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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 
 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 1,335 (  △9.7) △37 (△238.2) △40 (△234.0)
17 年 3 月期 1,478 ( △15.3) 27 ( △74.4) 30 ( △64.0)

 
 

当 期 純 利 益 
１株当たり

当 期 利 益

潜在株式調整後１株

当 た り 当 期 利 益
株 主 資 本

当 期 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 △62 (△305.7) △27.67 － － － －

17 年 3 月期 30 ( △61.5) 13.45 － 2.8 1.7 2.0
（注）①持 分 法 投 資 損 益 18 年 3 月期 －       17 年 3 月期 － 
   ②期中平均株式数（連結） 18 年 3 月期 2,264,701 株  17 年 3 月期 2,265,000 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、対前期比増減率 
 
(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 1,718 1,068 62.1 471.80
17 年 3 月期 1,723 1,091 63.3 481.93

（注）期末発行済株式数  18 年 3 月期 2,265,000 株  17 年 3 月期 2,265,000 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 112 △ 7 △ 43 122
17 年 3 月期 12 △ 21 △ 184 64

 
(４)連結の範囲及び持分法の適用に関する事項 
  連結子会社数 2 社  持分法適用非連結子会社 0 社  持分法適用関連会社数 0 社 
 
(５)連結範囲及び持分法の適用の異動状況 
  連結 (新規)0 社 (除外)0 社  持分法 (新規)0 社 (除外)0 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 当期利益 
 百万円 百万円 百万円

中間期 831 40 39
通 期 1,594 37 36

（参考）1 株当たり予想当期純利益(通期) 16 円 23 銭 
 

上記の予想は、当社グループが現時点で把握可能な情報から判断する一定の前提に基づいた見込みであり、 

実際の業績は今後様々な要因によって当社の見込みと異なるかもしれないことをご承知おきください。 
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１．定性的情報
 
（１）会社の経営の基本方針 

当社グループは、「良い新製品を開発、製造して利益をあげ国家社会に貢献する」ことを社是としております。具

体的には、お客様が「購入してよかった、また購入したい」と思っていただける商品を開発、製造、販売すること

に経営努力し、企業価値向上に努めてまいります。 
 
（２）会社の利益配分に関する基本方針 

当社は、創業以来一貫して株主への利益還元を重要な課題のひとつと考えて事業の経営にあたっております。今

後も当期利益額の範囲内において高水準の配当を行っていく方針でございます。 
しかし当連結会計年度においては当期純損失を計上しており、遺憾ながら無配とすることといたしました。今後

は、黒字化および復配を目指し、内部留保資金は経営体質のいっそうの充実並びに将来の事業展開に役立てる所存

であります。 
 
（３）投資単位引下げに関する考え方及び方針等 

当社は、当社株式に関し、投資家に対する魅力の向上、長期安定的な保有を課題とし、利益配分および今後の業

績向上等とならび、株価水準や取引高等に対応した投資単位の引下げを実施する方針であります。 
 
（４）中長期的な会社の経営戦略 

当社の販売先は、麦茶・ビーフジャーキーを中心とした一般向け食品類、レトルト具材・乾燥具財(ともにカップ

麺用)の業務用商品類の 2 つのカテゴリーから成り立っており、それぞれの分野を拡大させていくことで、天候不順

や需要変動の影響を軽減し安定した成長を目指します。 
研究開発については、一般向け・業務用各々の分野で培った技術を相互に活用し、新規商材開発に活かしていき

ます。 
製造面においては、海外生産子会社２社を含めた国内外計４工場の生産施設を連携することで、製造原価低減、

品質の安定及び生産効率の向上を目指します。 
 
(５)会社の対処すべき課題 

一般向商品では、麦茶類においては、長期的な売り上げ減少傾向に歯止めをかけることが大きな課題となってお

り、競合品との差別化を図るべく商品自体の改良を行います。ビーフジャーキーについては、引き続き成長してい

くための販路拡大が課題となってきておりますが、これについては、自社ブランド以外のＯＥＭ供給も含め新たな

販売先の開拓を行ってまいります。 
業務用商品では、レトルト具材類（カップ麺用）は商品の性質上、搭載されているカップ麺の売れ行きが大きく

影響し、レトルト生産ラインの稼動が安定しない点が課題であり、これについては、従来の高価格カップ麺向け具

材中心の生産体制から普及価格帯カップ麺向け具材等の生産アイテムを増加拡充していくことで、稼動の安定化を

計ります。 
 

(６)親会社等に関する事項 
当社は、親会社等はありません。 
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(７)内部管理体制の整備・運用状況 
当社はコーポレート・ガバナンスに関して、経営の透明性、公平性の確保及び企業価値の 大化を図ることを経

営上の重要課題とすることを基本的な考え方としております。 
①会社の機関の内容 
・会社の機関の基本説明 
当社は監査役制度を採用しており、監査役と当社との取引関係はありません。 
取締役 5 名のうち 2 名及び監査役を社外から登用し、経営管理体制を強化しております。また、迅速な意思

決定を図るために、監査役、社外取締役を含む役員全員が出席する取締役会を月 1 回の割合で開催し、月次業

績および経営課題についての討議、重要事項の決定、業務執行の監視を行っております。 
なお監査役のうち１名は、役員と２親等内の親族関係にあります。 

・内部統制システムの整備の状況 
当社は、平成 18 年 3 月 31 日現在の従業員数が 20 名と小規模の組織ではあり、内部監査の組織は有してお

りませんが、各部署の業務分担を明確にし、不正誤謬が発生しない様な内部牽制体制を構築しております。 
②リスク管理体制の整備の状況 
当社のリスク管理は、業務執行にあたる取締役のほか、監査役、社外取締役を含む役員全員が出席する取締役

会が、その監視等にあたるものであります。 
③役員報酬の内容 
当社の社内取締役に対する年間報酬総額は 33 百万円で、全額金銭によるものであります。 
社外取締役に対する年間報酬総額は 3 百万円で、全額金銭によるものであります。 
また、当社の監査役に対する年間報酬総額は 3 百万円で全額社外監査役に対する金銭によるものであります。 

④監査報酬の内容 
公認会計士法第２条第１項に規定する業務に基づく報酬 4 百万円 
上記以外の業務に基づく報酬はありません。 

⑤会計監査の状況 
・業務を執行した公認会計士の氏名及び所属する監査法人名 
藤本克彦（中央青山監査法人） 
川村一晴（中央青山監査法人） 

・監査業務に係る補助者の構成 
公認会計士 ２名 
会計士補 １名 

 
(８)その他、会社の経営上の重要な事項（役員との間の重要な取引に関する事項等） 

該当事項はありません。 
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２．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わが国経済は、原油価格高騰による不安定要因はあるものの、企業収益の改善や設備投

資の増加を背景に個人消費も回復傾向を示し、景気回復が鮮明となる状況で推移しました。 
食品業界におきましては、さらなる安全性への取り組みが求められる一方で、原油高騰による包装材料等コスト

上昇の影響が大きな課題となるに至っております。 
こうした中で、当社グループにおきましては、自社ブランド主力商品であるフジミネラル麦茶について宣伝広告

活動を通じてブランド価値向上を図り、売り上げ伸長が続いているビーフジャーキーについては販路拡大に注力い

たしました。 
その結果、一般向商品では、麦茶類がシーズン前半の低調が影響し減収、ビーフジャーキー類は米国産牛肉輸入

再停止の間接的な影響で今年に入り伸びが一時的に止まった時期がありましたが通期では増収、烏龍茶・杜仲茶類

は減収でした。以上により、一般向商品の売上高は、前連結会計年度比 1.2％減の 491 百万円となりました。 
業務用商品では、レトルト具材（カップめん具材用）が、高価格帯カップ麺の売れ行き不振の影響を受け減収、

乾燥肉類は増収となりました。以上により、業務用商品の売上高は、前連結会計年度比 13.9％減の 843 百万円とな

りました。 
この結果総売上高は、前連結会計年度比 9.7％減の 1,335 百万円となりました。 
収益面においては、ビーフジャーキー類が増収となり収益に寄与した一方で、中国生産子会社チンタオ石垣食品

有限公司が稼働率低調および棚卸資産等の評価損計上により損失となったこと、役員退職慰労金の計上により販売

費一般管理費が増加したこと等により、営業損失 37 百万円（前連結会計年度は営業利益 27 百万円）、経常損失 40
百万円（前連結会計年度は経常利益 30 百万円）、当期純損失 62 百万円（前連結会計年度は当期純利益 30 百万円）

となりました。 
 事業の種類別セグメントの業績は、前述の通り食料品の製造販売事業が 100％を占めております。 
 
 所在地別セグメントの業績は次のとおりであります。 

日 本 一般向商品は前連結会計年度並みだったものの、業務用商品の不振により、売上高 1,319 百万円（前

連結会計年度比 10.3％減）、営業利益 65 百万円（前連結会計年度比 32.3％減）となりました。 
中 国 業務用商品の対日輸出が大半を占めており、売上高 618 百万円（前連結会計年度比 16.3％増）とな

りましたが、稼働率の低下により営業損失 27 百万円（前連結会計年度比 107.9％増）となりました。 
 
(2)財政状態 

①キャッシュ・フロー 
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、売上債権の大幅な減少

等により前連結会計年度末に比べ 57 百万円増加し、当連結会計年度末には 122 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 112 百万円（前年同期比 799.3％増）となりました。この増加は主に売上債権

の大幅な減少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 7 百万円（同 63.7％減）となりました。この減少は主に投資有価証券の売却に

よる収入があったこと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 43 百万円（同 76.2％減）となりました。この減少は主に前連結会計年度にお

いて短期借入金の返済があったことによるものであります。 
 
②次期の予想 
次期の予想としましては、一般向商品では、フジミネラル麦茶について、競合他社品との差別化のため、前期

に商品のリニューアルを行ったことを受け、販売の活性化に取り組みます。ビーフジャーキーについては、更に

販路拡大に注力いたします。 
業務用商品では、レトルト等具材類について、商品ごとの好不調の波が顕著であることに対応し、生産品目を

増やし売り上げの底上げを計ってまいります。 
業績予想としては、売上高 1,594 百万円、経常利益 37 百万円、当期利益 36 百万円と予想しております。 
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(３)事業等のリスク 
①特定販売先への依存について 
当連結会計年度における連結売上高のうち 60.9％が、日清食品株式会社に対する売上であり、高い比率を占め

ております。これはレトルト具材（カップ麺具材用）を主とする中国子会社生産の業務用食品の売上比率が増加

していることによるものであります。当社グループとしましては品質向上や品質改善に努めこの売上を維持する

一方、一般向自社ブランド食品においても麦茶類の売り上げ回復および麦茶類に次ぐ売上高となったビーフジャ

ーキー類の販路を拡大する等、特定取引先以外の売り上げを拡大する方針であります。しかし、販売先の分散化

が進んでいない段階で当該販売先による当社グループ及び当社グループ製品に対する取引方針が変化した場合に

は当社グループの業績に影響を与える可能性があります。 
 

②特定国での生産への依存について 
当連結会計年度における連結売上高のうち 75.7％が、中国生産子会社チンタオ石垣食品有限公司ならびにウェ

イハン石垣食品有限公司で生産した商品の売上であり、高い比率を占めております。当社グループとしましては

生産・輸入について安定した商品供給に努め、この輸入販売を維持する方針であります。しかし、依存度の高い

中国からの輸入について、日本および中国の政策や貿易環境等が変化した場合には当社グループの業績に影響を

与える可能性があります。 
 

③麦茶市場について 
麦茶市場は、少子化の影響により主要顧客が減少傾向に入っているといえ、今後ますます競争が激化する可能

性があります。当社グループとしましては、商品のリニューアルや積極的な広告戦略により売上の維持を目指し

ていく方針であります。しかし、単価下落や顧客の減少が今後も引き続いた場合には、当社グループは売上に影

響を受ける可能性が高くなります。 
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３．連結財務諸表等 
(1）【連結財務諸表】 

①【連結貸借対照表】 

  
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） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（資産の部）   

Ⅰ 流動資産   

１．現金及び預金  71,084  128,985

２．受取手形及び売掛金  405,438  278,885

３．たな卸資産  221,597  189,727

４．繰延税金資産  22,022  16,243

５．その他  16,044  54,167

貸倒引当金  △52  △3,005

流動資産合計  736,135 42.7  665,004 38.7

Ⅱ 固定資産   

１．有形固定資産 ※１  

(1）建物及び構築物  204,003  215,968

(2）機械装置及び運搬具  92,816  112,375

(3）土地  467,107  467,107

(4）その他  15,913  15,384

有形固定資産合計  779,839 45.3  810,835 47.2

２．無形固定資産  36,223 2.1  36,839 2.1

３．投資その他の資産   

(1）投資有価証券  171,088  205,600

(2）その他  52  579

貸倒引当金  －  △1

投資その他の資産合計  171,141 9.9  206,178 12.0

固定資産合計  987,205 57.3  1,053,853 61.3

資産合計  1,723,340 100.0  1,718,857 100.0
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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） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（負債の部）   

Ⅰ 流動負債   

１．支払手形及び買掛金  99,536  86,784

２．短期借入金  424,324  419,835

３．未払法人税等  2,991  1,828

４．賞与引当金  7,495  7,985

５．未払金  59,495  84,835

６．その他  8,650  11,463

流動負債合計  602,493 35.0  612,732 35.7

Ⅱ 固定負債   

１．繰延税金負債  19,650  37,872

固定負債合計  19,650 1.1  37,872 2.2

負債合計  622,144 36.1  650,604 37.9

   

（少数株主持分）   

少数株主持分  9,609 0.6  － －

   

（資本の部）   

Ⅰ 資本金 ※２ 413,250 24.0  413,250 24.0

Ⅱ 資本剰余金  278,950 16.2  278,950 16.2

Ⅲ 利益剰余金  406,001 23.5  313,882 18.3

Ⅳ その他有価証券評価差額
金 

 28,630 1.6  55,180 3.2

Ⅴ 為替換算調整勘定  △35,244 △2.0  7,429 0.4

Ⅵ 自己株式 ※３ － －  △440 △0.0

資本合計  1,091,587 63.3  1,068,252 62.1

負債、少数株主持分及び資
本合計 

 1,723,340 100.0  1,718,857 100.0
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②【連結損益計算書】 

  
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） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高  1,478,215 100.0  1,335,534 100.0

Ⅱ 売上原価 ※２ 1,036,961 70.1  952,909 71.4

売上総利益  441,254 29.9  382,624 28.6

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※1.2 414,080 28.0  420,174 31.4

営業利益又は営業損失
（△） 

 27,174 1.8  △37,550 △2.8

Ⅳ 営業外収益   

１．受取利息  118 94 

２．受取配当金  1,688 2,607 

３．為替差益  6,834 292 

４．連結調整勘定償却額  － 1,090 

５．その他  2,123 10,764 0.7 1,002 5,087 0.4

Ⅴ 営業外費用   

１．支払利息  7,195 6,393 

２．その他  662 7,858 0.5 1,445 7,839 0.6

経常利益又は経常損失
（△） 

 30,080 2.0  △40,301 △3.0

Ⅵ 特別利益   

１．前期損益修正益 ※３ 12,421 3,144 

２．投資有価証券売却益  － 9,861 

３．その他  － 12,421 0.8 386 13,392 1.0

Ⅶ 特別損失   

１．前期損益修正損 ※４ 3,611 494 

２．原材料等評価損  － 27,789 

３．減損損失  － 3,611 0.2 569 28,853 2.2

税金等調整前当期純利
益又は税金等調整前当
期純損失（△） 

 38,890 2.6  △55,762 △4.2

法人税、住民税及び事業
税 

 786 1,052 

法人税等調整額  7,281 8,067 0.5 5,778 6,831 0.5

少数株主利益  350 0.0  79 0.0

当期純利益又は当期純
損失（△） 

 30,472 2.1  △62,673 △4.7
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③【連結剰余金計算書】 

  
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） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 

（資本剰余金の部）      

Ⅰ 資本剰余金期首残高   278,950  278,950 

Ⅱ 資本剰余金期末残高   278,950  278,950 

      

（利益剰余金の部）      

Ⅰ 利益剰余金期首残高   409,504  406,001 

Ⅱ 利益剰余金増加高      

１．当期純利益  30,472 30,472 － － 

Ⅲ 利益剰余金減少高      

１．配当金  33,975  29,445  

２．当期純損失  － 33,975 62,673 92,118 

Ⅳ 利益剰余金期末残高   406,001  313,882 
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④【連結キャッシュ・フロー計算書】 

  
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） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 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
益又は税金等調整前当
期純損失（△） 

 38,890 △55,762 

減価償却費  33,293 36,352 

貸倒引当金の増減額  △29 2,949 

賞与引当金の増加額  795 490 

受取利息及び受取配当
金 

 △1,806 △2,702 

支払利息  7,195 6,393 

為替差損益  △6,834 △1,003 

投資有価証券売却益  － △9,861 

原材料等評価損  － 27,789 

売上債権の増減額  △945 128,595 

たな卸資産の増減額  △63,012 20,824 

仕入債務の減少額  △860 △19,793 

未払消費税等の増加額  2,134 3,468 

未払金の増加額  15,860 21,650 

その他  △5,949 △41,507 

小計  18,731 117,883 

利息及び配当金の受取
額 

 1,806 2,702 

利息の支払額  △7,032 △7,124 

法人税等の支払額  △1,009 △1,083 

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 12,495 112,378 
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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） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 

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 

 △1 △1 

投資有価証券の取得に
よる支出 

 △4,876 △5,606 

有形固定資産の取得に
よる支出 

 △16,419 △27,160 

投資有価証券の売却に
よる収入 

 － 25,029 

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 △21,297 △7,739 

Ⅲ 財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

   

短期借入金の純減少  △156,861 △8,111 

配当金の支払額  △27,857 △35,386 

自己株式の取得  － △440 

財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 △184,719 △43,937 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係
る換算差額 

 661 △2,802 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増
減額 

 △192,859 57,899 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期
首残高 

 257,846 64,987 

Ⅶ 現金及び現金同等物の期
末残高 

 64,987 122,886 
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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 

 
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．連結の範囲に関する事項  子会社はウェイハン石垣食品有限公司

及びチンタオ石垣食品有限公司の２社で

あり、いずれも連結子会社であります。

同左 

２．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12月31日です。

 連結財務諸表の作成に当たっては、同

決算日現在の財務諸表を使用しており、

連結決算日との間に生じた重要な取引に

ついては、連結上必要な調整を行ってお

ります。 

同左 

３．会計処理基準に関する事

項 

  

 

① 有価証券 ① 有価証券 (1）重要な資産の評価基準

及び評価方法 その他有価証券 その他有価証券 

 時価のあるもの 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。 

同左 

 ② たな卸資産 ② たな卸資産 

 製品、半製品、原材料、貯蔵品 製品、半製品、原材料、貯蔵品 

 主として総平均法による原価法 同左 

① 有形固定資産 ① 有形固定資産 (2）重要な減価償却資産の

減価償却の方法  当社は定率法、在外連結子会社は所

在地国の会計基準に基づく定額法によ

っております。 

 なお、主な耐用年数は次のとおりで

あります。 

同左 

 
  

建物 17－50年 

機械及び装置 ９年 
  

 

 ② 無形固定資産 ② 無形固定資産 

  当社は定額法、在外連結子会社は所

在地国の会計基準に基づく定額法によ

っております。 

同左 
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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 貸倒引当金 ① 貸倒引当金 (3）重要な引当金の計上基

準  当社は債権の貸倒れによる損失に備

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。 

 在外連結子会社は所在地国の会計基

準の規定に基づいた期末売上債権の一

定額を計上しております。 

同左 

 ② 賞与引当金 ② 賞与引当金 

  当社は従業員に対して支給する賞与

の支払に充てるため、将来の支給見込

額を計上しております。 

同左 

(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。 

同左 

(5）その他連結財務諸表作

成のための重要な事項 

① 当社は従業員の退職金の支給に備え

るために中小企業退職金共済制度に加

入しております。 

同左 

 ② 消費税等の会計処理は税抜方式によ

っております。 

同左 

 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によっておりま

す。 

同左 ４．連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項 

５．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当期に

おける一括償却を行っております。 

６．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。 

同左 

同左  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

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。 

７．連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲 
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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） 

――― （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損失は569千円増

加しております。 

 
注記事項 

（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 有形固定資産の減価償却累計額 541,660千円
  

 
※１ 有形固定資産の減価償却累計額 585,686千円
  

※２ 当社の発行済株式総数は普通株式2,265,000株で

あります。 

※２ 当社の発行済株式総数は普通株式2,265,000株で

あります。 

――― ※３ 当社が保有する自己株式の数は、普通株式800株で

あります。 

 
（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 販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は以

下のとおりです。 

※１ 販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は以

下のとおりです。 
 

販売促進費 102,199千円

運賃 49,756 

広告宣伝費 57,822 

役員報酬 40,128 

給料手当 63,879 

賞与引当金繰入額 3,907 
  

 
販売促進費 96,624千円

運賃 48,603 

広告宣伝費 40,055 

役員報酬 42,488 

給料手当 68,721 

賞与引当金繰入額 4,601 

役員退職慰労金 27,140 
  

※２ 一般管理費及び製造費用に含まれる試験研究費 ※２ 一般管理費及び製造費用に含まれる試験研究費 

29,020千円 24,759千円

※３ 主なものは以下のとおりであります。 ※３ 主なものは以下のとおりであります。 

過年度消費税還付額 11,987千円
  

過年度福利基金補正 3,144千円
  

※４ 主なものは以下のとおりであります。 ※４ 主なものは以下のとおりであります。 

過年度輸入関税補正 1,839千円

過年度土地使用料 1,720千円
  

過年度輸入関税補正 494千円
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（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記

載されている科目の金額との関係（平成17年３月31日現

在） 

 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に記

載されている科目の金額との関係（平成18年３月31日現

在） 
 

現金及び預金勘定 71,084千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △6,097千円

現金及び現金同等物 64,987千円

 
現金及び預金勘定 128,985千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △6,098千円

現金及び現金同等物 122,886千円
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（リース取引関係） 

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） 

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 

 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 

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）

有形固定資産 
（その他） 

11,089 5,014 6,075

無形固定資産 9,987 5,992 3,995

合計 21,076 11,006 10,070

  

 

 
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）

有形固定資産 
（その他） 

11,089 7,231 3,857

無形固定資産 9,987 7,990 1,997

合計 21,076 15,222 5,854

  
 （注） 取得価額相当額は、未経過リース料期末残高

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い

ます。 

同左 

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 
 

１年内 4,215千円

１年超 5,854千円

合計 10,070千円
  

 
１年内 4,215千円

１年超 1,639千円

合計 5,854千円
  

 （注） 未経過リース料期末残高相当額は、未経過リ

ース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

より算定しています。 

同左 

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

支払リース料 4,215千円

減価償却費相当額 4,215千円
  

 
支払リース料 4,215千円

減価償却費相当額 4,215千円
  

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、残存価額を零とする定

額法によっています。 

同左 
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（有価証券関係） 
前連結会計年度 
その他有価証券で時価のあるもの（平成 17 年３月 31 日現在） 

 種類 取得原価（千円） 
連結貸借対照表計上
額（千円） 

差額（千円） 

(1）株式 122,808 171,088 48,280 

(2）債券 － － － 

(3）その他 － － － 

連結貸借対照表計上
額が取得原価を超え
るもの 

小計 122,808 171,088 48,280 

(1）株式 － － － 

(2）債券 － － － 

(3）その他 － － － 

連結貸借対照表計上
額が取得原価を超え
ないもの 

小計 － － － 

合計 122,808 171,088 48,280 

 
当連結会計年度 
１．その他有価証券で時価のあるもの（平成 18 年３月 31 日現在） 

 種類 取得原価（千円） 
連結貸借対照表計上
額（千円） 

差額（千円） 

(1）株式 112,547 205,600 93,052 

(2）債券 － － － 

(3）その他 － － － 

連結貸借対照表計上
額が取得原価を超え
るもの 

小計 112,547 205,600 93,052 

(1）株式 － － － 

(2）債券 － － － 

(3）その他 － － － 

連結貸借対照表計上
額が取得原価を超え
ないもの 

小計 － － － 

合計 112,547 205,600 93,052 

 
２．当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自平成 17 年４月１日 至 平成 18 年３月 31 日） 

売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円） 

25,029 9,861 ― 
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（デリバティブ取引関係） 
 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）及び前連結会計年度（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。 

 
（退職給付関係） 
 当社は、従業員の退職金の支給に備えるために中小企業退職金共済制度に加入しており、退職一時金制度は

設定していないため該当事項はありません。 
 

（税効果会計関係） 

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）繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳は次のとお

りです。 

(1）繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳は次のとお

りです。 
 
繰延税金資産 

賞与引当金 3,050千円

外形標準課税 904千円

原材料等評価損 6,023千円

繰越欠損金 170,467千円

繰延税金資産小計 180,446千円

評価性引当額 △158,423千円

繰延税金資産合計 22,022千円

繰延税金負債 

その他有価証券評価差額金 19,650千円

繰延税金負債合計 19,650千円
  

 
繰延税金資産 

賞与引当金 3,249千円

外形標準課税 436千円

原材料等評価損 16,582千円

貸倒引当金繰入 1,190千円

その他 3,294千円

繰越欠損金 165,883千円

繰延税金資産小計 190,634千円

評価性引当額 △174,390千円

繰延税金資産合計 16,243千円

繰延税金負債 

その他有価証券評価差額金 37,872千円

繰延税金負債合計 37,872千円
  

(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」との間の差異の原因となった主な項目別の内訳

(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」との間の差異の原因となった主な項目別の内訳
 
法定実効税率 40.7％

（調整） 

住民税均等割 1.9％

評価性引当金の増減 △23.9％

その他 2.1％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 20.7％

税金等調整前当期純損失を計上しているため、記載を

しておりません。 
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（セグメント情報） 
【事業の種類別セグメント情報】 
当連結グループは食品の専門メーカーとして、同一セグメントに属する一般向商品及び業務用商品の製造、

加工、販売を行っており、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。 
 
【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） 

 日本（千円） 中国（千円） 計（千円） 
消去又は全社 
（千円） 

連結（千円）

Ⅰ．売上高及び営業利益  

売上高  

(1）外部顧客に対する売上高 1,470,205 8,010 1,478,215 － 1,478,215

(2）セグメント間の内部売上高又
は振替高 

－ 524,083 524,083 (524,083) －

計 1,470,205 532,093 2,002,299 (524,083) 1,478,215

営業費用 1,374,187 545,168 1,919,355 (468,313) 1,451,041

営業利益 96,017 (13,074) 82,943 (55,769) 27,174

Ⅱ．資産 1,249,085 426,751 1,675,836 47,503 1,723,340

 
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） 

 日本（千円） 中国（千円） 計（千円） 
消去又は全社 
（千円） 

連結（千円）

Ⅰ．売上高及び営業利益  

売上高  

(1）外部顧客に対する売上高 1,319,192 16,342 1,335,534 － 1,335,534

(2）セグメント間の内部売上高又
は振替高 

－ 602,570 602,570 (602,570) －

計 1,319,192 618,913 1,938,105 (602,570) 1,335,534

営業費用 1,254,152 646,100 1,900,253 (527,168) 1,373,084

営業利益 65,039 (27,187) 37,851 (75,402) (37,550)

Ⅱ．資産 1,136,918 522,240 1,659,158 59,698 1,718,857

 （注）１．国又は地域の区分の方法 
国別に区分しております。 

２．前連結会計年度及び当連結会計年度における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

費用の金額は 56,842 千円及び 74,748 千円であり、その主なものは当社の総務・経理等の管理部門にか

かる費用であります。 
３．前連結会計年度及び当連結会計年度における資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額

は、384,366 千円及び 517,248 千円であり、その主なものは、当社での余資運用資金（現金預金及び有

価証券）、繰延税金資産、管理部門にかかる資産であります。 
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【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。 
 

【関連当事者との取引】 
 該当事項はありません。 

 
（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 481円93銭

１株当たり当期純利益 13円45銭
  

 
１株当たり純資産額 471円80銭

１株当たり当期純損失 27円67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。

同左 

 （注） １株当たり当期純損益の算定上の基礎は、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） 

当期純損益（千円） 30,472 △62,673 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 

普通株式に係る当期純損益（千円） 30,472 △62,673 

期中平均株式数（株） 2,265,000 2,264,701 

 
（重要な後発事象） 
 該当事項はありません。 
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４．生産、受注及び販売の状況 
(1）生産実績 

 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。 

事業の種類別セグメントの名称 
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） 

前年同期比（％） 

食料品の製造販売事業（百万円） 1,330 93.9 

合計（百万円） 1,330 93.9 

 （注） 金額は販売価格によっており、消費税等は含まれておりません。 
 
(2）受注状況 

 当社グループは、他社ブランド製品を含めて見込生産を行なっており、受注生産はほとんどおこなっており

ません。 
 
(3）販売実績 

 当連結会計年度における販売実績を種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

事業の種類別セグメントの名称 
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） 

前年同期比（％） 

食料品の製造販売事業（百万円） 1,335 90.3 

合計（百万円） 1,335 90.3 

 （注）１． 近２連結会計年度の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとお

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（百万円） 割合（％） 金額（百万円） 割合（％） 

日清食品㈱ 955 64.7 813 60.9 

２．上記金額には消費税等は含まれておりません。 
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