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平成 18 年 6 月 14 日 

各  位 
会 社 名 ユタカフーズ株式会社 
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 牟田 勝彦 

（コード番号：2806 東証第二部） 
問合せ先 常務取締役総務部長 影山  晃 
電話番号 ０５６９－７２－１２３１ 

 

（訂正）平成 18 年３月期決算短信（非連結）の一部訂正について 

 
 平成 18 年５月 15 日に発表いたしました「平成 18 年３月期決算短信（非連結）」につきまして、
一部誤りがありましたので、下記のとおり訂正いたします。なお、訂正箇所は下線を付しており
ます。 

 

記 

４．財務諸表等(2)損益計算書(10 ページ) 

【訂正前】 

  
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 
(％) 

Ⅱ 売上原価 ※1・2       
３ 当期商品仕入高  2,921,136   3,055,600   
４ 当期製品製造原価  16,252,792   17,850,578   

 

【訂正後】 

  
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 
(％) 

Ⅱ 売上原価 ※1・2       
３ 当期商品仕入高  2,921,136   2,559,101   
４ 当期製品製造原価  16,252,792   18,347,076   
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製造原価報告書(11 ページ) 

【訂正前】 

  
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 原材料費  12,072,110 74.3 13,348,274 74.8 
Ⅱ 労務費  1,680,364 10.3 1,639,438 9.2 
Ⅲ 経費 ※２ 2,499,860 15.4 2,859,223 16.0 

当期総製造費用  16,252,336 100.0 17,846,936 100.0 
期首仕掛品たな卸高  20,169  19,713  

合計  16,272,505  17,866,649  
期末仕掛品たな卸高  19,713  16,071  
当期製品製造原価  16,252,792  17,850,578  

 

【訂正後】 

  
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 原材料費  12,072,110 74.3 13,844,772 75.5 
Ⅱ 労務費  1,680,364 10.3 1,639,438 8.9 
Ⅲ 経費 ※２ 2,499,860 15.4 2,859,223 15.6 

当期総製造費用  16,252,336 100.0 18,343,434 100.0 
期首仕掛品たな卸高  20,169  19,713  

合計  16,272,505  18,363,148  
期末仕掛品たな卸高  19,713  16,071  
当期製品製造原価  16,252,792  18,347,076  
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重要な会計方針(16 ページ) 

【訂正前】 

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) 

４ 引当金の計上基準 
  

(3) 退職給付引当金 
従業員の退職給付に備えるた

め、当事業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（10年）による定額法
により費用処理しております。 
数理計算上の差異については、

各事業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（10年）による定額法によ
り按分した額をそれぞれ発生の翌
事業年度より費用処理しておりま
す。 
（追加情報） 
当社は、確定給付企業年金法の

施行に伴い、厚生年金基金の代行
部分について、平成16年５月１日
に過去分返上の認可を受けており
ます。 
当事業年度における損益に与え

ている影響額は、特別利益として
393,008千円計上しております。 

(3) 退職給付引当金 
同左 

 

【訂正後】 

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) 

４ 引当金の計上基準 
  

(3) 退職給付引当金 
従業員の退職給付に備えるた

め、当事業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（10年）による定額法
により費用処理しております。 
数理計算上の差異については、

各事業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（10年）による定額法によ
り按分した額をそれぞれ発生の翌
事業年度より費用処理しておりま
す。 
（追加情報） 
当社は、確定給付企業年金法の

施行に伴い、厚生年金基金の代行
部分について、平成16年５月１日
に過去分返上の認可を受けており
ます。 
当事業年度における損益に与え

ている影響額は、特別利益として
393,008千円計上しております。 

(3) 退職給付引当金 
従業員の退職給付に備えるた

め、当事業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（10年）による定額法
により費用処理しております。 
数理計算上の差異については、

各事業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（10年）による定額法によ
り按分した額をそれぞれ発生の翌
事業年度より費用処理しておりま
す。 
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注記事項(19 ページ) 

【訂正前】 

(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 関係会社に係る注記 

   区分掲記されたもの以外で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。 

  売掛金 1,682,394千円

  株主に対する短期債権 1,800,000 
  その他の流動資産 21,163 

  買掛金 894,776 
  未払費用 32,949 

 

※１ 関係会社に係る注記 

   区分掲記されたもの以外で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。 

  売掛金 1,598,601千円

  関係会社短期貸付金 2,400,000 
  その他の流動資産 7,357 

  買掛金 836,652 
  未払費用 38,088 

 
 

【訂正後】 

(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 関係会社に係る注記 
   区分掲記されたもの以外で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。 

  売掛金 1,682,394千円
  株主に対する短期債権 1,800,000 
  その他の流動資産 21,163 

  買掛金 894,776 
  未払費用 32,949 

 

※１ 関係会社に係る注記 
   区分掲記されたもの以外で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。 

  売掛金 1,598,601千円
  その他の流動資産 7,357 
  買掛金 836,652 

  未払費用 38,088 
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注記事項(23 ページ) 
【訂正前】 
(有価証券関係) 
当事業年度 
３ 時価評価されていない有価証券(平成 18 年３月 31 日) 
(2)その他有価証券 

内容 貸借対照表計上額(千円) 

 非上場株式(店頭売買株式を除く) 135,363 

合計 135,363 

 

【訂正後】 
(有価証券関係) 
当事業年度 
３ 時価評価されていない有価証券(平成 18 年３月 31 日) 
(2)その他有価証券 

内容 貸借対照表計上額(千円) 

 非上場株式 135,363 

合計 135,363 
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注記事項(25 ページ) 

【訂正前】 

(退職給付関係) 
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 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、厚生年金基金制
度、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。 

    当社は、厚生年金基金の代行部分について、平成16
年５月１日に過去分返上の認可を受けております。 

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、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 
退職給付債務の額 △1,049,618千円

年金資産の額 219,609 

未積立退職給付債務 △830,008 
未認識数理計算上の差異 167,013 

貸借対照表計上額純額 △662,995 

退職給付引当金の額 △662,995 

   

２ 退職給付債務に関する事項 
退職給付債務の額 △1,010,724千円

年金資産の額 295,570 

未積立退職給付債務 △715,153 
未認識数理計算上の差異 67,194 

貸借対照表計上額純額 △647,959 

前払年金費用 △293 

退職給付引当金の額 △648,252 
 

 

【訂正後】 

(退職給付関係) 
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 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、厚生年金基金制

度、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。 

    当社は、厚生年金基金の代行部分について、平成16

年５月１日に過去分返上の認可を受けております。 

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、規約型企業年金

制度、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 
退職給付債務の額 △1,049,618千円
年金資産の額 219,609 

未積立退職給付債務 △830,008 
未認識数理計算上の差異 167,013 

貸借対照表計上額純額 △662,995 

退職給付引当金の額 △662,995 

   

２ 退職給付債務に関する事項 
退職給付債務の額 △1,010,724千円
年金資産の額 295,864 

未積立退職給付債務 △714,859 
未認識数理計算上の差異 175,672 
未認識過去勤務債務 △108,771 

貸借対照表計上額純額 △647,959 

前払年金費用 293 

退職給付引当金の額 △648,252 
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関連当事者との取引(28 ページ) 
【訂正前】 
当事業年度(自 平成 17 年４月１日 至 平成 18 年３月 31 日) 
(1) 親会社及び法人主要株主等 

関係内容 
属性 

会社等 
の名称 

住所 
資本金 
(千円) 

事業の内容 
議決権等の 
被所有割合 

(％) 
役員の兼任等 

(名) 
事業上の関係 

18,969,524 
即席食品等 
の製造販売 

直接 40.3 
間接  0.0 兼任１ 

同社の製品を 
受託製造 

取引内容 
取引金額 
(千円) 科目 

期末残高 
(千円) 

製品の販売 18,038,571 売掛金 1,585,467 

原料等の購入 9,516,499 買掛金 836,652 

販売経費他 147,632 未払費用 37,925 
営業取引 

その他 9,056 その他の 
流動資産 

387 

資金運用 600,000 
株主に対す
る短期債権 2,400,000 

その他の 
関係会社 

東洋水産 
㈱ 

東京都 
港区 

営業取引以外の取引 
受取利息 9,864 その他の 

流動資産 
998 

(注) １ 取引条件及び取引条件の決定方針等 
(1) 製品の価格については、総原価を勘案して当社希望価格を提示し、毎期価格交渉の上、一般的取
引条件と同様に決定しております。 

(2) 原料等の購入については、東洋水産㈱が仕入先と価格交渉した価格により購入しておりますが、
取引条件的に劣ることはありません。 

２ 取引金額には消費税等は含まれませんが、期末残高には消費税等が含まれております。 
 
【訂正後】 
当事業年度(自 平成 17 年４月１日 至 平成 18 年３月 31 日) 
(1) 親会社及び法人主要株主等 

関係内容 
属性 

会社等 
の名称 住所 

資本金 
(千円) 事業の内容 

議決権等の 
被所有割合 

(％) 
役員の兼任等 

(名) 
事業上の関係 

18,969,524 
即席食品等 
の製造販売 

直接 40.3 
間接  0.0 兼任１ 

同社の製品を 
受託製造 

取引内容 
取引金額 
(千円) 科目 

期末残高 
(千円) 

製品の販売 18,038,571 売掛金 1,585,467 

原料等の購入 9,516,499 買掛金 836,652 

販売経費他 147,632 未払費用 37,925 
営業取引 

その他 9,056 その他の 
流動資産 

387 

資金運用 600,000 
関係会社短
期貸付金 2,400,000 

その他の 
関係会社 

東洋水産 
㈱ 

東京都 
港区 

営業取引以外の取引 
受取利息 9,864 その他の 

流動資産 
998 

(注) １ 取引条件及び取引条件の決定方針等 
(1) 製品の価格については、総原価を勘案して当社希望価格を提示し、毎期価格交渉の上、一般的取
引条件と同様に決定しております。 

(2) 原料等の購入については、東洋水産㈱が仕入先と価格交渉した価格により購入しておりますが、
取引条件的に劣ることはありません。 

２ 取引金額には消費税等は含まれませんが、期末残高には消費税等が含まれております。 

以  上  


