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１．平成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 （百万円未満切捨）

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 5,472 (－) 128 (－) 106 (－)

17年３月期 － (－) － (－) － (－)

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 △11 (－) △3 04 － － △1.9 2.6 1.9

17年３月期 － (－) － － － － － － －

（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 3,625,140株 17年３月期 －株

③会計処理の方法の変更 無

④売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率

⑤平成18年３月期から初めて連結財務諸表を作成したため、対前期増減率の表示はしておりません。

(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 4,067 589 14.5 162 68

17年３月期 － － － － －

（注）期末発行済株式数（連結） 18年３月期 3,625,100株 17年３月期 －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 417 △151 △178 369

17年３月期 － － － －

(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） 1社 （除外） 　－社 持分法（新規） －社 （除外） －社

２．平成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 2,745 46 5

通　期 5,642 241 100

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　27円78銭

※　業績予想につきましては、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成しております。実際の業績は、

今後、様々な要因によって異なる結果となる可能性があります。なお、上記業績予想に関する事項は添付資料４頁を

参照下さい。
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１．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、当社及び子会社１社（コモサポート㈱）により構成されており、

パネトーネ種を使用するロングライフパン（賞味期間が35～90日）の製造・販売を行っております。また、コモサ

ポート㈱において、当社製品の保管、入出庫請負、配送手配代行業務を行っております。

事業の系統図は下記のとおりであります。 

  
当社 

コモサポート㈱（子会社） 

役務の提供 
 製品の保管 

 入出庫請負 

 配送手配代行 
 

販売 

得意先・消費者 

２．経営方針

(1）会社の経営の基本方針

当社グループは「パネトーネ種の素材を生かし、おいしさを通じて人々により多くのコミュニケーションを提供

したい」を基本理念のもとに、「パネトーネ種・保存料無添加・ロングライフ」の特性を生かした付加価値の高い

製品とサービスを創造し続け、お客様とともに喜びを分かちあい信頼される企業を目指しております。

会社経営においては、利益重視・株主重視・顧客重視・社員重視を柱に、生産効率の向上、販売力の強化、収益

力の向上、人材の育成に努め、「量と質のバランス経営」に取り組んでおります。

(2）会社の利益配分に関する基本方針

当社グループは、株主の皆様への利益還元を経営の重要事項として認識しており、利益配分につきましては、業

績及び配当性向を勘案し、株主の皆様への安定的な配当を継続的に行うことを基本方針としております。

当期につきましては、業績状況を鑑み、誠に遺憾ながら無配とする予定でありますが、早期復配を目指し、利益

確保に努めてまいります。

(3）目標とする経営指標

当社グループは、経営資源の効率的な運用、企業価値の向上を目指しており、安定的な利益確保に努めております。

(4）中長期的な会社の経営戦略

当社グループは、中長期的な数値目標を「売上高70億円、経常利益７億円、純利益３億５千万円」としております。

この目標を達成するため、営業戦略としては、低価格競争からの脱却を図り、利益の伴う売上高の確保に努めて

まいります。また、取引先個社別管理の徹底により、業態別、得意先別の商品戦略、販売戦略を実施し、関東・中

部・関西の大都市圏での売上高の回復、利益確保に注力するとともに、地域密着型の販売活動を展開し、売場の拡

大、認知度の向上に努めてまりいます。

製品開発におきましては、製販合同会議、社内試食会等の実施により、市場情報の収集、分析、共有を行い、消

費者のニーズを的確につかむとともに、各業態の意向に沿った製品内容、パッケージ等の採用により、他社製品と

の差別化に努めてまいります。品質管理につきましても、専門部署により、原材料、製品の品質管理の徹底を図っ

てまいります。

(5）会社の対処すべき課題

当社といたしましては、製品特性を生かした売上高の確保と、安定的な利益の追求を最重要課題とし、市場競争

力の強化、全社の改革のスピードアップを図り、業績回復に取り組んでまいります。

営業部門におきましては、営業総合力の強化を基本方針に、時宜に応じた販売推進商品の選定、社内における情

報の共有化、個別指導における営業部員の育成により、新規開拓を推進するとともに、低価格競争からの脱却を図

り、利益の伴う売上高の確保に努めてまいります。また、これらの戦略における成果を、専門部署においてすべて
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数値化し、管理、運用することで、効率よく市場を拡大し、認知度の向上に努めてまいります。

製造部門におきましては、商品力の強化を基本方針に、商品戦略会議、社内試食会等の開催により、消費者のニー

ズを的確につかむとともに、各業態の意向に沿った製品内容、パッケージ等の採用により、他社製品との差別化に

努めてまいります。また、新設した専門部署において、生産の効率化、業務の改善を推し進めることにより売上原

価率の低減を図り、売上総利益の確保に努めてまいります。

さらに、品質管理につきましても、専門部署により、原材料、製品の品質管理のさらなる徹底を図り、食に対す

る信頼度の向上に引き続き取り組んでまいります。

以上により、収益率のより一層の向上を図るとともに、財務体質及びキャッシュ・フローの改善、企業価値の向

上に努めてまいります。

(6）親会社等に関する事項

 該当事項はありません。

(7）内部管理体制の整備・運用状況 

　　Ａ．会社の内部牽制組織、組織上の業務部門及び管理部門の配置状況、社内規程の整備状況その他内部管理体制の

　　　　整備の状況

当社は、社長直属である内部監査室を設置し、各部門の業務監査を行い、監査結果を取締役会に報告するととも

に、被監査部門に対しては、改善が必要な事項について指摘し、改善の進捗情況報告を定期的に求め検証しており

ます。

管理部門と他の業務部門の関係につきましては、各部門役職者により構成される経営幹部会議、部門長ミーティ

ング等において、各部門の状況、問題、課題について検証、討議するとともに、業務分掌規程、職務権限規程、組

織規程等により、各役職員の責任と権限を明確にし、内部管理体制、部門間の牽制機能の充実を図っております。

　　Ｂ．会社の内部管理体制の充実に向けた取組みの最近１年間における実施状況

各取締役の責任の明確化、管理体制の強化を図るため、取締役を４名から５名に増員するとともに、執行役員制

度を当中間会計期間より導入することで、業務執行時のさらなる責任の明確化を図るとともに、取締役、執行役員、

監査役相互間において、より効率的な内部牽制が行われるようにしました。

３．経営成績及び財政状態

(1）経営成績

①　当期の概況

当期における我が国経済は、企業収益の改善や民間設備投資の増加により、株価の上昇等明るい兆しを見せ始め、

景気は回復基調となりましたが、原油価格の高騰、社会保障費の負担増など、先行きの不透明感は継続したまま推

移しました。

当業界におきましては、デフレに伴う低価格化および消費者の嗜好の多様化による競争の激化に加え、原油高に

よる諸原材料価格の相次ぐ上昇により、厳しい経営環境となりました。

このような環境の中で、当社は前期に引き続き、「パネトーネ種・保存料無添加・ロングライフ」の特性を活か

した新製品の開発に努めました。新製品としましては、『デニッシュ』において、既存の製品とは形状、価格等の

異なる「パイシリーズ」として、「小倉パイ」、「アップルパイ」、「渋皮マロンパイ」を投入し、従来とは異な

る新たな食感の「ふっくらシリーズ」として「ふっくらバターブレッド」、「ふっくらチョコブレッド」を投入し

ました。『クロワッサン』においては、健康志向に対応した「大豆クロワッサン」を開発しました。また、『その

他』においてワッフル２アイテム、コンビニエンスストアにおけるＰＢ商品として、３アイテムを新たに供給しま

した。

営業部門におきましては、大都市圏における売上高回復を最重要課題とし、業態別戦略の推進、販促物の全面的

な見直し等による訴求力の高い売場作りに努めました。その結果、一部の業態、地域では回復の兆しが見られ始め

たものの、当上半期における、原材料仕入先の破綻による一部商品の販売中止、競合商品の販売拡大による当社売

場の縮小、新価格帯による新製品の売上不振等により、売上高は低調に推移しました。

また、地域別売上高においては東京、愛知、大阪等大都市圏での落込みが激しく、業態別売上高においても、自

動販売機により販売を行っている取引先、ドラッグストア等一部の業態を除き、低調に推移しました。

製造部門におきましては、前期に引続き新規設備投資の抑制等による現有設備の有効稼働、人員の効率的配置等

に取り組みましたが、固定費率および燃料費の上昇により、売上原価率は上昇しました。
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また、平成17年４月１日付で設立した子会社「コモサポート株式会社」において、当社製品の保管および仕分業

務請負、配送手配代行を行っており、物流の効率化ならびに在庫管理の明確化を図り、配送費等の抑制に努めまし

たが、売上高減少の影響により固定費の負担が増大しました。

なお、繰延税金資産の回収可能性を検討し、６千３百万円を法人税等調整額に計上しました。

以上の結果、当期の売上高は54億７千２百万円、経常利益１億６百万円、当期純損失１千１百万円となりました。

（売上高） 

「デニッシュ群」は30億３千２百万円、「クロワッサン群」は16億５千２百万円、「パネトーネ群」は４千９百

万円、セット製品やコンビニエンスストアのＰＢ製品の売上高などが含まれる「その他」は７億３千７百万円とな

りました。

その結果、当事業年度の売上高は、54億７千２百万円となりました。

（売上原価および売上総利益）

売上原価は33億４千１百万円で、売上原価率は61.1％となり、売上総利益は21億３千１百万円で、売上高総利益

率は38.9％となりました。

（販売費及び一般管理費）

販売費及び一般管理費は20億２百万円で、売上高比36.6％となりました。

（経常利益） 

経常利益は１億６百万円で、売上高経常利益率は1.9％となりました。

（当期純利益） 

当期純損失は１千１百万円で、売上高比△0.2％となりました。

②　次期の見通し

今後の見通しにつきましては、企業収益の好調の持続等に伴い、景気の回復は底堅い推移が期待されますが、個

人消費の低迷、原油価格の動向等の影響も懸念されるなか、ロングライフパン市場におきましても、品質、価格双

方による競争が激化しており、経営環境は厳しい状況が続くものと思われます。

このような状況のもと、当社といたしましては、製品特性を生かした目標利益の確保を最重要課題としております。

営業部門におきましては、引続き大都市圏における売上高の回復を最重要課題とするとともに、新規開拓、自動

販売機により販売を行っている取引先、新製品の拡販に特に注力し、販売目標を達成するよう努めてまいります。

製造部門におきましては、多様化し続けるお客様のニーズに対応するため、市場情報分析を的確に行い、魅力が

あり、かつ利益が確保できる新製品の開発に努めてまいります。また、新設した「改善プロジェクト室」により、

製造工程の見直しを行い、ロス率の低下、目標とする製造原価率の達成に努めてまいります。

品質管理につきましては、原材料管理、衛生管理のさらなる向上を図り、食に対する安全・安心への要望に応え

られるよう、信頼度の向上に引続き取り組んでまいります。

以上によりまして、次期の見通しにつきましては売上高56億４千２百万円、経常利益２億４千１百万円、当期純

利益１億円を見込んでおります。

(2）財政状態

①　資産・負債・資本の状況

当連結会計期間は、初めて連結財務諸表を作成しているため、前事業年度末との比較はしておりません。

②　キャッシュ・フロー 

当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、期首残高に比べ、新規連結に伴う資

金の増加を含め９千６百万円増加し、当連結会計年度末には３億６千９百万円となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

当連結会計年度において営業活動の結果得られた資金は４億１千７百万円となりました。

これは主に税金等調整前当期純利益（１億６百万円）、減価償却費（１億９千１百万円）、貸倒引当金の減少額

（５千７百万円）及び売上債権の減少額（５千３百万円）などによるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

当連結会計年度において投資活動の結果使用した資金は１億５千１百万円となりました。

これは主に投資有価証券の取得による支出（８千９百万円）、製造設備等の取得（７千２百万円）などによるも

のであります。
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（財務活動によるキャッシュ・フロー）

当連結会計年度において財務活動の結果使用した資金は１億７千８百万円となりました。

これは主に短期借入金の純増加額（３億円）、社債発行による収入（１億円）、長期借入金の約定返済（３億９

千８百万円）及び割賦未払金等の支払（１億３千２百万円）などによるものであります。

(3）キャッシュ・フロー指標のトレンド

第22期
平成18年３月期

株主資本比率（％） 14.5

時価ベースの株主資本比率（％） 139.8

債務償還年数（年） 6.7

インタレスト・カバレッジ・レシオ 10.0

（注）１．各指標の内容

株主資本比率：株主資本／総資産

時価ベースの株主資本比率：株式時価総額／総資産

債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い

２．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。

３．株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数により算出しております。

４．営業キャッシュ・フローは、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、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、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。

(4）事業等のリスク

当社の経営成績及び財政状態について、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項は、以下のもので

あります。

なお、将来に関する事項は当連結会計年度末現在において判断したものであります。

①　製品の供給体制 

当社製品は、ロングライフである特性を活かして、本社工場のみで製造し、全国に販売しておりますが、現在の

ところ、本社工場における生産能力のなかで、需要と供給のバランスを保っております。

今後、業容拡大に伴う生産能力の拡充、食品メーカーとしての安定した供給の維持において、また、事故・災害

等により操業不能な状況を回避するためには、第２工場が必要不可欠であると認識しております。

しかしながら、デフレの長期化による低価格化と個人消費の低迷、競合他社の出現により、業績が低迷する状況

にあり、今後の見通しについても、当社を取り巻く経営環境は厳しい状況が継続するものと予想され、第２工場の

建設等を実施するには費用負担の影響が大きく、早期により安定した供給体制を構築することが困難であると認識

しております。 

従って、当社の供給体制は、当社の今後の業績等に影響を与える可能性があります。

②　原材料の調達及び価格高騰

当社製品の主要原料は、小麦粉、砂糖、油脂等農産物の一次加工品であり、卵、レーズン等の農産物も原料とし

て多量に使用しております。これらの生産地域の異常気象等による収穫量の減少や消費量の急激な増加のために需

給が逼迫することがあります。また、原油価格の上昇等により、重油等の燃料や石油製品である包装材料、容器類

の価格上昇が生じる可能性があります。

従って、突発的事情により原材料の安定的な調達が不可能となった場合、または仕入価格が高騰した場合、当社

の今後の業績等に影響を与える可能性があります。
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４．連結財務諸表等
(1）連結貸借対照表

  
当連結会計年度

（平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）     

Ⅰ　流動資産     

１．現金及び預金   369,816  

２．受取手形及び売掛金   737,917  

３．たな卸資産   140,423  

４．前払費用   20,355  

５．繰延税金資産   23,976  

６．その他   5,539  

　　貸倒引当金   △2,000  

流動資産合計   1,296,029 31.9

Ⅱ　固定資産     

１．有形固定資産     

(1）建物及び構築物 ※１ 1,119,748   

    減価償却累計額  573,147 546,601  

(2）機械装置及び運搬具 ※１ 2,949,551   

　　減価償却累計額  2,444,701 504,850  

(3）土地 ※1,5  1,187,049  

(4）その他  77,750   

　　減価償却累計額  65,165 12,584  

有形固定資産合計   2,251,085 55.3

２．無形固定資産   6,951 0.2

３．投資その他の資産     

(1）投資有価証券   266,109  

(2）繰延税金資産   107  

(3）賃貸用不動産 ※1,5 214,194   

　　減価償却累計額  20,971 193,223  

(4）その他   54,468  

　　貸倒引当金   △200  

投資その他の資産合計   513,708 12.6

固定資産合計   2,771,744 68.1

資産合計   4,067,774 100.0
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当連結会計年度

（平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）     

Ⅰ　流動負債     

１．買掛金   259,406  

２．短期借入金 ※1,2  1,900,000  

３．１年内返済予定長期借
入金

※１  392,679  

４．未払金   255,641  

５．未払費用   64,752  

６．未払法人税等   37,552  

７．賞与引当金   34,457  

８．未払消費税等   3,868  

９．その他   6,375  

流動負債合計   2,954,733 72.6

Ⅱ　固定負債     

１．社債   100,000  

２．長期借入金 ※１  201,637  

３．繰延税金負債   16,892  

４．退職給付引当金   6,587  

５．役員退職慰労引当金   46,602  

６．その他   151,583  

固定負債合計   523,302 12.9

負債合計   3,478,036 85.5

     

（資本の部）     

Ⅰ　資本金 ※３  222,000 5.5

Ⅱ　資本剰余金   134,400 3.3

Ⅲ　利益剰余金   2,148,694 52.8

Ⅳ　土地再評価差額金 ※５  △1,932,656 △47.5

Ⅴ　その他有価証券評価差額
金

  24,714 0.6

Ⅵ　自己株式 ※４  △7,414 △0.2

資本合計   589,737 14.5

負債・資本合計   4,067,774 100.0
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(2）連結損益計算書

  
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）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   5,472,179 100.0

Ⅱ　売上原価   3,341,085 61.1

売上総利益   2,131,094 38.9

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※1,2  2,002,886 36.6

営業利益   128,208 2.3

Ⅳ　営業外収益     

１．受取利息  4   

２．受取配当金  1,534   

３．受取家賃  19,899   

４．保険解約収入  16,690   

５．その他  9,336 47,465 0.9

Ⅴ　営業外費用     

１．支払利息  42,602   

２．棚卸資産廃棄損  14,002   

３．その他  12,665 69,270 1.3

経常利益   106,403 1.9

Ⅵ　特別利益     

１．貸倒引当金戻入  558 558 0.0

Ⅶ　特別損失     

１．固定資産売却損  ※３ 1   

２．固定資産除却損  ※４ 435 436 0.0

　　税金等調整前当期純利
益

  106,526 1.9

法人税、住民税及び事
業税

 54,143   

法人税等調整額  63,401 117,544 2.1

当期純損失   11,018 △0.2
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(3）連結剰余金計算書

  
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）

区分
注記
番号

金額（千円）

（資本剰余金の部）    

Ⅰ　資本剰余金期首残高   134,400

Ⅱ　資本剰余金期末残高   134,400

    

（利益剰余金の部）    

Ⅰ　利益剰余金期首残高   2,211,840

Ⅱ　利益剰余金減少高    

１．配当金  47,127  

２．役員賞与  5,000  

３．当期純損失  11,018 63,145

Ⅳ　利益剰余金期末残高   2,148,694
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(4）連結キャッシュ・フロー計算書

  
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）

区分
注記
番号

金額（千円）

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

 106,526

減価償却費  191,145

貸倒引当金の減少額  △57,120

賞与引当金の減少額  △12,523

退職給付引当金の増加
額

 6,587

前払年金費用の減少額  8,125

役員退職慰労引当金の
増加額

 1,534

受取利息及び受取配当
金

 △1,539

支払利息  42,602

売上債権の減少額  53,658

たな卸資産の増加額  △11,464

その他流動資産の減少
額

 6,340

仕入債務の減少額  △9,481

未払消費税等の増加額  3,868

その他流動負債の減少
額

 △2,325

役員賞与の支払額  △5,000

その他  58,578

小計  379,512

利息及び配当金の受取
額

 1,539

利息の支払額  △41,608

還付法人税等の受取額  98,488

法人税等の支払額  △20,888

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 417,043
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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）

区分
注記
番号

金額（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッ
シュ・フロー

  

投資有価証券の取得に
よる支出

 △89,974

有形固定資産の取得に
よる支出

 △72,668

保険積立金解約による
収入

 11,444

その他  △626

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 △151,824

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額  300,000

長期借入金の返済によ
る支出

 △398,256

社債の発行による収入  100,000

割賦未払金等の支払に
よる支出

 △132,671

配当金の支払額  △47,475

その他  △97

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 △178,501

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

 86,717

Ⅵ　現金及び現金同等物の期
首残高

 273,098

Ⅶ　新規連結に伴う現金及び
現金同等物の増加額

 10,000

Ⅷ　現金及び現金同等物期末
残高

 369,816
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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

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．連結の範囲に関する事項　

子会社は、全て連結しております。　

連結子会社の数　１社

連結子会社の名称

　コモサポート株式会社

　なお、コモサポート株式会社については、平成17年

４月１日付で新規設立したため、当連結会計期間から

連結の範囲に含めております。　

２．持分法の適用に関する事項

非連結子会社および関連会社はありませんので該当事

項はありません。　　

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、連結決算日と同一であります。

 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　　

その他の有価証券　　

時価のあるもの

…連結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

却価格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

　なお、投資事業有限責任組合及びこれに類す

る組合への出資（証券取引法第２条第２項によ

り有価証券としてみなされるもの）については、

組合契約に規定される決算報告日に応じて入手

可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を

純額で取り込む方法によっております。　

　　　②たな卸資産

　　商品・製品・原材料・仕掛品

　　　総平均法による原価法

　　貯蔵品

　　　最終仕入原価法による原価法

　　(2)重要な減価償却資産の減価償却の方法

　①有形固定資産及び賃貸用不動産

　　定率法

　　主な耐用年数は以下のとおりであります。

　　　建　　　　物　８～50年

　　　機械及び装置　　　９年

　　　②無形固定資産

　　ソフトウェア

　　　社内利用ソフトウェア

　　　…社内における利用可能期間（５年）に基

　　　　づく定額法

　　その他の無形固定資産

　　　定額法　

　　　③長期前払費用

　　定額法
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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）

　　(3)繰延資産の会計処理

社債発行費

…支出時に全額費用として処理しております。

　　(4)重要な引当金の計上基準

　　　①貸倒引当金

　債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権

については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特

定の債権については個別に回収可能性を検討し、

回収不能見込額を計上しております。 　

　　　②賞与引当金

　従業員の賞与の支払に備えるため、当連結会計

期間に帰属する支給見込額を計上しております。

　　　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。

　　　④役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支払に備えるため、内規に

基づく当連結会計期間末要支給額を計上しており

ます。

　　(5)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．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、全面時価

評価法によっております。

６．利益処分項目等の取扱いに関する事項

　利益処分又は損失処理の取扱い方法については、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

いております。

７．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、随時引き出し可能な預金及び容易に換金

可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスク

しか負わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来

する短期投資からなっております。

８．その他連結財務諸表のための重要な事項

 消費税等の会計処理

　税抜方式によっております。
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注記事項

（連結貸借対照表関係）

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

　(1)工場財団抵当に供している資産

 建物及び構築物 518,554千円 

 機械装置及び運搬具 79,046千円 

 土地  1,138,554千円

 賃貸用不動産 192,146千円 

　　計 1,928,302千円 

　(2)工場財団抵当に対応する債務

 短期借入金 1,506,300千円 

 １年以内返済予定長期借入金 392,679千円 

 長期借入金  201,637千円

 　計 2,100,616千円 

 

※２　当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引

銀行12行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契

約を締結しております。これら契約に基づく当連結

会計期間末の借入金実行残高は次の通りであります。

 当座貸越極度額及び貸出コミッ

トメントの総額

4,000,000千円 

 借入実行残高 1,900,000千円 

 　　　　差引額 2,100,000千円 

 

 

※３　発行済株式総数

普通株式　　　　　　　　　　　　3,630,000株

 

※４　自己株式

当社が保有する自己株式の数は、普通株式4,900株

であります。

 

※５　土地の再評価

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、事業用の土地の再評

価を行ない、土地再評価差額金を資本の部に計上

しております。

再評価の方法…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条第

４号に定める当該事業用土地について地価税法

（平成３年法律第69号）第16条に規定する地価税

の課税価格の計算の基礎となる土地の価額を算定

するために、国税庁長官が定めて公表した方法に

より算出した価格に合理的な調整を行って算出し

ております。

再評価を行った年月日…平成14年３月31日

再評価を行った土地の期末 …△295,465千円

における時価と再評価後の

帳簿価額との差額
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（連結損益計算書関係）

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　一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費

 一般管理費 47,414 千円 

※２　販売費及び一般管理費のうち主要な費用及び金額は

次のとおりであります。

 給料手当 448,096 千円

 賞与引当金繰入額 17,407 千円

 役員退職慰労引当金繰入額 10,639 千円

 退職給付費用 28,269 千円

 配送費 591,552 千円

 賃借料 315,806 千円

※３　固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。

 車両運搬具 1 千円

※４　固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

 機械及び装置 139 千円

 車両運搬具 50 千円

 器具及び備品 245 千円

 合計 435 千円

 

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

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．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

現金及び預金勘定 369,816千円

現金及び現金同等物 369,816千円
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①　リース取引

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）

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以

外のファイナンス・リース取引

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額

及び期末残高相当額

取得価額
相当額
（千円）

減価償却
累計額相
当額
（千円）

期末残高
相当額
（千円）

 機械及び装置 517,192 266,354 250,838

 器具及び備品 1,167,197 698,408 468,789

合計 1,684,390 964,762 719,627

(2）未経過リース料期末残高相当額

１年内 247,908千円

１年超 522,910千円

合計 770,819千円

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

支払リース料 306,937千円

減価償却費相当額 259,733千円

支払利息相当額 43,790千円

(4）減価償却費相当額の算定方法

 　　　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする

定額法によっております。

(5）利息相当額の算定方法

 リース料総額とリース物件の取得価額相当額との

差額を利息相当額とし、各期への配分方法について

は、利息法によっております。
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②　有価証券

有価証券

１　その他有価証券で時価のあるもの

種類

当連結会計年度（平成18年３月31日）

取得原価
（千円）

連結貸借対照表
計上額

（千円）

差額
（千円）

連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの

株式 101,867 143,280 41,413

小計 101,867 143,280 41,413

連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの

株式 1,494 1,369 △124

小計 1,494 1,369 △124

合計 103,361 144,650 41,289

２　時価評価されていない主な有価証券の内容

当連結会計年度（平成18年３月31日）

連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

非上場株式 110,000

投資事業有限責任組合及びこれに類す

る組合への出資
11,459

合計 121,459

③　デリバティブ取引

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）

 当社グループはデリバティブ取引を全く利用していないため、該当事項はありません。
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④　退職給付

１　採用している退職給付制度の概要

　当社は確定給付型の制度として退職金制度の全部について、平成７年12月より適格退職年金制度を設けて

おります。

２　退職給付債務及びその内訳

当連結会計年度
（平成18年３月31日）

(1）退職給付債務（千円） △233,490

(2）年金資産（千円） 226,902

(3）未積立退職給付債務（千円）　(1) ＋ (2) △6,587

(4）退職給付引当金（千円） 6,587

　（注）　当社は、退職給付債務の算定にあたり簡便法を採用しております。

３　退職給付費用の内訳

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）勤務費用（千円） 56,090

(2）運用収益（千円） △5,679

(3）退職給付費用（千円）　(1)＋(2) 50,410

　（注）　当社は、退職給付費用の算定にあたり簡便法を採用しております。
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⑤　税効果会計

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

繰延税金資産

未払事業税 4,049千円

賞与引当金 13,935千円

固定資産減価償却費 43,952千円

役員退職慰労引当金 18,920千円

その他 9,149千円

繰延税金資産小計 90,007千円

評価性引当額 △65,812千円

繰延税金資産合計 24,195千円

繰延税金負債

未収事業税 △110千円

その他有価証券評価差額金 △16,892千円

繰延税金負債計 △17,003千円

繰延税金資産の純額 7,191千円

   

(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要な項目別の内訳

法定実効税率 40.6％

（調整）

交際費等永久に損金に算入

されない項目
10.0％

住民税均等割額 1.6％

試験研究費等の税額控除 △4.9％

回収懸念分 61.8％

その他 1.2％

税効果会計適用後の法人税等の

負担率
110.3％
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⑥　セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

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）

　当社グループは、同一セグメントに属する、ロングライフパンの製造及び販売を主たる業務としており、当

該事業以外に事業の種類がないため該当事項はありません。

ｂ．所在地別セグメント情報

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）

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。

ｃ．海外売上高

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）

海外売上高がないため、該当事項はありません。

⑦　関連当事者との取引

　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）

　　該当事項はありません。

（１株当たり情報）

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 162円68銭

１株当たり当期純損失 3円04銭

 　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　（注）　１株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

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）

当期純損失（千円） 11,018

普通株主に帰属しない金額（千円） －

（うち利益処分による役員賞与金）  （－）

普通株式に係る当期純損失（千円） 11,018

期中平均株式数（千株） 3,625

（重要な後発事象）

 　　　　該当事項はありません。
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５．生産、受注及び販売の状況

当連結会計年度より連結財務諸表を作成しているため、前連結会計年度の実績については記載しておりません。

 

(1)【生産実績】

品目別

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）

金額（千円） 構成比（％）

デニッシュ 3,090,999 55.2

クロワッサン 1,683,450 30.0

パネトーネ 55,520 1.0

その他 772,460 13.8

合計 5,602,431 100.0

（注）１．上記の金額は、販売価格を基礎として算定しております。

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(2)【商品仕入実績】

品目別

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）

金額（千円） 構成比（％）

デニッシュ － －

クロワッサン － －

パネトーネ － －

その他 1,306 100.0

合計 1,306 100.0

（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(3)【受注実績】

当社は見込み生産を行っているため、該当事項はありません。

(4)【販売実績】

品目別

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）

金額（千円） 構成比（％）

デニッシュ 3,032,271 55.5

クロワッサン 1,652,215 30.2

パネトーネ 49,817 0.9

その他 737,876 13.4

合計 5,472,179 100.0

（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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