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                                           平成１８年５月２5 日 
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代 表 者  代表取締役社長  石垣 裕義 
問い合せ先  経理部 主任  小西 一幸         ＴＥＬ（０３）３２６３－４４４４ 
決算取締役会開催日 平成１８年５月２５日         中間配当制度の有無 有 
配当支払開始予定日    ――――            定時株主総会開催日  平成１８年６月２９日 
単元株制度採用の有無 有（1 単元 1,000 株） 
 
１.平成１８年３月期の業績（平成１７年４月１日～平成１８年３月３１日） 
(１)経営成績 
 売 上 高 営業利益 経常利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18 年 3 月期 1,319 ( △10.3) △9 (△124.8) △11 (△125.7)
17 年 3 月期 1,470 ( △15.5) 39 ( △52.5) 44 ( △29.2)

 
 

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

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 △10 (△135.9) △4.81 － － － －

17 年 3 月期 30 ( △53.0) 13.43 － 2.8 2.7 3.0
（注）①期 中 平 均 株 式 数 平成１８年３月期 2,264,701 株  平成１７年３月期 2,265,000 株 
   ②会計処理の方法の変更 無 
      ③売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期比増減率 
 
(２)配当状況 

１株当たり年間配当金 配当金総額 配当性向 株主資本  
 中 間 期 末 (年間)  配当率 

 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

18 年 3 月期 0.00 0 0.00 0.0 － －

17 年 3 月期 13.00 0 13.00 29.4 96.8 2.7
 
(３)財政状態 
 総資産 株主資本 株主資本比率 1 株当たり株主資本 
 百万円 百万円 ％ 円 銭
18 年 3 月期 1,654 1,085 65.6 479.54
17 年 3 月期 1,633 1,100 67.3 485.67

（注）①期末発行済株式数 平成１８年３月期 2,265,000 株 平成１７年３月期 2,265,000 株 
   ②期末自己株式数 平成１８年３月期    800 株 平成１７年３月期     0 株 
 
２.平成１９年３月期の業績予想 

1 株当たり年間配当金  売上高 経常利益 当期利益 
中 間 期 末  

 百万円 百万円 百万円 円 銭 円 銭 円 銭
中間期 816 46 46 － － － 
通 期 1,557 39 38 － 15.00 15.00

（参考）1 株当たり予想当期利益(通期) 17 円 16 銭 
 

上記の予想は、当社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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５．財務諸表等 

(1）【財務諸表】 

①【貸借対照表】 

  
前事業年度 

（平成17年３月31日） 
当事業年度 

（平成18年３月31日） 

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  26,766  86,461

２．受取手形  12,285  12,182

３．売掛金  387,427  265,919

４．製品  81,036  72,109

５．半製品  4,515  1,848

６．原材料  21,076  19,021

７．貯蔵品  666  555

８．短期貸付金  －  500

９．前渡金 ※４ 38,072  101,143

10．前払費用  3,926  1,275

11．繰延税金資産  22,022  16,243

12．未収入金 ※４ 2,055  1,512

13．仮払金  5  4

14．貸倒引当金  △60  △77

流動資産合計  599,796 36.7  578,701 35.0

Ⅱ 固定資産   

１．有形固定資産 ※１  

(1）建物  107,001  101,657

(2）構築物  1,297  1,177

(3）機械及び装置  13,788  12,719

(4）車両運搬具  175  155

(5）工具器具備品  2,133  1,899

(6）土地  467,107  467,107

有形固定資産合計  591,503 36.2  584,717 35.3

２．無形固定資産   

(1）電話加入権  1,454  841

無形固定資産合計  1,454 0.1  841 0.1

－  － 
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前事業年度 

（平成17年３月31日） 
当事業年度 

（平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

３．投資その他の資産   

(1）投資有価証券  171,088  205,600

(2）関係会社出資金  266,848  280,763

(3）長期貸付金  －  470

(4）関係会社長期貸付金  2,709  2,963

(5）長期前払費用  42  109

(6）差入保証金  10  －

(7）貸倒引当金  △0  △1

投資その他の資産合計  440,697 27.0  489,905 29.6

固定資産合計  1,033,655 63.3  1,075,465 65.0

資産合計  1,633,451 100.0  1,654,166 100.0

   

（負債の部）   

Ⅰ 流動負債   

１．支払手形  18,703  22,101

２．買掛金 ※４ 41,535  38,515

３．短期借入金  400,000  400,000

４．未払金  34,713  49,604

５．未払費用  4,846  5,072

６．未払法人税等  2,944  1,811

７．預り金  3,525  2,399

８．未払消費税等  －  3,014

９．賞与引当金  7,495  7,985

流動負債合計  513,765 31.5  530,505 32.1

Ⅱ 固定負債   

１．繰延税金負債  19,650  37,872

固定負債合計  19,650 1.2  37,872 2.3

負債合計  533,415 32.7  568,378 34.4

－  － 
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前事業年度 

（平成17年３月31日） 
当事業年度 

（平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（資本の部）   

Ⅰ 資本金 ※２ 413,250 25.3  413,250 25.0

Ⅱ 資本剰余金   

１．資本準備金  278,950 278,950 

資本剰余金合計  278,950 17.1  278,950 16.8

Ⅲ 利益剰余金   

１．利益準備金  67,800 67,800 

２．任意積立金   

(1）別途積立金  200,000 200,000 

３．当期未処分利益  111,406 71,048 

利益剰余金合計  379,206 23.2  338,848 20.5

Ⅳ その他有価証券評価差額
金 

 28,630 1.7  55,180 3.3

Ⅴ 自己株式 ※３ － －  △440 △0.0

資本合計  1,100,036 67.3  1,085,788 65.6

負債・資本合計  1,633,451 100.0  1,654,166 100.0

   

 
 

－  － 
 

25



②【損益計算書】 

  
前事業年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高  1,470,205 100.0  1,319,192 100.0

Ⅱ 売上原価   

１．期首製品たな卸高  44,082 81,036 

２．当期製品製造原価 ※2.3 1,098,563 958,752 

合計  1,142,646 1,039,789 

３．期末製品たな卸高  81,036 1,061,609 72.2 72,109 967,679 73.4

売上総利益  408,595 27.8  351,512 26.6

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※1.2  

１．販売費  250,000 226,273 

２．一般管理費  119,420 369,420 25.1 134,947 361,221 27.4

営業利益又は営業損失
（△） 

 39,175 2.7  △9,708 △0.7

Ⅳ 営業外収益   

１．受取利息 ※３ 1,909 60 

２．受取配当金  1,688 2,607 

３．為替差益  6,834 1,003 

４．その他  847 11,279 0.7 975 4,646 0.3

Ⅴ 営業外費用   

１．支払利息  5,662 5,294 

２．その他  662 6,325 0.4 989 6,284 0.5

経常利益又は経常損失
（△） 

 44,128 3.0  △11,346 △0.9

Ⅵ 特別利益   

１．前期損益修正益 ※４ 12,448 － 

２．投資有価証券売却益  － 9,861 

３．現物出資益 ※３ 7,131 19,580 1.3 － 9,861 0.8

   

－  － 
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前事業年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

Ⅶ 特別損失   

１．前期損益修正損 ※５ 1,839 493 

２．原材料等評価損  － 1,846 

３．関係会社支援損  23,423 － 

４．減損損失  － 25,262 1.7 569 2,909 0.2

税引前当期純利益又は
税引前当期純損失（△） 

 38,446 2.6  △4,394 △0.3

法人税、住民税及び事業
税 

 740 740 

法人税等調整額  7,281 8,021 0.5 5,778 6,518 0.5

当期純利益又は当期純
損失（△） 

 30,425 2.1  △10,913 △0.8

前期繰越利益  80,980  81,961

当期未処分利益  111,406  71,048
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製造原価明細書 

  
前事業年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

Ⅰ 材料費  952,860 87.4 838,560 87.7

Ⅱ 労務費  82,775 7.6 75,982 7.9

Ⅲ 外注加工費  9,216 0.8 7,273 0.8

Ⅳ 経費 ※１ 46,022 4.2 34,269 3.6

当期総製造費用  1,090,874 100.0  956,086 100.0

期首半製品たな卸高  12,204  4,515

合計  1,103,078  960,601

期末半製品たな卸高  4,515  1,848

当期製品製造原価  1,098,563  958,752

 
（原価計算の方法） 
 実際原価に基づく組別総合原価計算によっております。 
 
 （注） ※１ 主な内訳は次の通りであります。 

  
前事業年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 

水道光熱費  3,704 3,666 

保管料  6,104 789 

消耗品費  8,590 7,107 

減価償却費  11,504 2,972 

 
 

③【利益処分案】 

  
前事業年度 

株主総会承認日 
（平成17年６月29日） 

当事業年度 
株主総会承認日 

（平成18年６月29日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 当期未処分利益   111,406  71,048 

Ⅱ 利益処分額      

１．配当金  29,445 29,445 － － 

Ⅲ 次期繰越利益   81,961  71,048 
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重要な会計方針 

項目 
前事業年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

その他有価証券 その他有価証券 １．有価証券の評価基準及び

評価方法 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 

製品、半製品、原材料、貯蔵品 製品、半製品、原材料、貯蔵品 ２．たな卸資産の評価基準及

び評価方法  総平均法による原価法 同左 

有形固定資産 有形固定資産 ３．固定資産の減価償却の方

法 定率法 

 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 
  

 

 無形固定資産 無形固定資産 

 定額法 同左 

４．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 (1）貸倒引当金 

  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。 

同左 

 (2）賞与引当金 (2）賞与引当金 

  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 

５．リース取引の処理方法  リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナンス・

リース取引については、通常の賃貸借取

引に係る方法に準じた会計処理によって

おります。 

同左 

６．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項 

(1）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。 

(1）      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。 

(2）      同左 
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会計処理方法の変更 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

――― （固定資産の減損に係る会計基準） 

 当事業年度より、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。

これにより税引前当期純損失は569千円増加しておりま

す。 

 
注記事項 

（貸借対照表関係） 

前事業年度 
（平成17年３月31日） 

当事業年度 
（平成18年３月31日） 

 
※１ 有形固定資産の減価償却累計額 452,468千円
  

 
※１ 有形固定資産の減価償却累計額 457,249千円
   

※２ 発行する株式の総数 普通株式 8,000,000株

発行済株式の総数 普通株式 2,265,000株
  

 
※２ 発行する株式の総数 普通株式 8,000,000株

発行済株式の総数 普通株式 2,265,000株
  

――― ※３ 自己株式 

  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。 

※４ 関係会社に対するものが次のとおり含まれており

ます。 

※４ 関係会社に対するものが次のとおり含まれており

ます。 
 

前渡金 38,072千円

未収入金 392千円

買掛金 7,997千円
  

 
前渡金 101,143千円

未収入金 488千円

買掛金 13,076千円
  

５ 偶発債務 ５ 偶発債務 

 下記の会社の金融機関からの借入金に対して次の

とおり債務保証を行っております。 

 下記の会社の金融機関からの借入金に対して次の

とおり債務保証を行っております。 
 

チンタオ石垣食品有限公司 25,133千円
  

 
チンタオ石垣食品有限公司 15,858千円

  
６ 配当制限 ６ 配当制限 

 商法施行規則第124条第３号に規定する資産に時

価を付したことにより増加した純資産額は55,180千

円であります。 

 商法施行規則第124条第３号に規定する資産に時

価を付したことにより増加した純資産額は28,630千

円であります。 
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（損益計算書関係） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

※１ 販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額 ※１ 販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額 
 

(1）販売費 

販売促進費 102,199千円

運賃 37,156 

広告宣伝費 57,822 

給料手当 30,202 

賞与引当金繰入 2,233 

(2）一般管理費  

役員報酬 40,128 

給料手当 19,143 

賞与引当金繰入額 1,674 

減価償却費 4,512 

社葬費 10,029 
  

 
(1）販売費 

販売促進費 96,624千円

運賃 36,395 

広告宣伝費 40,055 

給料手当 33,457 

賞与引当金繰入 2,958 

(2）一般管理費  

役員報酬 42,488 

給料手当 17,855 

賞与引当金繰入額 1,643 

減価償却費 4,172 

役員退職慰労金 27,140 
  

※２ 一般管理費及び当期総製造費用に含まれる研究開

発費 

※２ 一般管理費及び当期総製造費用に含まれる研究開

発費 

26,094千円 19,589千円

※３ 各科目に含まれている関係会社に対するものは、

次のとおりであります。 

※３ 各科目に含まれている関係会社に対するものは、

次のとおりであります。 
 

材料費 700,602千円

受取利息 1,906 

現物出資益 7,131 
  

 
材料費 619,627千円

受取利息 58 

  
  

※４ 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
  

 

※５ 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
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（リース取引関係） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

 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）

工具器具備品 
（その他） 

11,089 5,014 6,075

ソフトウェア 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）

工具器具備品 
（その他） 

11,089 7,231 3,857

ソフトウェア 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 

 
（有価証券関係） 
 前事業年度（自平成 16 年４月１日 至平成 17 年３月 31 日）及び当事業年度（自平成 17 年４月１日 至平

成 18 年３月 31 日）における子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 
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（税効果会計関係） 

前事業年度 
（平成17年３月31日） 

当事業年度 
（平成18年３月31日） 

(1）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

繰越欠損金 170,467千円

繰延税金資産小計 174,423千円

評価性引当額 △152,400千円

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

その他 3,294千円

繰越欠損金 165,883千円

繰延税金資産小計 172,861千円

評価性引当額 △156,617千円

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 △24.2％

その他 2.5％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 20.9％

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。 

  
 

（１株当たり情報） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

 
１株当たり純資産額 485円66銭

１株当たり当期純利益 13円43銭
  

 
１株当たり純資産額 479円54銭

１株当たり当期純損失 4円81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。 

 
前事業年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当期純損益（千円） 30,425 △10,913 

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） 30,425 △10,913 

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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６．製品売上状況 

 

（単位：千円未満切捨） 
前事業年度 当事業年度 

(H16.4.1-H17.3.31) (H17.4.1-H18.3.31) 

 期  別 

 

品  目 金 額 構成比 金 額 構成比 

   ％  ％

麦 茶 302,327 20.6 281,451 21.3

ウーロン茶・杜仲茶 34,793 2.4 25,861 2.0

ビーフ・ジャーキー 154,090 10.5 180,387 13.7

スープ・だしのもと等 6,307 0.4 3,854 0.3

一
般
向
商
品 

小 計 497,519 33.8 491,554 37.3

乾 燥 肉 64,857 4.4 71,873 5.4

レ ト ル ト 具 材 891,853 60.7 738,248 56.0

乾 燥 油 揚 4,832 0.3 4,303 0.3

乾燥ナルト・カマボコ 10,621 0.7 8,381 0.6

乾 燥 野 菜 － － 4,383 0.3

コ ー ヒ ー 520 0.0 447 0.0

業
務
用
商
品 

小 計 972,685 66.2 827,637 62.7

合      計 1,470,205 100.0 1,319,192 100.0
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