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米国会計基準採用の有無 無 
 
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                       (注) 百万円未満は切り捨てて表示しております。 

 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 8,546 (     1.7 ) 330 ( △  6.7 ) 320 ( △  4.7 ) 

17年3月期 8,401 (     7.0 ) 354 ( △ 11.0 ) 336 ( △ 19.1 ) 

 

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 145 ( △ 16.8 ) 13 ．95 －  6 . 4 4 . 0 3 . 8 

17年3月期 174 ( △ 13.5 ) 16 ．84 －  8 . 2 4 . 5 4 . 0 

(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 9,612,558 株 17年 3月期 9,674,368 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 8,090 2,317 28 . 6 243 ．20 

17年3月期 7,800 2,184 28 . 0 225 ．47 

(注) 期末発行済株式数（連結） 18年 3月期 9,482,635 株 17年 3月期 9,638,635 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 384 △   477 46 416 

17年3月期 542 △ 1,007 525 463 
 
(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 2 社 持分法適用非連結子会社数 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) － 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 5,100 260 110 

通期 8,600 320 160 

(参考)  １株当たり予想当期純利益（通期）  15 円 74 銭 

(注)                                                                                       業績予想につきましては、現時点において合理的であると判断するデータに基づいて作成しており、様々な不確定 

要素が内在しているため、実際の業績は予想数値と異なる可能性があります。 
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1.企業集団の状況 

当社グループは、当社および連結子会社２社、関連会社１社（持分法非適用）で構成されております。 

主な事業内容と当社および連結子会社、関連会社の当該事業に係る位置付けは、次のとおりであります。 

 

①           製 粉 事 業 

当社が小麦粉、ふすま、プレミックス粉を製造し、販売は阪神地区は主として連結子会社の兼三㈱、その他は特約店を 

通じて行っております。 

 

②           食 品 事 業 

連結子会社のカネス製麺㈱は、当社製造の小麦粉を原料にして乾麺（うどん、素麺、冷麦、そば等）の製造販売を行ってお

り、また、当社仕入商品も販売いたしております。 

 

③           畜 産 事 業 

当社が黒毛和牛を中心とした肉牛の肥育、販売をいたしております。 

 

④           その他の事業 

当社がその他商品等の販売を行っております。 

 

事業の系統図は次のとおりであります。 

 

当社 

小麦粉等 

添加物等 

 

その他の関係会社
 

㈱神明 

連結子会社 
 

兼三㈱ 

小麦粉等 
 

 

小麦粉等 
 

小麦粉等 

 

製粉事業 

小麦粉 

乾麺 

連結子会社 
 

カネス製麺㈱ 

  

乾麺 

 

食品事業 

畜産事業 

その他の事業 

食用肉牛 

その他商品等 

 

得
意
先 

 

持分法非適用 
関連会社 
１社 
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2.経営方針 

（a）経営の基本方針 

当社グループは、食生活での基礎となる小麦粉製造業者として、また、乾麺の製造業者として、人々の健康・安

全・安心と豊かな食生活に貢献することをモットーとしております。製品である小麦粉および乾麺の良品質と高付

加価値を目指し、顧客に安心をお届けする等顧客満足を第一義に考え、「お客様に安全と安心を保証し、満足して

いただける良品質の製品とサービスを提供する」を経営目標として懸命に取り組んでおります。 

当社グループの中心である㈱増田製粉所は品質保証の国際規格ＩＳＯ９００１を平成１２年３月に認証取得後、

平成１５年６月に２０００年版を認証取得いたしました。また、連結子会社のカネス製麺㈱は平成１４年５月にＩ

ＳＯ９００１を認証取得後、平成１５年６月に２０００年版を認証取得し、両社とも一層の品質向上に努力いたし

ております。 

また、食品産業として、より一層安全衛生管理のレベルアップをはかるため、ＡＩＢ食品安全統合基準に適合し

た工場づくりの早期達成を目指し、人々の健康・安全・安心と豊かな食生活に貢献し、社会的責務を果たしていく

所存であります。 

平成６年度から経営のローコストオペレーション計画を策定して以来、多岐にわたり業務全般について厳格なチ

ェックを実行し、順調に成果が上がりつつあります。今後につきましても、さらにもう一段、深く掘り下げて企業

体質改善に尽力したいと考えております。また、平成１４年末から平成１８年３月期にかけて工場および物流の合

理化と食の安全対策を狙いとした設備投資を行い、体質強化の促進をはかりました。 

現下の厳しい経営環境におきまして、高収益体質の備わった企業集団を目指し、顧客に満足していただけるグル

ープとして強固な連携を維持し、業績の向上に努め、一段と発展させていきたいと考えております。  
（b）利益配分に関する基本方針 

利益配分につきましては、安定配当を基本とし、財務体質の強化と内部留保に努め、株主資本利益率を高め、ま

た、販売会社を擁した製粉、乾麺等食品メーカーとして、合理化および食の安全、安心に対応した設備の充実との

バランスを保ち、堅実経営に徹し、堅固な体質を備えた企業集団を構築いたしたいと考えております。 

平成１４年末から平成１８年３月期までに２４億円をかけて、食の安全、安心対策および物流合理化、工場の省

力化ならびに一般家庭向け製品の拡販のための設備投資を進めました。 

前期より株主優待制度を新設し、３月３１日現在の１単元以上の株主様に対し、３千円相当の当社関連製品を７

月に贈呈いたしております。 

また、当社は自己株式の買入れについて、平成１６年６月の定時株主総会におきまして、経済情勢の変化に対応

した機動的な経営を行うため、定款に取締役会の決議によって自己株式の買受けを行えるようご決議をいただいて

おります。  
（c）目標とする経営指標 

当社グループは売上高を１００億円と経常利益６億５千万円の早期達成を目標といたしております。 

ＲＯＡ（総資本経常利益率）およびＲＯＥ（株主資本利益率）を経営の重要指標として、経営の合理化、効率化

を推進し強靭な企業体質構築に取り組む所存であります。  
（d）中期的なグループの経営戦略  

当社グループは、中期計画に基づき、連結経営強化のため連結子会社との結束を強化して事業の一層の効率化に

努めるとともに、消費者の健康・安全・安心と豊かな食生活を満喫していただくことを念願し、顧客ニーズにマッ

チした、扱いやすい、満足していただける製品を提供することを目標にいたしております。連結子会社が乾麺業界

初の特定保健用食品『松谷のおそば』、栄養機能食品『揖保の匠播州そうめん、播州うどん』を開発製造販売する

など成果もあがりつつあります。 

主力製品小麦粉等は業務用中心に展開してまいりましたが、対象先を広げるためグループの食品事業販売ルート

の活用と新設備完成によりミックス粉・一般家庭向け小麦粉の品揃えを促進し取引基盤の拡充を推進しております。  
（e）グループの対処すべき課題 

当社グループの今後の見通しにつきましては、国内経済は景気の踊り場から抜け出し景気は着実な回復が見られ

るようになりました。しかし、原油価格による素材価格動向の不安要因や少子高齢化の進行で市場の縮小懸念もあ

り予断を許さない情勢にあります。 

当社グループは、消費者の食品の安全、安心願望に十分に意を尽くすとともに、ＷＴＯおよびＦＴＡ等今後の交

渉経緯を注視しつつ、とくに麦政策構築の一環として昨年１１月に国により「今後の麦政策のあり方」が取りまと

められたことにより、食料法改正案が通常国会に提出され、麦政策のさらなる修正や変革が見込まれ、その対応が

求められております。また、業界内の企業間格差拡大傾向が強まるなか、業界再編をも視野に入れ、慎重な対応を

いたしたいと存じます。 

当社グループは、主力の小麦粉販売が伸び悩むなか、小麦粉調製品や小麦粉二次加工品の輸入増勢が続き、今後

も販売競争は一段と激化し、厳しい営業展開が続くとみております。 

このため、販売競争上、工場の効率化と食品の安全対策対応の設備更新を実行し、一連の設備計画が概ね完了い

たしました。投資による支払金利および償却負担等収益圧迫要因がありますが、売上増と省力化合理化効果等コス

ト削減効果と経営の効率化により乗り切れるよう努力いたしたいと考えております。 

食品全般の安全、安心への関心の高まりに対し、食品産業の一員として、人々の健康・安全・安心と豊かな食生

活に貢献し、社会的責務を果たす所存でございます。 
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（f）コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方およびその施策の実施状況 

当社は、コーポレート・ガバナンスの充実をはかるうえで、透明性の高い経営、迅速な意思決定、経営チェック

機能の強化ならびに適時適切な情報開示が重要であると考えております。 

このため、社内外に大きな影響のある重要案件は月例の取締役会開催により決定いたしております。 

また、毎営業日早朝に開催する幹部会議により意思の疎通、意思決定の迅速化と俊敏な実行をはかるようにいた

しております。 

当社は監査役制度を採用しておりますが、コーポレート・ガバナンスの趣旨に鑑み、監査役３名中社外監査役２

名と弁護士、会計監査人、税理士等の第三者にも参画をお願いし、業務遂行上発生する諸問題について、率直な意

見を聴取いたしております。 

なお、社外監査役と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。 

内部監査室（１名）は、監査役会（３名）との連繋を密にし、さらにＩＳＯ（国際標準化機構）委員会（３名）･

フードセーフティー（食品安全統合基準）委員会（２名）の調査結果をも参考として合計９名によって公正な監査

と内部統制の充実をはかり、「行動規範および行動指針」および「倫理規定」に基づき、コンプライアンスの浸透

をはかるなど内部統制を強化しております。 

当社は新日本監査法人と監査契約を締結しております。 

当社監査役は、会計監査人と定期的に連絡会を開催し、会計監査人から監査計画および監査結果について報告な

らびに説明を受け、情報交換を行うなど連携をはかっております。 

当社の会計監査を行った公認会計士は以下のとおりであります。 
 

公認会計士の氏名等 所属する監査法人名 

  指定社員 吉川 雅偉 

  業務執行社員 小市 裕之 
新日本監査法人 

（注）1．継続監査年数については、全員７年以内であるため、記載を省略しております。 

2．同監査法人はすでに自主的に業務執行社員について、当社の会計監査に一定期間を超えて関与すること 

   のないよう措置をとっております。 
 

 監査業務に係る補助者の構成 

公認会計士 １名 会計士補 ３名 

 

（g）リスク管理体制の整備の状況 

食品業界におきましては、食品全般について品質表示等の厳格化の対応が急がれ、当社グループも食品産業とし

て、人々の健康・安全・安心と豊かな食生活に貢献し、社会的責務を果たすことを要請されております。 

各原材料メーカーから、「食品衛生法」、「農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律（通称ＪＡＳ

法）」、「不当景品類及び不当表示防止法（通称景品表示法）」等の関連諸法規に違反しないことの証明書を受領

する等万全な体制で臨み、また、今回の残留農薬等のポジティブリストの対応にも努力しております。 

当社グループは、食品関連法規を遵守し、製品である小麦粉および乾麺の良品質を確保し、顧客に安心をお届け

する等顧客満足を第一義に考え、「お客様に安全と安心を保証し、満足していただける良品質の製品とサービスを

提供する」を経営目標として懸命に取り組んでおります。 
 

（h）親会社等に関する事項 
 

① 親会社等の商号等 
 

親 会 社 等 属 性 親会社等の議決権所有割合 株券上場の有無 

株式会社 神  明 その他の関係会社 44.4％ 無 

（注）株式会社神明は継続開示会社ではありません。 
 
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 

 
1．親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付け、親会社等やそのグループ企業との取引関係や人的・資

本的関係 
 

親会社等の企業グループは、米穀、精米の販売関連が主で、当社グループは製粉事業が中心で両グループは

主要食糧の製造、加工、販売と類似した事業を営んでおりますが、親会社等の精米は販売店へ供給されている

のに対し、当社の小麦粉は二次加工業者向け販売が多く、販売ルートが異なっております。当社は製粉事業を

推進するに当たり、親会社等の企業グループと密接な協力関係を保ち、親会社等の経営情報および販売ルート

の有効活用を図るため、親会社等より兼任取締役１名が就任、当社の営業部門の強化を目的として親会社等の

企業グループから２名を出向者として迎えております。 
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（役員の兼務状況） 

役   職 氏   名 親会社等 就任理由 

取締役社長 山田 稔也 ㈱神明 取締役 当社から就任依頼 

非常勤監査役 河野 節雄 ㈱神明 常勤監査役 同      上 

同  上 武   豊 ㈱神明 非常勤監査役 同      上 

（注）当社の取締役４名、監査役３名のうち、親会社等との兼務役員は取締役１名、監査役２名であります。 
 
（出向者の受入状況） 

部 署 名 人数 出向元の親会社等の企業名 出向者受入理由 

営 業 部 2名 株式会社 神  明 営業部強化のため当社から依頼

（注）1．出向者のうち１名は平成18年４月24日付けで受入れております。 

2．平成18年３月末現在の当社の従業員数は70名であります。  
2．親会社等の企業グループに属することによる事業上の制約、リスクおよびメリット、親会社等やそのグループ
企業との取引関係や人的・資本的関係などの面から受ける経営・事業活動への影響等 
 

当社グループは、高収益体質の備わった企業集団を目指し、顧客に満足していただけるグループとして強固

な連携を維持し、経営の効率化をはかり、業績の向上に努め、一段と発展させていきたいと考えております。 

親会社等の関係にある株式会社神明およびそのグループ会社とは緊密な協力関係を構築し、神明グループの

経営方針に沿って、当社独自の経営方針に基づき運営されております。両グループの経営資源を最大限に活用

することにより、当社グループの企業価値を高め連結経営に貢献することを目指して事業運営を行っておりま

す。 

 

3．親会社等の企業グループに属することによる事業上の制約、親会社等やそのグループ企業との取引関係や人的･

資本的関係などの面から受ける経営・事業活動への影響等がある中における、親会社等からの一定の独立性の確

保に関する考え方およびそのための施策 
 

当社の取締役のうち親会社等の兼任取締役は１名と半数にいたる状況ではなく、その就任は当社からの要請

に基づくものであることから、独自の経営判断が行える状況にあると考えております。当社より販路拡大を目

的とした営業力強化の一環として親会社等のグループより出向者２名を当社から要請し、販売力強化を目指し

ております。 

 

4．親会社等からの一定の独立性の確保の状況（理由を含む） 
 

当社は親会社等の企業グループと緊密な協力関係を保ちながら事業展開する方針でありますが、親会社等の

企業グループとの事業の棲分けがなされており、親会社等兼任取締役の就任状況や出向者の状況は、独自の経

営判断を妨げるほどのものではなく、一定の独立性が確保されていると認識しております。 
 

③ 親会社等との取引に関する事項 
 
当期（平成17年4月1日～平成18年3月31日）                           （単位：百万円） 

関係内容 

属性 
会社等

の名称 
住所 

資本金又

は出資金 
事業の内容

議決権等

の所有 役員の

兼務等

事実上

の関係

取引の内容 取引金額 科目 期末残高

製品の販売 544 売掛金 65 
その他の 

関係会社 
㈱神明 

神戸市

中央区 
589 

米穀の仕入

販売一般食

料品の卸売

44.4% 
役員 

1名 

営業上

の取引
材料の仕入他 36 

買掛金

未払金

5 

0 
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3.経営成績および財政状態 
（a）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、長い調整過程から脱し、企業業績改善を背景に民間設備投資が好調で、

雇用環境の改善に支えられ、個人消費の回復に加え、輸出の拡大などから、原油高の影響はあったものの内需が力

強く、景気は着実に回復に向かいつつあります。 

このような環境のもと、当製粉業界では、個人消費は回復の兆しが見え始めたものの食品は依然として不透明で、

小麦粉需要は横ばいで推移しました。平成１８年２月に原料小麦の価格改定が実施されましたが懸案の内外価格差

縮小には程遠く、小麦粉調製品、小麦粉二次加工品の輸入増勢が続き、ユーザーの低価格指向の影響もあり販売競

争が一層熾烈化するなど、製粉業界を取り巻く環境は引き続き厳しいものとなりました。 
こうしたなか、当社グループは体質強化に尽力し、合理化、効率化を強力に推進し、販売については、当社グル

ープの製品特性を活かした販路拡大体制を築くなど、業績の向上に懸命に努力いたしました結果、主力製粉は小麦

粉の販売数量、売上高とも順調に増加いたしました。 

当連結会計年度における売上高は８５億４千６百万円(前期比１億４千４百万円増、１.７％増)となりました。売

上総利益は１６億４千１百万円（前期比２千１百万円減、１.３％減）となり、経常利益は３億２千万円(前期比１

千５百万円減、４.７％減)、税金等調整前当期純利益は２億６千万円(前期比６千５百万円減、２０.１％減)、当期

純利益は１億４千５百万円（前期比２千９百万円減、1６.８％減）となりました。 
 

② 事業の種類別セグメントの状況 

（製粉事業） 

当社グループの主要業務である小麦粉需要は低迷に加え、小麦粉二次加工品の輸入増で市場が縮小し、厳しい状

況下で推移しましたが、当社は上級粉を中心に付加価値の高い製品の拡販、とりわけプレミックス粉および家庭用

小麦粉の販路拡大をはかりました結果、販売数量、売上高ともに増加いたしました。売上高は５２億２千７百万円

（前期比１億８千４百万円増、増減率３.７％増）営業利益４億５千６百万円（前期比５百万円減、増減率１.２％

減）となりました。 

（食品事業） 

主力の乾麺は、昨夏のシーズン中には真夏日が続く好天に恵まれましたが、厳しい価格設定と品揃えに経費が嵩

み、採算面では伸び悩みました。売上高は２９億２千万円（前期比９千万円減、増減率３.０％減）営業利益３千１

百万円（前期比３千６百万円減、増減率５４.２％減）となりました。 

（畜産事業） 

米国産牛ＢＳＥ発生による輸入停止措置が続くなか、品質本位の黒毛和牛の高級肉供給に努めました結果、和牛

枝肉市況の好転と出荷成牛の増加により販売数量、売上高とも増加いたしました。 

売上高は３億５千１百万円（前期比５千３百万円増、増減率１８.０％増）営業利益１千８百万円（前期比１千４

百万円増、増減率３２６.９％増）となりました。 

（その他の事業） 

拡販に努めましたが、販売競争が激しく横ばいとなりました。 

売上高は４千６百万円（前期比２百万円減、増減率４.７％減）営業利益５百万円（前期比１百万円減、増減率１

６.３％減）となりました。 
 

③ 次期の業績見通し 

今後の見通しにつきましては、輸出と民間設備投資は堅調を続けているほか、個人消費も堅調に推移し、景気は

上昇過程にありますが、原油の高騰を始め原材料価格の持続的上昇の影響が心配され、グループ全般の収益環境は

楽観できない状況にあります。 

このような環境のなか、当社グループ主力の製粉事業は、内外価格差の改善が進まず、円高の持続で小麦粉調製

品や小麦粉二次加工品の輸入増勢が見込まれ、小麦粉の販売競争は一段と激しさを増し、厳しい営業展開を強いら

れるものと予想されます。当社グループは体力消耗に繋がる価格競争を避け、引き続き付加価値の高い特徴ある製

品創造に専念いたし一般家庭向けの市場拡大を目指しております。 
 

次期の業績見通しは次のとおりであります。 

1．連結業績見通し 

売上高    8,600百万円（平成18年3月期比  0.6％増） 

経常利益    320百万円（平成18年3月期比  0.2％減） 

当期純利益   160百万円（平成18年3月期比 10.3％増） 
 
2．単独業績見通し 

売上高    7,500百万円（平成18年3月期比  1.2％増） 

経常利益    277百万円（平成18年3月期比  0.0％増） 

当期純利益   154百万円（平成18年3月期比  6.5％増） 
 
上記の業績見通しにつきましては、現時点で入手可能な情報に基づき当社グループで合理的であると判断したも

のであります。見通しにつきましては多様な不確定要因が含まれており、実際の業績はこれら見通しと異なる場合

がありますのでご承知おき下さい。 
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（b）財政状態 

① キャッシュ・フローの状況 
 
1．当連結会計年度のキャッシュ・フロー概要説明 

当連結会計年度のキャッシュ・フローについては、営業活動により３億８千４百万円増加いたしました。投

資活動により４億７千７百万円減少し、財務活動により４千６百万円増加となりました。この結果、現金及び

現金同等物は４千６百万円減少し、同期末残高は４億１千６百万円となりました。 
 
2．各活動別の説明および前年同期比 

①（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度と比べて１億５千８百万円減少しました。主な要因

は、前連結会計年度と比べて売上債権の増減により１億１千１百万円減少、税金等調整前当期純利益６千５百

万円減少、棚卸資産の増減により６千４百万円減少、その他流動負債の減少額６千４百万円減少したためであ

ります。 
 
②（投資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・フローは、前連結会計年度と比べて５億２千９百万円増加しました。 

主な要因は前連結会計年度と比べて有形固定資産の支出が４億８千１百万円減少したためであります。 
 
③（財務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・フローは、前連結会計年度と比べて４億７千８百万円の減少となりました。 
 
3．キャッシュ・フロー指標 

当社グループのキャッシュ・フロー指標の推移は次のとおりであります。 
 

 平成16年3月 平成17年3月 平成18年3月 

自己資本比率 29.1％ 28.0％ 28.6％ 

時価ベースの自己資本比率 30.3％ 33.9％ 38.3％ 

債務償還年数 16.7年 8.3年 12.1年 

インタレスト・カバレッジ・レシオ 7.3倍 17.8倍 12.7倍 
 
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 

※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。 

※キャッシュ・フローは営業キャッシュ・フローにより計算しております。 
 

② 資産、負債、資本の状況 

総資産は、前連結会計年度に比べ流動資産８千万円増加および設備投資により固定資産が２億９百万円増加した

ことにより、８０億９千万円となりました。 

経常利益は前連結会計年度に比べ１千５百万円減少し３億２千万円となりました。このためＲＯＡ（総資本経常

利益率）は４.０％（前年同期４.５％）になり、ＲＯＥ（株主資本純利益率）は６.４％（前年同期８.２％）とな

りました。 

一方、当連結会計年度末の有利子負債残高は、前連結会計年度末に比べ１億５千万円増加し４６億６千３百万円

となりました。 

株主資本は前連結会計年度に比べ１億３千２百万円増加し、２３億１千７百万円となり、株主資本比率は２８.

６％（前年同期２８.０％）となりました。 
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4.連結財務諸表等 

（１）連結貸借対照表                                     （単位：千円） 

当連結会計年度 

(平成18年3月31日) 

前連結会計年度 

(平成17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）      

流動資産 3,007,886 37.2 2,927,376 37.5 80,509 

現金及び預金 416,494  463,116  △ 46,621 

受取手形及び売掛金 949,806  855,085  94,721 

棚卸資産 1,503,722  1,496,126  7,595 

繰延税金資産 37,096  31,377  5,719 

その他 108,900  100,826  8,074 

貸倒引当金 △  8,134  △ 19,155  11,020 

      

固定資産 5,082,390 62.8 4,872,886 62.5 209,503 

有形固定資産 4,193,130 51.8 4,133,814 53.0 59,316 

建物及び構築物 1,778,921  1,611,029  167,891 

機械装置及び運搬具 1,892,350  1,829,578  62,771 

工具器具及び備品 43,755  46,105  △  2,350 

土地 475,104  529,326  △ 54,221 

建設仮勘定 3,000  117,775  △ 114,775 

      

無形固定資産 2,176 0.0 2,746 0.0 △    570 

その他 2,176  2,746  △    570 

      

投資その他の資産 887,082 11.0 736,325 9.5 150,757 

投資有価証券 624,951  454,322  170,628 

長期貸付金 3,425  4,495  △  1,070 

繰延税金資産 3,271  7,574  △  4,303 

その他 265,570  283,643  △ 18,072 

貸倒引当金 △ 10,136  △ 13,710  3,574 

      

資産合計 8,090,276 100.0 7,800,263 100.0 290,013 

（注）記載金額は千円未満の端数を切り捨てて表示しております。 
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（単位：千円） 

当連結会計年度 

(平成18年3月31日) 

前連結会計年度 

(平成17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）      

流動負債 4,845,212 59.9 4,749,894 60.9 95,318 

支払手形及び買掛金 111,010  105,119  5,891 

短期借入金 4,279,290  4,129,810  149,480 

未払法人税等 68,056  51,089  16,967 

その他 386,855  463,876  △ 77,020 

      

固定負債 583,159 7.2 522,561 6.7 60,597 

長期借入金 384,250  383,540  710 

繰延税金負債 68,899  10,753  58,146 

退職給付引当金 64,216  69,489  △  5,273 

役員退職慰労引当金 65,793  58,778  7,014 

      

負債合計 5,428,372 67.1 5,272,455 67.6 155,916 

      

（少数株主持分）      

少数株主持分 344,881 4.3 343,075 4.4 1,806 

      

（資本の部）      

資本金 500,000 6.2 500,000 6.4 － 

資本剰余金 67,638 0.8 67,638 0.9 － 

利益剰余金 1,700,427 21.0 1,615,496 20.7 84,931 

その他有価証券評価差額金 171,958 2.1 73,403 0.9 98,554 

自己株式 △ 123,001 △ 1.5 △ 71,806 △  0.9 △ 51,195 

      

資本合計 2,317,022 28.6 2,184,731 28.0 132,290 

負債、少数株主持分及び資本合計 8,090,276 100.0 7,800,263 100.0 290,013 

（注）記載金額は千円未満の端数を切り捨てて表示しております。      
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（２）連結損益計算書                                     （単位：千円） 

当連結会計年度 

(平成17年4月1日～平成18年3月31日)

前連結会計年度 

(平成16年4月1日～平成17年3月31日) 

期別 

 

 

科目 金額 百分比 金額 百分比 

増減金額 

  ％  ％  

売上高 8,546,039 100.0 8,401,260 100.0 144,779 

売上原価 6,905,037 80.8 6,739,164 80.2 165,872 

売上総利益 1,641,002 19.2 1,662,096 19.8 △ 21,093 

販売費及び一般管理費 1,310,422 15.3 1,307,690 15.6 2,731 

営業利益 330,580 3.9 354,405 4.2 △ 23,825 

営業外収益      

受取利息 99  215  △    115 

受取配当金 5,347  4,247  1,099 

受取賃貸料 922  922  － 

受入助成金 13,926  2,192  11,733 

その他 12,655  10,723  1,931 

営業外収益合計 32,951 0.4 18,301 0.2 14,649 

営業外費用      

支払利息 30,291  30,789  △    497 

その他 12,699  5,697  7,001 

営業外費用合計 42,991 0.5 36,487 0.4 6,504 

経常利益 320,540 3.8 336,220 4.0 △ 15,680 

特別利益      

固定資産売却益 1,943  －  1,943 

貸倒引当金戻入額 11,020  4,647  6,372 

特別利益合計 12,963 0.1 4,647 0.1 8,315 

特別損失      

固定資産売却損 501  －  501 

固定資産除却損 18,639  14,737  3,901 

投資有価証券売却損 1,360  －  1,360 

出資金評価損 15,394  －  15,394 

減損損失 37,011  －  37,011 

特別損失合計 72,906 0.9 14,737 0.2 58,169 

税金等調整前当期純利益 260,596 3.0 326,130 3.9 △ 65,534 

法人税、住民税及び事業税 122,544 1.4 121,036 1.4 1,508 

法人税等調整額 △ 13,003 △ 0.2 9,335 0.1 △ 22,338 

少数株主利益 6,050 0.1 21,403 0.3 △ 15,353 

当期純利益 145,004 1.7 174,354 2.1 △ 29,350 

（注）記載金額は千円未満の端数を切り捨てて表示しております。 
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（３）連結剰余金計算書                                    （単位：千円） 

当連結会計年度 前連結会計年度 

(平成17年4月1日～平成18年3月31日) (平成16年4月1日～平成17年3月31日) 

期別 

 

 

科目 金額 金額 

増減金額 

    

資本剰余金の部    

資本剰余金期首残高 67,638 67,638 － 

資本剰余金期末残高 67,638 67,638 － 

    

    

利益剰余金の部    

利益剰余金期首残高 1,615,496 1,502,733 112,762 

利益剰余金増加高    

当期純利益 145,004 174,354 △ 29,350 

利益剰余金減少高    

配当金 48,582 49,102 △   519 

役員賞与 11,490 12,490 △  1,000 

利益剰余金期末残高 1,700,427 1,615,496 84,931 

(注) 記載金額は千円未満の端数を切り捨てて表示しております。 
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書                              （単位：千円） 

当連結会計年度 

(平成17年4月1日～平成18年3月31日)

前連結会計年度 

(平成16年4月1日～平成17年3月31日)

期別 

 

 

科目 金額 金額 

１.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 260,596 326,130 

減価償却費 278,170 264,360 

固定資産の減損損失 37,011 － 

賞与引当金の増加額 6,605 － 

貸倒引当金の増減額 △  14,594 △  4,647 

退職給付引当金増減額 △  5,273 △  24,488 

役員退職慰労引当金増減額 7,014 △  2,596 

受取利息及び受取配当金 △  5,446 △  4,462 

支払利息 30,291 30,789 

有形固定資産売却益 △  1,943 － 

有形固定資産除却損  18,639 14,737 

有形固定資産売却損 501 － 

投資有価証券売却損 1,360 － 

未払消費税等の増減額 14,181 △    75 

売上債権の増減額  △  94,721 16,689 

棚卸資産の増減額 △   7,595 57,004 

仕入債務の増減額 5,438 8,791 

その他営業関係債権債務増減額 △  21,787 80,466 

役員賞与の支払額 △  16,000 △  17,000 

その他 18,410 － 

小計 510,859 745,697 

利息及び配当金の受取額 5,446 4,462 

利息の支払額 △  30,279 △  30,524 

法人税等の支払額 △ 101,577 △ 176,726 

営業活動によるキャッシュ・フロー 384,448 542,909 

   

２.投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △ 495,912 △ 977,725 

有形固定資産の売却による収入 17,323 － 

投資有価証券の取得による支出 △   650 △  31,057 

投資有価証券の売却による収入 600 － 

貸付による支出 △    500 △  1,500 

貸付金の回収による収入 2,010 1,745 

その他 △   855 678 

投資活動によるキャッシュ・フロー △  477,983 △1,007,859 

   

３.財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の増減 580,000 580,000 

長期借入れによる収入 200,000 410,000 

長期借入金の返済による支出 △ 629,810 △ 389,670 

配当金の支払額 △  48,697 △  49,005 

少数株主への配当金支払額 △  3,384 △  3,384 

その他 △  51,195 △  22,069 

財務活動によるキャッシュ・フロー 46,913 525,870 

   

４.現金及び現金同等物の増減額 △  46,621 60,920 

５.現金及び現金同等物の期首残高 463,116 402,195 

６.現金及び現金同等物の期末残高 416,494 463,116 

（注）記載金額は千円未満の端数を切り捨てて表示しております。 
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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 

（イ）連結子会社の数………２社 

連結子会社は、兼三株式会社、カネス製麺株式会社であります。 

（ロ）主要な非連結子会社の名称等 

該当する会社はありません。 

 

２．持分法の適用に関する事項 

 持分法を適用していない関連会社一社は、連結純損益及び利益剰余金等に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体とし

ても重要性がないため、持分法の適用範囲から除外しております。 

 

３．連結子会社の決算日等に関する事項 

 連結子会社の決算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 

（イ）重要な資産の評価基準及び評価方法 

①有価証券 

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によっております。 

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

算定しております。 

時価のないもの………………………移動平均法による原価法によっております。 

②棚卸資産 

                      商品、製品、原材料及び貯蔵品……先入先出法による原価法によっております。 

製品のうち食肉用牛…………………個別法による原価法によっております。 

③デリバティブ……………………………時価法によっております。 

（ロ）重要な減価償却資産の減価償却の方法 

①有形固定資産               ……………………………主として定額法によっております。 

②無形固定資産               ……………………………ソフトウェアについては、社内の利用可能期間（５年）に基づく定額法 

を採用しております。 

（ハ）重要な引当金の計上基準 

①貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に備えるため、下記の基準により回収不能見込額を計上しております。 

一般債権                  ………………………………貸倒実績率によっております。 

貸倒懸念債権及び破産更生債権等…財務内容評価法によっております。 

②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額に基づき、当連

結会計年度において発生していると認められる額を簡便法により計上しております。 

③役員退職慰労引当金 

 役員の退任時に支出が予測される役員退職慰労金の支払に備えるため、内規に基づく連結会計年度末支払見

込額を計上しております。 

（ニ）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 

  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。 

（ホ）重要なヘッジ会計の方法 

①ヘッジ会計の方法 

原則として繰延ヘッジ処理によっております。 

なお、金利スワップについては、特例処理の要件を満たしている場合は特例処理によっております。 

②ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段…………金利スワップ 

ヘッジ対象…………借入金利息 

③ヘッジ方針 

社内管理規定に基づき、金利の市場変動によるリスクを回避するためにデリバティブ取引を利用しており、 

投機目的のものはありません。 

④ヘッジ有効性評価の方法 

ヘッジ手段及びヘッジ対象に関する重要な条件が同一であり、かつヘッジ開始時及びその後も継続してキャ 

ッシュ・フロー変動を完全に相殺するものと想定することができるため、ヘッジ有効性の判定は省略しており

ます。 

（ヘ）消費税等の会計処理 

消費税等の会計処理は税抜方式によっております。 
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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、全面時価評価法によっております。 

 

６．連結調整勘定の償却に関する事項 

該当事項はありません。 

 

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、手許現金、随時引き出し可能な預金を計

上しております。 

 

会計方針の変更 

（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37,011千円減少しており

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各資産の金額から直接控除しております。 

また、セグメント情報に与える影響については、当該箇所に記載しております。 
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連結財務諸表に関する注記事項 

（連結貸借対照表関係) 
 

        （単位：千円）

 (             当連結会計年度) (前連結会計年度) 

（１）有形固定資産の減価償却累計額 5,175,692  5,033,094  

（２）担保に供している資産    

    有形固定資産 2,896,826  2,870,985  

    投資有価証券 134,104  87,778  

 

（連結損益計算書関係） 
 

（１）販売費及び一般管理費のうち主要な項目及び金額 

        （単位：千円）

 (             当連結会計年度) (前連結会計年度) 

    発送配達費 454,440  450,128  

    役員報酬 112,384  112,189  

    給与手当 212,517  220,162  

    賞与 67,885  75,236  

 

（２）減損損失 

 当社グループは、事業資産については管理会計上の区分で、遊休資産については個別の物件単位でグルーピ

ングを行っております。 

 当連結会計年度において、以下の遊休資産につき、地価が大幅に下落しているため、帳簿価額を回収可能価

額まで減額し、当該減少額を減損損失（37,011千円）として特別損失に計上しております。 
（単位：千円） 

場所 用途 種類 減損損失 

岐阜県下呂市小川 遊休資産 土地 9,434 

姫路市広畑区西蒲田 遊休資産 土地 27,577 

＊場所別の減損損失の内訳 

・岐阜県下呂市小川   9,434千円（内、土地  9,434千円） 

・姫路市広畑区西蒲田 27,577千円（内、土地 27,577千円） 
 
 なお、回収可能価額は固定資産税評価額を基に評価した正味売却価額により測定しております。 

 

（連結ｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ計算書関係） 
 

（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 

        （単位：千円）

 (             当連結会計年度) (前連結会計年度) 

    現金及び預金 416,494  463,116  

    預入期間が３ヶ月を超える定期預金 －  －  

    現金及び現金同等物 416,494  463,116  

 

（２）重要な非資金取引の内容 

    該当事項はありません。 
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（リース取引関係） 

 

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 

(単位：千円) 

 (             当連結会計年度)  (前連結会計年度) 

 工具器具

及び備品

無形固定資産

その他 

 

合計 
工具器具 

及び備品 

 無形固定資産

その他 

 

合計 

取得価額相当額  13,902  44,573  58,476  13,902   44,573  58,476 

減価償却累計額相当額   7,208  20,682  27,890   4,137   11,767  15,905 

連結会計年度末残高相当額   6,694  23,890  30,585   9,765   32,805  42,571 
 

（注）取得価額相当額は、未経過リース料連結会計年度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 

 

(単位：千円) 

 (             当連結会計年度) (前連結会計年度) 

１年内 11,985 11,985 

１年超 18,599 30,585 

連結会計年度末残高相当額 30,585 42,571 
 

（注）未経過リース料連結会計年度末残高相当額は、未経過リース料連結会計年度末残高が 

有形固定資産の連結会計年度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。 

 

（３）支払リース料及び減価償却費相当額 

 

(単位：千円) 

 (             当連結会計年度) (前連結会計年度) 

支払リース料 11,985 11,017 

減価償却費相当額 11,985 11,017 

 

（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。 
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（税効果会計関係） 

（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）

 (             当連結会計年度) (前連結会計年度) 

繰延税金資産 

貸倒引当金繰入限度超過額 3,274 － 

棚卸資産未実現利益 6,638 8,157

未払事業税 5,462 3,843

退職給付引当金繰入限度超過額 25,985 28,126

ゴルフ会員権評価損 7,206 7,206

未払賞与限度超過額 23,831 21,248

一般株式評価損 8,373 8,373

役員退職慰労引当金 26,555 23,715

その他 6,352 4,678

繰延税金資産合計 113,681 105,350

 

繰延税金負債 

固定資産圧縮積立金 18,295 19,253

その他有価証券評価差額金 123,832 54,098

その他 85 3,799

繰延税金負債合計 142,213 77,152
 

繰延税金資産の純額 △  28,531 28,198

 
 

（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に重要な差異があるときの、当該差異の原因と 

なった主な項目別の内訳 
 

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）および当連結会計年度（自 平成17年4月1日 

至 平成18年3月31日）については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が法定実 

効税率の100分の5以下であるため、記載を省略しております。 

 

（退職給付関係） 

 

（１）採用している退職給付制度の概要 

当社グループは確定給付型の制度として、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。 
 

（２）退職給付債務に関する事項 

    （単位：千円）

  (             当連結会計年度) (前連結会計年度) 
① 退職給付債務 281,975  266,795  

② 年金資産 217,759  197,305  

③ 退職給付引当金（①－②） 64,216  69,489  
 

(注)当社グループは、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）退職給付費用に関する事項 

    （単位：千円）

  (             当連結会計年度) (前連結会計年度) 
① 勤務費用 21,353  5,516  

② 退職給付費用 21,353  5,516  
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5.セグメント情報 

（１）事業の種類別セグメント情報 

当連結会計年度（平成17年4月1日～平成18年3月31日）                                           （単位：千円） 

 製粉事業 食品事業 畜産事業
その他 
の事業 

合計 
消去又は
全社 

連結 

１．売上高及び営業損益        

売上高        

(1)外部顧客に対する 

売上高 
5,227,248 2,920,981 351,595 46,215 8,546,039 － 8,546,039

(2)セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
119,307 9,911 － 205 129,425 (129,425) － 

計 5,346,556 2,930,892 351,595 46,421 8,675,465 (129,425) 8,546,039

営業費用 4,890,173 2,899,721 332,816 41,141 8,163,853 51,606 8,215,459

営業利益 456,382 31,170 18,779 5,279 511,612 (181,031) 330,580

２．資産、減価償却費        

及び資本的支出        

資産 4,824,504 1,515,647 656,453 5,126 7,001,732 1,088,543 8,090,276

減価償却費 215,494 40,481 12,712 754 269,444 8,726 278,170

資本的支出 387,986 21,846 1,433 － 411,266 200 411,466

 
前連結会計年度（平成16年4月1日～平成17年3月31日）                                           （単位：千円） 

 製粉事業 食品事業 畜産事業
その他 
の事業 

合計 
消去又は
全社 

連結 

１．売上高及び営業損益        

売上高        

(1)外部顧客に対する 

売上高 
5,042,963 3,011,905 297,915 48,476 8,401,260 － 8,401,260

(2)セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
125,345 7,122 － 247 132,715 (132,715) － 

計 5,168,308 3,019,027 297,915 48,724 8,533,976 (132,715) 8,401,260

営業費用 4,706,522 2,950,935 293,515 42,418 7,993,391 53,462 8,046,854

営業利益 461,786 68,092 4,399 6,305 540,584 (186,178) 354,405

２．資産、減価償却費        

及び資本的支出        

資産 4,630,414 1,496,048 661,186 17,819 6,805,469 994,794 7,800,263

減価償却費 193,263 48,629 12,899 1,509 256,302 8,058 264,360

資本的支出 892,242 32,760 286 － 925,289 8,191 933,480

（注）１．事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 
２．各事業の主な製品等 
           製 粉 事 業   小麦粉、ふすま等の製造販売 
           食 品 事 業   素麺、冷麦、干しうどん等の製造販売 
           畜 産 事 業   肉牛の肥育及び販売 
           その他の事業  その他商品等の販売 

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の主たるものは、親会社本社の総務部門等 
管理部門に係る費用であります。 

当連結会計年度 193,216 千円 
前連結会計年度 186,620 千円 

４．資産のうち「消去又は全社」の項目に含めた全社資産は、親会社本社での余資運用資金（現金及び有価証券）、 
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。 

当連結会計年度 1,169,085 千円 
前連結会計年度 1,074,016 千円 

５．資産のうち「消去又は全社」の項目に含めた全社資産は、減損損失37,011千円を控除後の金額であります。 
 
（２）所在地別セグメント情報 

本邦以外の国又は地域に所在する支店及び連結子会社がないため記載しておりません。 
 
（３）海外売上高 

海外売上高がないため記載しておりません。 
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6.有価証券関係 

１．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）                                     （単位：千円） 

種類 取得原価 連結貸借対照表計上額 差額 

 株式 182,216 471,239 289,022 

連結貸借対照表計上額が 債券 － － － 

取得原価を超えるもの その他 31,935 48,395 16,460 

 小計 214,151 519,634 305,482 

 株式 0 0 0 

連結貸借対照表計上額が 債券 － － － 

取得原価を超えないもの その他 － － － 

 小計 0 0 0 

合計  214,151 519,634 305,482 

(2) 売却したその他有価証券（平成17年4月1日～平成18年3月31日） 

売却額 1,960 千円 
売却益の合計額 － 千円 
売却損の合計額 1,360 千円 

(3) 時価のない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額（平成18年3月31日現在) 

関連会社株式 
非上場株式（店頭売買株式を除く） 12,000 千円 
その他有価証券 
非上場株式（店頭売買株式を除く） 93,316 千円 

(4) その他有価証券のうち満期があるものの今後償還予定額（平成18年3月31日現在)                （単位：千円） 

種類 １年以内 １年超５年以内 ５年超10年以内 10年超 

債券 － － － － 

国債 － － － － 

社債 － － － － 

その他 － 48,395 － － 

合計 － 48,395 － － 
 

２．前連結会計年度 

(1) 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）                                     （単位：千円） 

種類 取得原価 連結貸借対照表計上額 差額 

 株式 182,216 311,866 129,649 

連結貸借対照表計上額が 債券 － － － 

取得原価を超えるもの その他 31,935 35,830 3,895 

 小計 214,151 347,696 133,544 

 株式 0 0 0 

連結貸借対照表計上額が 債券 － － － 

取得原価を超えないもの その他 － － － 

 小計 0 0 0 

合計  214,151 347,696 133,544 

(2) 売却したその他有価証券（平成16年4月1日～平成17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 

(3) 時価のない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額（平成17年3月31日現在） 
関連会社株式 
非上場株式（店頭売買株式を除く） 12,000 千円 
その他有価証券 
非上場株式（店頭売買株式を除く） 94,626 千円 

(4) その他有価証券のうち満期があるものの今後償還予定額（平成17年3月31日現在）                 （単位：千円） 

種類 １年以内 １年超５年以内 ５年超10年以内 10年超 

債券 － － － － 

国債 － － － － 

社債 － － － － 

その他 － 35,830 － － 

合計 － 35,830 － － 
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7.デリバティブ取引の契約額等､時価及び評価損益 

 

デリバティブ取引にはヘッジ会計を適用しておりますので、該当事項はありません。 

8. 関連当事者との取引 

 

該当事項はありません。 
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