり、かつ、全体としても重要性が乏しいため、連結の範囲

から除いております。

2. 持分法の適用に関する事項

非連結子会社長崎丸海商事㈱、上海京海水産有限公司及び㈱ベンガル並びに関連会社㈱南都水産ほか３社は、当期純

損益及び利益剰余金等に与える影響は軽微であり、かつ、全体としても重要性がないため、持分法を適用せず原価法に

より評価しております。

3. 連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社の事業年度末日と連結決算日は一致しております。

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

① 有価証券

満期保有目的債券 償却原価法

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) 重要な減価償却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。

また、大阪東部冷蔵㈱は建物及び構築物について定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下の通りであります。

　建物及び構築物　　　10～47年

　機械装置及び運搬具　 4～15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) 重要な引当金の計上基準

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、支給見込額基準により計上しております。

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。

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、各連結会計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

生の翌連結会計年度から費用処理しております。
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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) 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) 重要なヘッジ会計の方法 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) 消費税等の会計処理の方法 消費税等の会計処理は、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については、全面時価評価法を採用しております｡

6. 連結調整勘定の償却に関する事項

連結調整勘定の償却については、５年間の均等償却を行っております。

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について連結会計年度中に確定した利益処分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

連結キャッシュ・フロー計算書における資金（現金及び現金同等物）は、手許資金、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ケ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。

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

1. 固定資産の減損に係る会計基準

当連結会計年度より、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。

これにより税金等調整前当期純利益は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、改正後の連結財務諸表規則に基づき各資産の金額から直接控除しております。
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注記事項

（連結貸借対照表関係）

期　　別 前連結会計年度 当連結会計年度

 項　　目 (平成17年3月31日現在) (平成18年3月31日現在)

※１．非連結子会社及び関連会 売掛金 441百万円 売掛金 457百万円 

社に対する主な資産及び 投資有価証券（株式） 389百万円 投資有価証券（株式） 188百万円 

負債 その他（出資金） 86百万円 その他（出資金） 86百万円 

投資損失引当金 △205百万円 

※２．担保資産 担保に供している資産 　有価証券17百万円、投資有価証券66百万

土地 231百万円 円は、預託保証金として差入れております｡

建物及び構築物 42百万円 

投資有価証券 12百万円 

計 287百万円 

　上記物件は、短期借入金58百万円の担保

に供しております。

　上記のほか、投資有価証券129百万円は、

預託保証金及び取引保証金として差入れて

おります。

※３．国庫補助金等による固定 ───────── 建物及び構築物 23百万円 

資産圧縮記帳額 機械及び装置 50百万円 

計 73百万円 

※４．土地の再評価 　当社は、土地の再評価に関する法律（平 　当社は、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､ 成10年３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 事業用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「 うち、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 再評価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 部に計上し、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 再評価差額金」として資本の部に計上して

おります。 おります。

　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２ 　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に合 　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としま 　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号に定める 　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て算出する 　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｡ 　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

※５．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。

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

※７．自己株式の数 　連結会社が保有する自己株式の数は、普 　連結会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。 通株式1,391,481株であります。

902百万円 1,011百万円 
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（連結損益計算書関係）

期　　別 前連結会計年度 当連結会計年度

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．販売費及び一般管理費の 市場使用料 761百万円 市場使用料 760百万円 

主要な費目及び金額 出荷・完納奨励金 544百万円 出荷・完納奨励金 533百万円 

給料手当・賞与 3,399百万円 給料手当・賞与 3,325百万円 

賞与引当金繰入額 266百万円 賞与引当金繰入額 277百万円 

退職給付引当金繰入額 262百万円 退職給付引当金繰入額 260百万円 

役員退職慰労引当金繰入額 46百万円 役員退職慰労引当金繰入額 51百万円 

減価償却費 56百万円 減価償却費 50百万円 

※２．減損損失 ───────── 　当連結会計年度において、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

計上しております。

　当社グループは、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。

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

期　　別 前連結会計年度 当連結会計年度

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. 現金及び現金同等物の期

末残高と連結貸借対照表 現金及び預金勘定 2,282百万円 現金及び預金勘定 2,418百万円 

に掲記されている科目の 預入期間が３か月を超える定期預金 △33百万円 預入期間が３か月を超える定期預金 △25百万円 

金額との関係 現金及び現金同等物 2,248百万円 現金及び現金同等物 2,393百万円 

(平成17年3月31日現在) (平成18年3月31日現在) 

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 前連結会計年度 当連結会計年度

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 57百万円 　１年内 63百万円 

　１年超 154百万円 　１年超 213百万円 

　　合計 211百万円 　　合計 277百万円 

　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 107百万円 　支払リース料 76百万円 

　減価償却費相当額 107百万円 　減価償却費相当額 76百万円 

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。

取得価額
相 当 額

減価償却
累 計 額
相 当 額

期末残高
相 当 額

機械装置及び
運　 搬　 具

器具及び備品

合計

１４４ ７６ ６７

３７２ １６０ ２１１

２２８ ８３ １４４

百万円 百万円 百万円

取得価額
相 当 額

減価償却
累 計 額
相 当 額

期末残高
相 当 額

機械装置及び
運　 搬　 具

器具及び備品

合計

１３９ ５８ ８１

４４４ １６６ ２７７

３０４ １０８ １９６

百万円 百万円 百万円
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（有価証券関係）

　有価証券

　　前連結会計年度

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの （単位：百万円）

前連結会計年度末

(平成17年3月31日現在)

連結貸借対照表計上額 時　　　　価 差　　　　額

（時価が連結貸借対照表計

　上額を超えるもの）

 (1) 　国債・地方債等

 (2) 　社債

 (3) 　その他

小　計

（時価が連結貸借対照表計

　上額を超えないもの）

 (1) 　国債・地方債等

 (2) 　社債

 (3) 　その他

小　計

合　計

２．その他有価証券で時価のあるもの （単位：百万円）

前連結会計年度末

(平成17年3月31日現在)

取　得　原　価 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

 (2) 債券

①　国債・地方債等

②　社債

③　その他

 (3) その他

小　計

（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

 (2) 債券

①　国債・地方債等

②　社債

③　その他

 (3) その他

小　計

合　計

―      ―      ―      

810      794      △ 15      

―      ―      ―      

―      ―      ―      

1,498      3,615      2,117      

293      246      △ 47      

―      ―      ―      

162      206      43      

―      ―      

―      ―      ―      

―      

93      2      

1,335      3,409      2,073      

90      

―      ―      ―      

90      93      2      

2,601      4,656      2,054      

1,103      1,041      △ 62      

―      ―      ―      

―      ―      ―      

―      ―      ―      

―      ―      ―      

2      

―      ―      ―      

90      93      

　（注）１．当連結会計年度において、株式25百万円減損処理を行っております。

　　　　　　なお、減損処理を行なうに際して、50％以上下落した銘柄はすべて減損処理し、30％～50％下落したものは、個

　　　　　　別銘柄毎に過去の株価の推移及び経営成績等を総合的に勘案して、減損処理の要否を決定しております。

　　　　２．(3) その他の中には、複合金融商品が次のとおり含まれております。

　　　　　　他社株償還条項付ユーロ円債券　取得価額　800百万円、時価　785百万円、評価損計上額　△14百万円
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３．当連結会計年度中に売却したその他有価証券 （単位：百万円）

自  平成16年4月 1日

至  平成17年3月31日

４．時価評価されていない主な「有価証券」（上記１．を除く） （単位：百万円）

前連結会計年度末

(平成17年3月31日現在)

連結貸借対照表計上額

 (1) 　満期保有目的の債券

　　非上場外国債券

 (2) 　その他有価証券

　　非上場株式 (店頭売買株式を除く)

　　その他

５．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今後の償還予定額 （単位：百万円）

前連結会計年度末

(平成17年3月31日現在)

１年以内 １年超５年以内 ５年超10年以内 10年超

 (1) 債券

　国債・地方債等

　社債

　その他

 (2) その他

合　計

20 190 ― ― 

― ― ― ― 

785 ― ― ― 

0 46 43 ― 

140

1,599      167      6      

― 

210

805 236 43 ― 

売却額 売却益の合計額 売却損の合計額

－18－



　　当連結会計年度

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの （単位：百万円）

当連結会計年度末

(平成18年3月31日現在)

連結貸借対照表計上額 時　　　　価 差　　　　額

（時価が連結貸借対照表計

　上額を超えるもの）

 (1) 　国債・地方債等

 (2) 　社債

 (3) 　その他

小　計

（時価が連結貸借対照表計

　上額を超えないもの）

 (1) 　国債・地方債等

 (2) 　社債

 (3) 　その他

小　計

合　計

２．その他有価証券で時価のあるもの （単位：百万円）

当連結会計年度末

(平成18年3月31日現在)

取　得　原　価 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

 (2) 債券

①　国債・地方債等

②　社債

③　その他

 (3) その他

小　計

（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

 (2) 債券

①　国債・地方債等

②　社債

③　その他

 (3) その他

小　計

合　計

1,171      1,051      △ 119      

2,990      6,313      3,323      

―      ―      ―      

801      743      △ 57      

―      ―      ―      

―      ―      ―      

―      ―      ―      

89      141      51      

―      ―      ―      

―      ―      ―      

5,120      3,391      

―      ―      ―      

90      90      0      

0      

―      ―      ―      

90      90      

―      ―      ―      

―      ―      ―      

―      ―      ―      

1,728      

―      ―      ―      

90      90      0      

1,818      5,261      3,443      

370      308      △ 62      

　　　　　　他社株償還条項付ユーロ円債券　取得価額　800百万円、時価　742百万円、評価損計上額　△57百万円

　（注）１．当連結会計年度において、株式44百万円減損処理を行っております。

　　　　　　なお、減損処理を行なうに際して、50％以上下落した銘柄はすべて減損処理し、30％～50％下落したものは、個

　　　　　　別銘柄毎に過去の株価の推移及び経営成績等を総合的に勘案して、減損処理の要否を決定しております。

　　　　２．(3) その他の中には、複合金融商品が次のとおり含まれております。
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３．当連結会計年度中に売却したその他有価証券 （単位：百万円）

自  平成17年4月 1日

至  平成18年3月31日

４．時価評価されていない主な「有価証券」（上記１．を除く） （単位：百万円）

当連結会計年度末

(平成18年3月31日現在)

連結貸借対照表計上額

 (1) 　満期保有目的の債券

　　非上場外国債券

 (2) 　その他有価証券

　　非上場株式 (店頭売買株式を除く)

　　その他

５．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今後の償還予定額 （単位：百万円）

当連結会計年度末

(平成18年3月31日現在)

１年以内 １年超５年以内 ５年超10年以内 10年超

 (1) 債券

　国債・地方債等

　社債

　その他

 (2) その他

合　計 786 193 43 ― 

20 170 ― ― 

― ― ― ― 

742 ― ― ― 

23 23 43 ― 

― 

190

196

売却額 売却益の合計額 売却損の合計額

912      9      4,467      
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　（デリバティブ取引関係）

　１．取引の状況に関する事項

前連結会計年度 当連結会計年度

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.　取引の内容及び利用目的 1.　取引の内容及び利用目的

　　当社は、外貨建取引による為替相場変動リスクを回避 同左

　する目的の為替予約取引を利用しております。また、余

　剰資金の運用を目的として、他社株転換社債等のデリバ

　ティブを組み込んだ複合金融商品を利用しております。

2.　取引に対する取組方針 2.　取引に対する取組方針

　　当社が利用する為替予約取引については実需の範囲内 同左

　でしか行わない方針であります。また、複合金融商品に

　ついては、その特性を評価し、安全性が高いと判断され

　た複合金融商品のみを利用しております。

3.　取引に係るリスクの内容 3.　取引に係るリスクの内容

　　為替予約取引については為替相場変動リスクを有して 同左

　おります。また、当社が保有している複合金融商品につ

　いては、対象株式等の時価の下落により株式で償還され

　ることにより元本の一部が毀損し、額面金額で償還され

　ないリスクがあります。なお、為替予約取引につきまし

　ては、信用度の高い国内金融機関、商社を通じて予約取

　引を行っており、また、複合金融商品につきましても、

　信用度の高い国内金融機関と取引を行っているため、相

　手先の契約不履行による信用リスクは殆どないものと判

　断しております。

4.　取引に係るリスク管理体制 4.　取引に係るリスク管理体制

　　当社が行う為替予約取引については「経理規程」及び 同左

　「輸出入取引に伴う外国為替管理規程」に基づき、該当

　部署が実需の範囲内で個別に実施し、全体のポジション

　は経理部が管理しております。また複合金融商品につき

　ましては、取締役会決議等に従い、適切な承認のもとに

　実行され、取引の状況及び結果については、経理部が把

　握しております。

　２．取引の時価等に関する事項

前連結会計年度 当連結会計年度

(平成17年3月31日現在) (平成18年3月31日現在)

　複合金融商品の組込デリバティブの契約額及び評価損益 同左

は、「（有価証券関係）２．その他有価証券で時価のある

もの」の注書にて開示しております。
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（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）

　複合金融商品の組込デリバティブの契約額及び評価損益は、「（有価証券関係）２．その他有価証券で時価のあるもの」

の注書及び「連結損益計算書　Ⅴ営業外費用　２．有価証券評価損」にて開示しております。

　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）

　複合金融商品の組込デリバティブの契約額及び評価損益は、「（有価証券関係）２．その他有価証券で時価のあるもの」

の注書及び「連結損益計算書　Ⅴ営業外費用　２．有価証券評価損」にて開示しております。

（退職給付関係）

 1. 採用している退職給付制度の概要

　　親会社は、確定給付型の制度として、適格退職年金制度及び社内引当による退職一時金制度を設けております。また、

　従業員の退職等に際して、退職給付会計に準拠した数理計算による退職給付債務の対象とされない退職金を支払う場合が

　あります。

　　なお、連結子会社は、社内引当による退職一時金制度を設けております。

 2. 退職給付債務に関する事項 （単位：百万円）

前連結会計年度 当連結会計年度

(平成17年3月31日現在) (平成18年3月31日現在)

 (1)退職給付債務 △ 3,715  (1)退職給付債務 △ 3,747

 (2)年金資産 389  (2)年金資産 489

 (3)未積立退職給付債務 (1)＋(2) △ 3,325  (3)未積立退職給付債務 (1)＋(2) △ 3,257

 (4)未認識数理計算上の差異 80  (4)未認識数理計算上の差異 △ 57

 (5)未認識過去勤務債務 41  (5)未認識過去勤務債務 28

 (6)連結貸借対照表計上額純額 (3)＋(4)＋(5) △ 3,204  (6)連結貸借対照表計上額純額 (3)＋(4)＋(5) △ 3,285

 (7)退職給付引当金 (6) △ 3,204  (7)退職給付引当金(6) △ 3,285

 3. 退職給付費用に関する事項 （単位：百万円）

前連結会計年度 当連結会計年度

(平成17年3月31日現在) (平成18年3月31日現在)

 (1)勤務費用 157  (1)勤務費用 159

 (2)利息費用 70  (2)利息費用 71

 (3)期待運用収益 △ 7  (3)期待運用収益 △ 7

 (4)数理計算上の差異の費用処理額 29  (4)数理計算上の差異の費用処理額 26

 (5)過去勤務債務の費用処理額 12  (5)過去勤務債務の費用処理額 12

 (6)退職給付費用 (1)＋(2)＋(3)＋(4)＋(5) 263  (6)退職給付費用 (1)＋(2)＋(3)＋(4)＋(5) 262

 4. 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

前連結会計年度 当連結会計年度

(平成17年3月31日現在) (平成18年3月31日現在)

 (1)退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準  (1)退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

 (2)割引率 ２.０％  (2)割引率 ２.０％

 (3)期待運用収益率 ２.０％  (3)期待運用収益率 ２.０％

 (4)数理計算上の差異の処理年数 ７年定額法  (4)数理計算上の差異の処理年数 ７年定額法

 (5)過去勤務債務の額の処理年数 ７年定額法  (5)過去勤務債務の額の処理年数 ７年定額法
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（税効果会計関係）

期　　別 前連結会計年度 当連結会計年度

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 1,261 　退職給付引当金限度超過額 1,325

　役員退職慰労引当金限度超過額 227 　役員退職慰労引当金限度超過額 239

　貸倒引当金限度超過額 619 　貸倒引当金限度超過額 829

　賞与引当金限度超過額 110 　賞与引当金限度超過額 112

　投資損失引当金 83 　繰越欠損金 85

　繰越欠損金 121 　その他 218

　その他 193 繰延税金資産小計 2,810

繰延税金資産小計 2,616 評価性引当額 △ 328

評価性引当額 △ 283 繰延税金資産合計 2,482

繰延税金資産合計 2,332 繰延税金負債

繰延税金負債 　その他有価証券評価差額金 △ 1,370

　その他有価証券評価差額金 △ 842 繰延税金負債合計 △ 1,370

繰延税金負債合計 △ 842 繰延税金資産の純額 1,111

繰延税金資産の純額 1,490

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 1.3 

連結調整勘定償却額による影 連結調整勘定償却額による影

響 響

欠損子会社の未認識税務利益 0.1 欠損子会社の未認識税務利益 △0.5 

その他 1.9 評価性引当額 3.9 

税効果会計適用後の法人税等 その他 0.6 

の負担率 税効果会計適用後の法人税等

の負担率

2.3 

△1.2 

△1.6 

43.9 

43.2 

0.8 

△2.8 

△0.7 
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　（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 当連結会計年度

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

　水産物販売事業の連結売上高、営業利益及び資産は、い 　水産物販売事業の連結売上高、営業利益及び資産は、い

ずれも全セグメントに占める割合が90％超であるため、事 ずれも全セグメントに占める割合が90％超であるため、事

業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

　２．所在地別セグメント情報

　　　前連結会計年度及び当連結会計年度において、本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社がないため該当事項は

　　ありません。

　３．海外売上高

　　　前連結会計年度及び当連結会計年度において、海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記

　　載を省略しております。

　　

　（１株当たり情報）

前連結会計年度 当連結会計年度

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 741円57銭 １株当たり純資産額 774円55銭 

１株当たり当期純利益金額 27円45銭 １株当たり当期純利益金額 43円55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。

前連結会計年度
自　平成16年4月　 1日
至　平成17年4月3 1日

当連結会計年度
自　平成17年4月　 1日
至　平成18年4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）

　　　　　　　　　　　　　439

　　　　　　　　　　　　　 45

　　　　　　　　　　　　　(45)

　　　　　　　　　　　　　394

　　　　　　　　　　　 14,364

　　　　　　　　　　　　　650

　　　　　　　　　　　　　 44

　　　　　　　　　　　　　(44)

　　　　　　　　　　　　　606

　　　　　　　　　　　 13,936
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