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平成 18 年 ６ 月期   個別財務諸表の概要      平成18年８月18日 

上 場 会 社 名          雪印種苗株式会社              上場取引所 東 札 
コ ー ド 番 号             ２０５７                                本社所在都道府県 北海道 
（ＵＲＬ  http://www.snowseed.co.jp/index.html） 
代  表  者 役職名 代表取締役社長 氏名 掛村博之 
問合せ先責任者 役職名 経理部長    氏名 下田雄一   ＴＥＬ (011)891－5911 
決算取締役会開催日  平成 18 年８月 18 日           中間配当制度の有無            有 
配当支払開始予定日  平成 18 年９月 28 日            定時株主総会開催日 平成 18 年９月 27 日  
単元株制度採用の有無  有(１単元   1,000 株) 
 
１． 18 年６月期の業績(平成 17 年７月１日～平成 18 年６月 30 日) 
(1)経営成績                 （注）記載金額は百万円未満を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６月期 
17 年６月期 

40,501   0.6
40,250   4.1

413  △39.2
679   16.9

571  △25.7
768   23.5

 
 

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

自 己 資 本 

当期純利益率 
総 資 産 

経常利益率 
売 上 高

経常利益率

 百万円   ％ 円 銭 円 銭 ％ ％ ％

18 年６月期 
17 年６月期 

117  △69.7 
386   31.7 

4 85
14 77

―
―

0.5 
1.8 

1.8 
2.4 

1.4
1.9

(注) ①期中平均株式数 18 年６月期  24,167,854 株             17 年６月期  24,174,764 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、対前期増減率 
 
(2)財政状態 

 総 資 産      純 資 産 自己資本比率 １株当たり純資産

 百万円 百万円 ％ 円 銭

18 年６月期 
17 年６月期 

31,100 
31,374 

21,306 
21,441 

68.5 
68.3 

881 78
885 84

(注) ①期末発行済株式数   18 年６月期  24,163,249 株 17 年６月期  24,170,918 株 
    ②期末自己株式数     18 年６月期        36,751 株 17 年６月期    29,082 株 
 
２．19 年６月期の業績予想(平成 18 年７月１日～平成 19 年６月 30 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 
通   期 

20,540 
41,550 

60
740

10
390

(参考)１株当たり予想当期純利益(通期) 16 円 14 銭 
  
３．配当状況 
・現金配当 1 株当たり配当金（円） 

 第 1 四半期末 中間期末 第 3 四半期末 期末 その他 年間 
配当金総額 

（百万円） 
配当性向

（％） 
純資産 

配当率(％)

17 年６月期 ― ― ― 10.00 ― 10.00 241 67.7 1.1

18 年６月期 ― ― ― 10.00 ― 10.00 241 206.2 1.1

19 年６月期（予想） ― ― ― 10.00 ― 10.00    

 

 

 

 

 

※ 業績予想につきましては、発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際

の業績は今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。 

なお、上記予想に関する事項は、連結添付資料の９ページをご参照ください。 
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２ 【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６月30日） 

当事業年度 

（平成18年６月30日） 
対前年比 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比 
（％） 

増減 
（千円） 

（資産の部）     

Ⅰ 流動資産     

 １ 現金及び預金  2,367,776  2,257,335  △110,440

 ２ 受取手形  1,109,699  878,329  △231,369

 ３ 売掛金 ※２ 7,834,317  8,065,638  231,321

 ４ 有価証券  1,202,481  1,102,708  △99,772

 ５ 商品  1,952,799  2,050,695  97,896

 ６ 製品  480,642  474,533  △6,109

 ７ 原材料  656,636  702,931  46,295

 ８ 仕掛品  11,998  8,256  △3,741

 ９ 未成工事支出金  31,138  38,945  7,807

 10 貯蔵品  130,328  142,355  12,026

 11 前渡金  38,442  7,337  △31,104

 12 前払費用  85,781  90,245  4,463

 13 繰延税金資産  165,357  106,508  △58,848

 14 金銭の信託  1,200,852  1,501,069  300,216

 15 未収収益  4,498  3,956  △541

 16 未収入金  65,120  79,919  14,798

 17 その他  42,820  60,347  17,526

 18 貸倒引当金  △26,143  △38,483  △12,340

流動資産合計  17,354,549 55.3 17,532,630 56.4 178,081

Ⅱ 固定資産     

（1）有形固定資産 ※１        

  １ 建物  7,636,866  7,740,288   

減価償却累計額  4,327,629 3,309,236 4,542,583 3,197,704  △111,532

  ２ 構築物  1,300,783  
 

1,312,823   

減価償却累計額  969,012 331,770  1,008,771 304,052  △27,718

  ３ 機械及び装置  6,697,174   7,000,645   

減価償却累計額  5,162,011 1,535,163  5,460,822 1,539,822  4,659

  ４ 車輌運搬具  19,045   20,095   

減価償却累計額  17,786 1,259  18,406 1,689  430

  ５ 工具器具備品  2,047,148  2,085,548   

減価償却累計額  1,566,852 480,296  1,610,196 475,351  △4,944

  ６ 土地  3,863,262   △176,287

７ 建設仮勘定  ―

3,686,974 
28,896  28,896

有形固定資産合計  9,520,989 30.3 9,234,492 29.7 △286,497
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前事業年度 

（平成17年６月30日） 

当事業年度 

（平成18年６月30日） 
対前年比 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比 
（％） 

増減 
（千円） 

（2）無形固定資産    

  １ 借地権  17,098 17,098  ―

  ２ ソフトウェア  48,293 34,255  △14,038

  ３ 電話加入権  16,211 16,211  ―

  ４ 施設利用権  5,757 5,407  △350

無形固定資産合計  87,361 0.3 72,972 0.2 △14,388

（3）投資その他の資産    

  １ 投資有価証券  1,203,397 1,236,393  32,996

  ２ 関係会社株式  764,918 769,718  4,800

  ３ 出資金  19,672 15,102  △4,570

  ４ 長期貸付金  1,563 32,295  30,732

  ５ 関係会社長期貸付
金 

 2,043,762 1,729,897  △313,865

  ６ 破産債権、更生債
権、その他これら
に準ずる債権 

 122,019 118,798  △3,221

  ７ 長期前払費用  4,424 429  △3,995

  ８ 繰延税金資産  342,004 443,707  101,703

  ９ 敷金及び保証金  24,552 25,089  537

  10 その他  44,730 34,730  △10,000

  11 貸倒引当金  △159,042
 
 △145,976 

 
13,065

投資その他の資産合計  4,412,001 14.1 4,260,184 13.7 △151,816

  固定資産合計  14,020,352 44.7 13,567,649 43.6 △452,702

  資産合計  31,374,902 100.0 31,100,280 100.0 △274,621
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前事業年度 

（平成17年６月30日） 

当事業年度 

（平成18年６月30日） 
対前年比 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比 
（％） 

増減 
（千円） 

（負債の部）    

Ⅰ 流動負債    

 １ 支払手形  929,160 842,610  △86,549

 ２ 買掛金  3,476,817 3,458,255  △18,562

 ３ 短期借入金  1,215,000 1,215,000  ―

 ４ 未払金  1,412,128 1,258,557  △153,570

 ５ 未払消費税等  78,334 18,404  △59,930

 ６ 未払法人税等  181,748 270,234  88,486

 ７ 賞与引当金  205,887 170,173  △35,714

８ 工場閉鎖損失引当金  37,000 ―  △37,000

 ９ 未払費用  63,387 44,480  △18,907

 10 前受金  25,392 53,229  27,836

 11 預り金  90,958 104,218  13,260

12 固定資産取得支払手
形 

 63,181 117,373  54,192

 13 その他  4,761 ―  △4,761

  流動負債合計  7,783,756 24.8 7,552,537 24.3 △231,219

Ⅱ 固定負債    

 １ 退職給付引当金  2,022,618 2,098,588  75,970

 ２ 役員退職給与引当金  118,852 134,490  15,637

 ３ 長期預り金  8,001 7,901  △100

  固定負債合計  2,149,471 6.9 2,240,979 7.2 91,507

  負債合計  9,933,228 31.7 9,793,516 31.5 △139,711

（資本の部）    

Ⅰ 資本金 ※３ 4,643,347 14.8 ―  △4,643,347

Ⅱ 資本剰余金    

１ 資本準備金  4,714,263 ―   

資本剰余金合計  4,714,263 15.0 ― △4,714,263

Ⅲ 利益剰余金   

１ 利益準備金  383,100 ―  

 
 

２ 任意積立金    

（1）資産圧縮積立金  1,005,097 ―   

（2）圧縮特別勘定積立金  ― ―   

（3）別途積立金  10,000,000 ―  

３ 当期未処分利益  688,575 ―  

利益剰余金合計  12,076,773 38.5 ― 

 
 
△12,076,773

Ⅳ その他有価証券評価差額金 ※５ 18,157 0.0 ―  △18,157

Ⅴ 自己株式 ※４ △10,867 0.0 ―  10,867

資本合計  21,441,673 68.3 ―  △21,441,673

  負債及び資本合計  31,374,902 100.0 ―  △31,374,902
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前事業年度 

（平成17年６月30日） 

当事業年度 

（平成18年６月30日） 
対前年比 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比 
（％） 

増減 
（千円） 

（純資産の部）    

Ⅰ 株主資本 ※３   

１ 資本金  ― 4,643,347 14.9 4,643,347

２ 資本剰余金  ― 4,714,263  

(1)資本準備金   

資本剰余金合計  ― 4,714,263 4,714,263

３ 利益剰余金   

 
15.2 

(1)利益準備金  ― 383,100   

(2)その他剰余金    

資産圧縮積立金  ― 868,594   

別途積立金  ― 10,000,000  

繰越利益剰余金  ― 670,473  
 

利益剰余金合計  ― 11,922,167 38.3 11,922,167

４ 自己株式 ※４ ― △15,253  △15,237

株主資本合計  ― 21,264,523 68.4 21,264,523

Ⅱ 評価・換算差額等    

１その他有価証券評価差額金  ― 38,202 0.1 38,202

２ 繰延ヘッジ損益  ― 4,037 0.0 4,037

評価・換算差額等合計  ― 42,239 0.1 42,239

  純資産合計  ― 21,306,763 68.5 21,306,763

負債純資産合計  ― 31,100,280 100.0 31,100,280
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②【損益計算書】 
 

  
前事業年度 

（自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日） 

当事業年度 
（自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日） 

対前年比

区分 
注記 
番号 

金額（千円) 
百分比
（％）

金額（千円) 
百分比 
（％） 

増減 
（千円）

Ⅰ 売上高    

 １ 商品売上高  15,013,995 15,510,016   

 ２ 製品売上高  23,945,747 23,760,781   

 ３ 完成工事高  1,290,376 40,250,120 100.0 1,230,645 40,501,443 100.0 251,323

Ⅱ 売上原価    

 １ 商品・製品期首棚卸高  2,344,423 2,433,441   

 ２ 当期製品製造原価  18,317,068 18,299,286   

 ３ 当期商品仕入高  11,039,976 11,599,021   

 ４ 原料勘定受入高  1,951 816   

合計  31,703,419 32,332,566   

 ５ 商品・製品期末棚卸高  2,433,441 2,525,229   

 ６ 他勘定振替高 ※２ 283,096 263,195   

 ７ 完成工事原価  1,052,910 30,039,791 74.6 1,062,420 30,606,562 75.6 566,770

売上総利益  10,210,328 25.4 9,894,880 24.4 △315,447

Ⅲ 販売費及び一般管理費    

 １ 販売費 ※３ 7,664,699 7,578,811   

 ２ 一般管理費 
※３ 
※６ 

1,865,725 9,530,424 23.7 1,902,564 9,481,375 23.4 △49,048

営業利益  679,903 1.7 413,505 1.0 △266,398

Ⅳ 営業外収益    

 １ 受取利息 ※１ 27,922 28,193   

 ２ 有価証券利息  5,973 17,541   

 ３ 受取配当金  27,366 26,509   

 ４ 受取賃貸料 ※１ 55,857 62,974   

 ５ 為替差益  147 768   

 ６ 雑収入  39,466 156,735 0.4 58,712 194,698 0.5 37,963

Ⅴ 営業外費用    

 １ 支払利息  10,639 8,123   

 ２ 棚卸資産廃棄損  47,923 28,274   

 ３ 雑損失  9,310 67,873 0.2 326 36,724 0.1 △31,149

経常利益  768,764 1.9 571,479 1.4 △197,285

Ⅵ 特別利益    

 １ 固定資産売却益 ※４ ― 85   

 ２ 貸倒引当金戻入額  237,614 237,614 0.6 12,400 12,485 0.0 △225,128

Ⅶ 特別損失    

 １ 固定資産売却除却損 ※５ 310,118 10,367   

２ 工場閉鎖損失引当金繰入額  37,000 ―   

３ ゴルフ会員権除却損  500 ―   

４ 農薬処理種子廃棄損  ― 15,772   

 ５ 減損損失 ※７ ― 347,618 0.9 198,479 224,619 0.5 △122,998

税引前当期純利益  658,761 1.6 359,344 0.9 △299,416

法人税、住民税及び事業税  234,902 301,420   

法人税等調整額  36,888 271,790 0.6 △59,178 242,242 0.6 △29,548

当期純利益  386,970 1.0 117,102 0.3 △269,867

前期繰越利益  301,604 ―  △301,604

当期未処分利益  688,575 ―  △688,575
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③【利益処分案】 
 

  
前事業年度 

（平成17年９月27日）

区分 
注記
番号

金額（千円） 

Ⅰ 当期未処分利益  688,575

Ⅱ 任意積立金取崩額  

  資産圧縮積立金取崩額  73,328 73,328

合計  761,903

Ⅲ 利益処分額  

 １ 配当金  241,709

 ２ 役員賞与金  30,000 271,709

Ⅳ 次期繰越利益  490,194

（注） 資産圧縮積立金取崩額は租税特別措置法の規定に基づくものであります。 
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④【株主資本等変動計算書】 

当事業年度（自 平成17年７月１日 至 平成18年６月30日） 

(単位：千円) 

株     主     資     本 

資本剰余金 利益剰余金 

そ の 他 利 益 剰 余 金  
資本金 

資本準備金 
利 益
準 備 金 資産圧縮

積 立 金
別途積立金

繰 越 利 益 
剰 余 金 

っ自己株式 株主資本合計

平成17年６月30
日 残 高 

4,643,347 4,714,263 383,100 1,005,097 10,000,000 688,575 △10,867 21,423,515

事 業 年 度 中 の 
変 動 額 

   

剰余金の配当   △241,709 △241,709

役員賞与の支給   △30,000 △30,000

資産圧縮積立金
の 取 崩 

  △136,503 136,503 ―

当 期 純 利 益   117,102 117,102

自己株式の取得    △4,385 △4,385

株主資本以外の
項目の事業年度
中の変動額（純
額） 

   

事業年度中の変
動 額 合 計 

― ― ― △136,503 ― △18,102 △4,385 △158,991

平成18年６月30
日 残 高 

4,643,347 4,714,263 383,100 868,594 10,000,000 670,473 △15,253 21,264,523

 

 
 

評 価 ・ 換 算 差 額 等 

 その他有価証券
評 価 差 額 金 

繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計 
純 資 産 合 計 

平成17年６月30
日 残 高 

18,157 ― 18,157 21,441,673 

事業年度中の変
動 額 

  

剰余金の配当  △241,709 

役員賞与の支給  △30,000 

資産圧縮積立金
の 取 崩 

 ― 

当 期 純 利 益  117,102 

自己株式の取得  △4,385 

株主資本以外の
項目の事業年度
中の変動額（純
額） 

20,044 4,037 24,082 24,082 

事業年度中の変
動 額 合 計 

20,044 4,037 24,082 △134,909 

平成18年６月30
日 残 高 

38,202 4,037 42,239 21,306,763 
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重要な会計方針 
 

項目 
前事業年度 

（自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日） 

当事業年度 
（自 平成17年７月１日 

至 平成18年６月30日） 

１ 有価証券の評価基準およ

び評価方法 

（1）満期保有目的の債券…償却原価法

（2）子会社株式および関連会社株式 

…移動平均法による原価法 

（3）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 

（評価差額は全

て資本直入法に

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 

（1）満期保有目的の債券…同左 

（2）子会社株式および関連会社株式 

…同左 

（3）その他有価証券 

時価のあるもの…同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

時価のないもの…同左 

２ 棚卸資産の評価基準およ

び評価方法 

（1）商品 

種苗   ：上期、下期毎の総平

均法による原価法 

飼料   ：月別移動平均法によ

る原価法 

（1）商品 

種苗   ：同左 

 

飼料   ：同左 

 

 （2）製品 

飼料   ：月別移動平均法によ

る原価法 

微生物資材：上期、下期毎の総平

均法による原価法 

（2）製品 

飼料   ：同左 

 

微生物資材：同左 

 

 （3）原材料 

飼料   ：月別移動平均法によ

る原価法 

微生物資材：上期、下期毎の総平

均法による原価法 

（3）原材料 

飼料   ：同左 

 

微生物資材：同左 

 

 （4）仕掛品 

飼料   ：月別移動平均法によ

る原価法 

微生物資材：上期、下期毎の総平

均法による原価法 

（4）仕掛品 

飼料   ：同左 

 

微生物資材：同左 

 

 （5）未成工事支出金 

個別法による原価法 

（5）未成工事支出金 

同左 

 （6）貯蔵品 

造園資材・研究用動物：個別法に

よる原価

法 

その他の貯蔵品：上期、下期毎の

総平均法による

原価法 

（6）貯蔵品 

造園資材・研究用動物：同左 

 

 

その他貯蔵品：同左 
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項目 
前事業年度 

（自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日） 

当事業年度 
（自 平成17年７月１日 

至 平成18年６月30日） 

３ 固定資産の減価償却の方法 （1）有形固定資産 

定率法によっております。 

ただし、平成10年４月１日以後取

得した建物（建物附属設備を除

く）については定額法によってお

ります。 

なお、主な耐用年数は以下のとお

りであります。 

 建物       ２～47年 

 機械及び装置   ２～17年 

（1）有形固定資産 

同左 

 

 

 

 

 

 （2）無形固定資産 

定額法によっております。 

なお、自社利用のソフトウェアに

ついては、社内における利用可能

期間（５年）に基づく定額法によ

っております。 

（2）無形固定資産 

同左 

４ 引当金の計上基準 （1）貸倒引当金 

売上債権等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

に回収可能性を勘案し、回収不能

見込額を計上しております。 

（1）貸倒引当金 

同左 

 （2）賞与引当金 

従業員に対して支給する賞与の

支出に備えて、支給見込額のうち

当期負担額を計上しております。

（2）賞与引当金 

同左 

 

 （3）工場閉鎖損失引当金 

工場の閉鎖に伴う損失に備える

ため、閉鎖損失見込額を計上して

おります。なお、当期末につきま

しては、北上工場解体費用の見積

額を計上しております 

（4）退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、

当期末における退職給付債務お

よび年金資産の見込額に基づき、

当期末に発生していると認めら

れる額を計上しております。数理

計算上の差異は、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

をそれぞれ発生した事業計年度

より費用処理することとしてお

ります。 

 

 

 

 

 

 

（3）退職給付引当金 

同左 

 （5）役員退職給与引当金 

役員の退職金の支出に備えるた

め、内規に基づく額を計上してお

ります。 

（4）役員退職給与引当金 

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 
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項目 
前事業年度 

（自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日） 

当事業年度 
（自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日） 

６ ヘッジ会計の方法 （1）ヘッジ会計の方法 

為替予約…振当処理によってお

ります。なお、外貨建

予定取引については

繰延処理を行ってお

ります。 

（2）ヘッジの手段とヘッジ対象 

ヘッジの手段…為替予約取引 

ヘッジ対象…外貨建金銭債権債

務 

（3）ヘッジ方針 

主として当社内部規程に基づき、

原料輸入に係る為替変動リスク

をヘッジしております。 

（1）ヘッジ会計の方法 

為替予約…同左 

 

 

 

 

（2）ヘッジの手段とヘッジ対象 

ヘッジの手段…同左 

ヘッジ対象…同左 

 

（3）ヘッジ方針 

同左 

 （4）ヘッジ有効性評価の方法 

為替予約取引とヘッジ対象取引

との通貨単位、取引金額および決

済期日等の同一性について、社内

管理資料に基づき有効性評価を

行っております。 

（4）ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

７ その他財務諸表作成のため

の重要な事項 

消費税等に関する事項 

消費税および地方消費税の会計処理

は、税抜方式によっております。 

消費税等に関する事項 

同左 
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会計方針の変更 
 

前事業年度 
（自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日） 

当事業年度 
（自 平成17年７月１日 

至 平成18年６月30日） 

  

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

  

 

        

 

 

 

 

 

 

 

(固定資産の減損に係る会計基準) 

当事業年度から「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））および

｢固定資産の減損に係る会計基準の適用指針｣(企業会

計基準委員会 平成15年10月31日企業会計基準適用

指針第６号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198,479千円減少しております。 

なお、減損損失累計額については、当該各資産の金額

から直接控除しております。 

 

(役員賞与に関する会計基準) 

当事業年度から「役員賞与に関する会計基準」(企業

会計委員会 経成17年11月29日 企業会計基準第４

号）を適用しております。 

この会計基準の適用に伴う損益への影響はありませ

ん。 

 

(貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準) 

当事業年度から「貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準」（企業会計基準委員会 平成17年12月

９日 企業会計基準第５号）および「貸借対照表の純

資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企

業会計基準委員会 平成17年12月９日 企業会計基

準第８号）を適用しております。これによる損益に与

える影響はありません。なお、従来の「資本の部」の

合計に相当する金額は21,302,726千円であります。 

また、財務諸表規則の改正により、当事業年度の貸借

対照表の純資産の部については、改正後の財務諸表規

則により作成しております。 

 

 

表示方法の変更 
 

前事業年度 
（自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日） 

当事業年度 
（自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日） 

（貸借対照表） 

「金銭の信託」は前事業年度までは流動資産の「その

他」に含めて表示しておりましたが、当事業年度より

区分掲記しております。なお、前事業年度の「金銭の

信託」は600,612千円であります。 
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注記事項 

（貸借対照表関係） 
 

前事業年度 
（平成17年６月30日） 

当事業年度 
（平成18年６月30日） 

※１ このうち構築物については取得価額から国庫補助

金等の圧縮記帳額7,622千円を控除しております。

※１ このうち構築物については取得価額から国庫補助

金等の圧縮記帳額7,622千円を控除しております。

※２ 関係会社に対するものは下記のとおりであります。

 売掛金 217,128千円 
 

※２ 関係会社に対するものは下記のとおりであります。

 売掛金 346,764千円 
 

※３ 授権株式数および発行済株式総数 

 授権株式数    普通株式 72,000,000株 

 発行済株式総数  普通株式 24,200,000株 
 

※３ 授権株式数および発行済株式総数 

 授権株式数    普通株式 72,000,000株 

 発行済株式総数  普通株式 24,200,000株 
 

※４ 自己株式数 

当社が保有する自己株式の数は、普通株式29,082

株であります。 

※４ 自己株式数 

当社が保有する自己株式の数は、普通株式36,751 

株であります。 

※５ 配当制限 

商法施行規則第124条第３号に規定する純資産額は

18,157千円であります。 

 

６ 偶発債務 

（1）兼松㈱他との間に、飼料原料1,582,529千円の先

物買受契約を締結しております。 

（2）採種業者との間に種苗商品2,775千円の先物買受

契約を締結しております。 

（3）道東飼料株式会社の銀行借入に対する2,120,160

千円の債務保証および16,445千円の関税・消費税

納付保証を行っております。 

 ５ 偶発債務 

（1）兼松㈱他との間に、飼料原料1,548,222千円の先

物買受契約を締結しております。 

（2）道東飼料株式会社の銀行借入に対する1,906,320 

千円の債務保証および18,610千円の関税・消費税

納付保証を行っております。また、北海道農材工

業株式会社の銀行借入に対する287,000千円の債

務保証、岩廣牧場の銀行借入に対する49,990千円

の債務保証を行っております。 
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（損益計算書関係） 
 

前事業年度 
（自 平成16年７月１日 

至 平成17年６月30日） 

当事業年度 
（自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日） 

※１ 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれ

ております。 

受取利息 27,817千円 

受取賃借料 33,180千円 
 

※１ 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれ

ております。 

受取利息 28,028千円 

受取賃借料 33,660千円 
 

※２ 他勘定振替高の内訳は、下記のとおりであります。

未成工事支出金へ 4,248千円 

貯蔵品へ 119千円 

前渡金へ 12,101千円 

未収入金へ 4,689千円 

販売費及び一般管理費へ 124,002千円 

営業外費用へ 47,494千円 

原材料へ 90,440千円 
 

※２ 他勘定振替高の内訳は、下記のとおりであります。

未成工事支出金へ 5,381千円 

貯蔵品へ 13千円 

前渡金へ 12,972千円 

未収入金へ 4,747千円 

販売費及び一般管理費へ 150,127千円 

営業外費用へ 17,692千円 

原材料へ 72,262千円 
 

※３ 販売費及び一般管理費の主要な費目および金額は

下記のとおりであります。 

（1）販売費 

給料手当 1,706,146千円 

(うち従業員賞与 427,305千円)

(うち賞与引当金繰入額 120,674千円)

退職給付費用 117,765千円 

運送費 2,296,781千円 

広告宣伝費 181,079千円 

販売手数料 1,396,412千円 

配合飼料価格安定基金 
負担金 

307,071千円 

減価償却費 267,549千円 
 

※３ 販売費及び一般管理費の主要な費目および金額は

下記のとおりであります。 

（1）販売費 

給料手当 1,784,195千円 千円

(うち従業員賞与 444,186千円) 千円

(うち賞与引当金繰入額 101,392千円) 千円

退職給付費用 127,934千円 千円

運送費 2,219,163千円 千円

広告宣伝費 175,148千円 千円

販売手数料 1,385,643千円 千円

配合飼料価格安定基金 
負担金 

195,375千円 千円

減価償却費 261,741千円 千円
 

（2）一般管理費 

役員報酬 137,400千円 

給料手当 842,507千円 

(うち従業員賞与 205,519千円)

(うち賞与引当金繰入額 56,797千円)

役員退職給与引当金繰入額 39,296千円 

退職給付費用 52,673千円 

減価償却費 140,318千円 
 

（2）一般管理費 

役員報酬 135,600千円 千円

給料手当 876,771千円 千円

(うち従業員賞与 203,357千円) 千円

(うち賞与引当金繰入額 45,220千円) 千円

役員退職給与引当金繰入額 47,286千円 千円

退職給付費用 54,493千円 千円

減価償却費 133,849千円 千円
 
※４ 固定資産売却益の内訳は、下記のとおりでありま

す。 

 工具器具備品 85千円

計                         85千円
 

※４  
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前事業年度 
（自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日） 

当事業年度 
（自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日） 

  

※５ 固定資産売却除却損の内訳は、下記のとおりであり

ます。 

除却損 

 建物 76,963千円

 構築物 77,280千円

 機械及び装置 145,246千円

 工具器具備品 9,437千円

ソフトウェア  1,190千円

合計 310,118千円

                         

※５ 固定資産売却除却損の内訳は、下記のとおりであ

ります。 

売却損 

 土地 1,434千円

除却損 

 構築物 708千円

 機械及び装置               1,823千円

 工具器具備品 5,201千円

ソフトウェア 1,200千円

合計 10,367千円
 

※６ 研究開発費の総額 

一般管理費に含まれる 
研究開発費 

713,555千円 

 

※６ 研究開発費の総額 

一般管理費に含まれる 
研究開発費 

750,981千円

 
※７  

 

※７ 減損損失 

当事業年度において、当社は以下の資産について減損

損失を計上しております。 

場所 用途 種類 

北海道 
北広島市 遊休資産 土地 

当社は、事業用資産においてはセグメントごとの地域

別区分を基準に、遊休資産においては個々の物件ごと

に、グルーピングを行っております。 

地価が著しく下落したため、上記の遊休資産について

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(198,479千円）として特別損失に計上しており

ます。 

なお、当該資産の回収可能価額は正味売却価格を

使用し、不動産鑑定評価基準に基づいた合理的に

算定された価額にて評価しております。 

 

 

 

 

（株主資本等変動計算書関係） 

当事業年度（自 平成17年７月１日 至 平成18年６月30日） 

自己株式に関する事項 

（単位：株） 

株式の種類 
前事業年度末 

株式数 

当事業年度 

増加株式数 

当事業年度 

減少株式数 

当事業年度末 

株式数 

普通株式 29,082 7,669 ― 36,751 

（注）自己株式の増加株式数は単元未満株式の買取による取得であります。 
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（リース取引関係） 
 

前事業年度 
（自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日） 

当事業年度 
（自 平成17年７月１日 

至 平成18年６月30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

および期末残高相当額 

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

および期末残高相当額 

 
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 328,196 143,572 184,623

機械及び装置 ― ― ―

ソフトウェア 227,299 77,247 150,051

合計 555,495 220,820 334,674

  

 
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 285,310 152,463 132,847

機械及び装置 52,506 34,232 18,274

ソフトウェア 166,052 80,923 85,129

合計 503,869 267,619 236,250

  
２ 未経過リース料期末残高相当額 

１年内 106,658千円 

１年超 234,702千円 

合計 341,360千円 
 

２ 未経過リース料期末残高相当額 

１年内 97,674千円 

１年超 145,506千円 

合計 243,180千円 
 

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 109,290千円 

減価償却費相当額 103,506千円 

支払利息相当額 7,778千円 
 

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 113,154千円 

減価償却費相当額 106,849千円 

支払利息相当額 6,586千円 
 

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。 

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。 

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。 

 

 

（有価証券関係） 

前事業年度（自 平成16年７月１日 至 平成17年６月30日）における子会社株式お

よび関連会社株式で時価のあるものはありません。 

 

当事業年度（自 平成17年７月１日 至 平成18年６月30日）における子会社株式お

よ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 
（自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日） 

当事業年度 
（自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日） 

１ 繰延税金資産およ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（流動） 

賞与引当金損金算入限度超過額 83,178千円

未払事業税否認 12,727千円

北上工場建物有姿除却 30,871千円

工場閉鎖損失引当金 14,948千円

その他 23,632千円

繰延税金資産（流動）合計 165,357千円

 

繰延税金資産（固定） 
退職給付引当金 
損金算入限度超過額 782,525千円

役員退職給与引当金 
損金不算入額 48,016千円

貸倒引当金損金算入限度超過額 63,511千円

その他 91,861千円

繰延税金資産（固定）合計 985,915千円

繰延税金負債（固定） 

資産圧縮積立金 △631,602千円

その他 △12,308千円

繰延税金負債（固定）合計 △643,910千円

繰延税金資産（固定）の純額 342,004千円 

１ 繰延税金資産およ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（流動） 

賞与引当金損金算入限度超過額 68,081千円

未払事業税否認 26,594千円

その他 14,570千円

繰延税金資産（流動）合計 109,245千円

 

繰延税金負債（流動） 

繰延ヘッジ損益 2,736千円

繰延税金負債（流動）合計 2,736千円

繰延税金資産（流動）純額 106,508千円

 

繰延税金資産（固定） 
退職給付引当金 
損金算入限度超過額 847,829千円

役員退職給与引当金 
損金不算入額 54,333千円

貸倒引当金損金算入限度超過額 61,936千円

その他 94,281千円

繰延税金資産（固定）合計 1,058,382千円

繰延税金負債（固定） 

資産圧縮積立金 588,778千円

その他 25,895千円

繰延税金負債（固定）合計 614,674千円

繰延税金資産（固定）の純額 443,707千円 
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な項目別の内訳 

法定実効税率 40.4％

（調整）  

交際費等永久に損金に算入 
されない項目 4.4 

受取配当金等永久に益金に 
算入されない項目 △1.6 

住民税均等割等 4.0 

税率変更による期末繰延税金 
資産の減額修正 △0.7 

試験研究費の総額に係る 

法人税額の特別控除 

その他 

△5.2 

0.0 

税効果会計適用後の 
法人税等の負担率 41.3％ 

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な項目別の内訳 

法定実効税率 40.4％

（調整）  

交際費等永久に損金に算入 
されない項目 7.3 

受取配当金等永久に益金に 
算入されない項目 △2.8 

住民税均等割等 7.8 

試験研究費の総額に係る 
法人税額の特別控除 

△ 11.1 

 

将来減算一時差異のうち繰延税金 

資産の算定対象から除いたもの 

過年度分法人税等 

その他 

22.3 

4.7  

△1.2 

税効果会計適用後の 
法人税等の負担率 

 

67.4％
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（１株当たり情報） 
 

項目 
前事業年度 

（自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日） 

当事業年度 
（自 平成17年７月１日 

至 平成18年６月30日） 

１株当たり純資産額 885.84円 881.78円

１株当たり当期純利益 14.77円 4.85円

  なお、潜在株式調整後１株当り
当期純利益については潜在株式が
ないため記載しておりません。 

 なお、潜在株式調整後１株当り
当期純利益については潜在株式が
ないため記載しておりません。 
 
（追加情報） 
当事業年度から、改正後の「１株
当たり当期純利益に関する会計基
準」(企業会計基準委員会 終改
正平成18年１月31日 企業会計基
準第２号)および「１株当たり当期
純利益に関する会計基準の適用指
針」（企業会計基準委員会 終改
正平成18年１月31日 企業会計基
準適用指針第４号）を適用してお
ります。 
これによる影響は軽微でありま
す。 
 

（注）１株当たり当期純利益の算定上の基礎 
 

 
前事業年度 

（自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日） 

当事業年度 
（自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日） 

損益計算書上の当期純利益（千円） 386,970 117,102

普通株主に帰属しない金額（千円） 30,000 ―

（うち利益処分による役員賞与金（千円））   （30,000） （―）

普通株式に係る当期純利益（千円） 356,970 117,102

普通株式の期中平均株式数（株） 24,174,764 24,167,854

 

（重要な後発事象） 
 

前連結会計年度（自 平成16年７月１日 至 平成17年６月30日） 

該当事項はありません。 

 

当連結会計年度（自 平成17年７月１日 至 平成18年６月30日） 

該当事項はありません。 
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役員の異動 

 

１．新任取締役候補 

  取 締 役 久保
く ぼ

  孝
たかし

   （現 東京営業本部東日本支店長） 

  取 締 役 西谷
にしや

 紹
つぐ

明
あき

 （現 雪印乳業株式会社取締役） 

 （注）西谷 紹明は、社外取締役候補であります。 

 

２．新任監査役候補 

   監査役（非常勤） 久保
く ぼ

 清 之
きよゆき

 （現 雪印乳業株式会社専務取締役） 

（注）久保 清之は、社外監査役候補であります。 

 

３．退任予定取締役 

  専務取締役 長尾
ながお

  漱
そう

   （道東飼料株式会社代表取締役社長就任予定） 

  

４．退任予定監査役 

  監査役（非常勤） 平 松
ひらまつ

 直
なお

典
のり

 （現 日本ポート産業株式会社代表取締役専務） 

（注）平松 直典は、社外監査役であります。 

 

５．役員の役職の異動 

  専務取締役 岡 村
おかむら

 一
かず

範
のり

 （現 常務取締役） 

 

６．異動予定日 

  平成18年９月27日 

 

 


