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１．18年６月期の連結業績（平成17年７月１日～平成18年６月30日） 

(1) 連結経営成績                                  （百万円未満は切捨表示） 

 売  上  高 営 業 利 益 経 常 利 益 

 

18年６月期 

17年６月期 

百万円   ％

13,326  （   6.3）

12,530  （   9.5）

百万円   ％

313  （△65.8）

917  （ 216.4）

百万円   ％

338  （△63.8）

935  （ 197.0）

 

 
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

 

18年６月期 

17年６月期 

百万円   ％ 

163  （△62.2） 

432  （ 118.0） 

円 銭

29 14 

75 73 

円 銭

－ － 

－ － 

％ 

3.5  

9.9  

％ 

4.3  

12.1  

％

2.5 

7.5 

(注) 1．持分法投資損益     18年６月期   －百万円  17年６月期   －百万円 

   2．期中平均株式数（連結） 18年６月期  5,616,402株  17年６月期  5,616,935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、対前期増減率 
 

(2) 連結財政状態 

 総 資 産 純 資 産 自己資本比率 1株 当 た り 純 資 産

 

18年６月期 

17年６月期 

百万円 

7,620    

8,008    

百万円

4,671   

4,576   

％ 

61.3  

57.1  

円  銭

831  84 

813  40 

（注） 期末発行済株式数（連結） 18年６月期 5,616,135株  17年６月期 5,616,935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

 

18年６月期 

17年６月期 

百万円 

308    

1,120    

百万円

△495   

△237   

百万円 

△207    

△243    

百万円

587   

981   

 

(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 ７社  持分法適用非連結子会社数  －社  持分法適用関連会社数   －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６月期の連結業績予想（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 
 

中 間 期 

通 期 

百万円

7,134   

13,460   

百万円

387   

600   

百万円

209   

324   

(参考) 1株当たり予想当期純利益（通期）   57円71銭 

 
 ※ 上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき算定しており、今後の経済状況等の変化に

より、実際の業績は予想値と異なる結果となる場合があります。



－  － 2

１．企業集団の状況 

 当社グループ（当社及び連結子会社）は、当社及び連結子会社７社により構成されており、一般消費者に、日常の

生活に必要な鶏肉を提供することを主たる業務としております。 

 この円滑な遂行のため、当社グループでは、安全性が高く、消費者のニーズに適合した鶏肉を安定的、継続的に供

給する観点に立ち、飼料製造から種鶏飼育、雛生産、ブロイラー飼育、鶏肉加工、鶏肉加工食品製造及び外食まで、

グループ内での一貫した事業運営体制により、鶏肉製造販売、加工食品製造販売、外食の各事業を行うインテグレー

ションを構築しております。 

(1）鶏肉事業 

 当社グループの食品に対する安全、安心にこだわった健康な鶏を飼育するという基本的な考え方を実践できる直

営の農場で飼育したブロイラーによる鶏肉を製造販売しております。 

(2）加工食品事業 

 鶏肉事業の補完的役割を担う事業として、鶏肉が季節要因等で販売しづらいものを加工製造し販売しております。 

(3)外食事業 

 日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社のフランチャイズ店舗及び薩摩しゃも等を使用した郷土料理店を

経営しております。 

(4)その他の事業 

 鹿児島に産出する「ゼオライト原石」を原料としたゼオライト製品、｢シラス土壌｣を原料としたシラスバルーン

の製造販売及びケンタッキー・フライド・チキン店舗向けの有機減農薬野菜の販売を行っております。 

 

 なお、事業系統図については、次のとおりであります。 

鶏肉販売 

外食売上

得 
 

意 
 

先 

株
式
会
社 

ア
ク
シ
ー
ズ
（
当
社
）

株 式 会 社 

アクシーズフーズ 

錦江湾飼料 

株 式 会 社 

株 式 会 社
ア ク シ ー ズ
ケ ミ カ ル

加工食品販売

事務管理委託

飼育業務委託

鶏

肉

加

工

食

品

外

食

飼育管理委託

鶏舎等賃貸

株式会社 アイエムポートリー 

有限会社 南九州畜産 

有限会社 求名ファーム 
有 限 会 社 
城山サービス 

販売業務委託

ゼオライト製品販売 
シラスバルーン販売 

飼 料 原 料
代行仕入販売

飼 料 販 売

そ

の

他

有機減農薬野菜販売

肥料販売
株 式 会 社
ア ク シ ー ズ
ケ ミ カ ル

肥料販売 
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２．経営方針 

(1）経営の基本方針 

当社グループの経営方針は、次のとおりであります。 

我々が日頃口にする、日常の生活に必要な食品を取り扱う企業である。 

当社グループの製品は、 

一．安心して食べられ、健康に良いものであること。 

一．鮮度が良く、美味しいものであること。 

一．お客様に満足いただける価値をもっていること。 

一．低価格で提供できること。 

一．整然とした清潔な工場で造られていること。 

 

以上の経営方針のもと、当社グループは良質な鶏肉の安価かつ継続安定的な供給を通して社会へ貢献していくた

めに、グループ内での一貫した事業運営体制により、科学的実験及び研究による技術の追求、飼育環境コントロー

ルの開発及びその実施、当社独自の設備への投資等、事業運営基盤を更に強化し、家内工業的な畜産業から近代産

業としての食品業への進化を目指しております。 

 

(2）利益配分に関する基本方針 

当社は、経営基盤の拡充・強化を図るべく積極的な設備投資により市場競争力の維持強化に努めるとともに、株

主の皆様に対する安定的な利益還元を経営の 重要施策として位置付けており、業績に裏付けされた適正な成果の

配分を行うことを基本方針としております。 

なお、内部留保資金については、今後予想される業界他社との競争激化に対処し、今まで以上に生産基盤の強化

を行うための生産設備への投資やお客様からより一層の信頼を得るための環境保全ならびに製品品質向上対策への

投資資産と考えております。 

 

(3）投資単位の引下げに関する考え方及び方針等 

当社は、株式の流動性を高め、また株主数増加を資本政策の重要な課題と認識しております。現在の投資金額を

勘案し、投資家の皆様に投資しやすい環境を整備するため１単元の株式数の見直し等を視野にいれながら、慎重に

検討して参ります。 

 

(4）目標とする経営指標 

当社グループ全体の自己資本比率（当連結会計年度末現在61.3％）の向上は、経営の健全性維持と規模拡大に際

しての安定的な資金の調達に向けて、これまで同様着実に実行すべき課題と認識しております。 

 

(5）中長期的な経営戦略及び対処すべき課題 

今後の当社グループ（当社及び連結子会社）の中長期的な経営戦略及び対処すべき課題は、①製造、販売量の安

定的拡大、②人材の確保及び育成が挙げられます。 

 

① 当社グループの業界シェア向上のためには、生産基盤である肥育農場の新設または拡充は欠かせない要件であ

り、このためにも現有施設の設備改善に加え新規農場の計画的取得が課題と考えております。なお、農場の新

設に際しましては当社グループの特色である事業の一貫体制維持の観点から、飼料工場を中心としたエリアで

の展開と考えております。 

 

② 上記の規模拡大を遂行するなかで、当社グループといたしましては、人材の確保及び育成が不可欠といえます。

そこで、今後も中途、新卒者ともに新規募集を強化する予定であり、また、採用後における教育体制の充実を

図ることが必要であると考えております。 
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(6）親会社との取引に関する事項 

該当事項はありません。 

 

(7）内部管理体制の整備・運用状況 

有価証券上場規程第８条の３及び適時開示規則第10条第３項に規定されるコーポレート・ガバナンスに関する報

告書の「内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況」において記載しました事項と重複しますの

で省略いたします。 

 

(8）その他、会社の経営上の重要な事項 

該当事項はありません。 

 

 

３．経営成績及び財政状況 

(1）経営成績 

①業績 

 当連結会計年度のわが国経済は、企業収益の拡大による設備投資の増加や、雇用情勢の改善による家計所得の

好転に伴い、個人消費が増加するなど、景気は緩やかな回復基調となりました。しかし、原油価格の高騰や金利

上昇など、依然として先行き不透明な状況もあります。 

 このような中で、鶏肉業界におきましては、食鳥処理羽数は近年増加傾向が続いており、国内鶏肉相場は史上

低水準近くまで下落いたしました。 

 このような状況下で、当社グループの業績は、国内鶏肉相場は軟調ながらも、鶏肉の販売数量が増加したこと

と外食店舗の増店により、売上高は13,326百万円と前連結会計年度に比べ795百万円（＋6.3％）の増収となりま

した。 

 また、肥育農場及び製造工場での生産性向上に向けた設備の改修や外食店舗の新規出店等、積極的に設備投資

を行ったことから、経常利益は338百万円と前連結会計年度に比べ596百万円（△63.8％）の減益となりました。 

 なお、当期純利益は、減損損失を特別損失に70百万円計上したことにより、163百万円と前連結会計年度に比べ

269百万円（△62.2％）の減益になりました。 

 事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりであります。 

 

イ．鶏肉 

鶏肉セグメントにおける売上高は、上述要因等により10,424百万円と前連結会計年度に比べ368百万円（＋

3.7％）の増収、営業利益は517百万円と前連結会計年度に比べ537百万円（△51.0％）の減益となりました。 

ロ．加工食品 

加工食品セグメントにおける売上高は、一部製品の販売数量が減少し、仕入販売製品が増加したこと等によ

り、1,333百万円と前連結会計年度に比べ８百万円（△0.6％）の減収となり、営業利益は66百万円と前連結会

計年度に比べ32百万円（△33.2％）の減益となりました。 

ハ．外食 

外食セグメントにおける売上高は、既存店ベースが好調であったことに加え、新規出店（10店舗）が寄与し、

1,965百万円と前連結会計年度に比べ470百万円（＋31.5％）の増収となったものの、新規出店費用等の影響に

より営業利益は3百万円と前連結会計年度に比べ34百万円（△89.9％）の減益となりました。 

ニ．その他 

その他セグメントにおける売上高は、140百万円と前連結会計年度に比べ13百万円（△9.0％）の減収となり、

営業利益は42百万円と前連結会計年度に比べ、0.5％の増益となりました。 
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(2）財政状況 

①キャッシュ・フローの状況 

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、前連結会計年度に比

べ393百万円減少し、587百万円となりました。 

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） 

営業活動による資金収支は、308百万円の資金増加（前連結会計年度1,120百万円資金増加）となりました。こ

れは主に、税金等調整前当期純利益275百万円、減価償却費344百万円、減損損失70百万円、棚卸資産の減少100

百万円等による増加と、法人税等の支払額407百万円、売上債権の増加44百万円、未払金の減少30百万円等によ

る減少によるものです。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動に使用した資金は、495百万円の資金減少（前連結会計年度237百万円）となりました。これは、主に

外食店舗新規出店等の有形固定資産の取得による支出331百万円に加え、貸付けによる支出150百万円等によるも

のであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動による資金収支は、207百万円の資金減少（前連結会計年度243百万円資金減少）となりました。これ

は、新規農場建設等に備えた長期借入れによる収入200百万円あったものの、長期借入金の約定返済336百万円に

加え、配当金の支払70百万円によるものであります。 

 

②キャッシュ・フロー指標等のトレンド 

 平成16年６月期 平成17年６月期 平成18年６月期 

自己資本比率（％） 56.8 57.1 61.3 

時価ベースの自己資本比率（％） 50.1 51.2 69.9 

債務償還年数（年） －  1.2  3.9 

インタレスト・カバレッジ・レシオ － 55.0 16.5 

（注）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 

１．各指標は、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。 

２．株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。 

３．営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使

用しております。有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての

負債を対象としております。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額

を使用しております。 

４．平成16年６月期については、営業活動によるキャッシュ・フローがマイナスのため、債務償還年数及び

インタレスト・カバレッジ・レシオの表示はしておりません。 
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(3）次期の見通し 

当社グループにおきましては、今後の安定的な経営基盤の確保のため、更なる生産性向上を目指し、積極的な設

備の改修に力を注いでおります。 

特に、肥育農場をはじめとする生産設備の改修や新規農場建設は、次期以降の確実な成長を睨んでおります。 

この生産設備の改修は当社独自の得意とする鶏舎環境制御システムに磨きをかけるものであります。 

これにより、生産コストを大きく低減し、どのような環境においても、優位に利益を計上できる、企業体質にな

ることを確信し、大きく設備投資しております。 

さらに、販売につきましても、当社製品であります薩摩ハーブ悠然どりの安全性・鮮度等の高い品質をアピール

し、鶏肉セグメントの強化を目指してまいります。 

また、外食セグメントにつきましては、当連結会計年度で新規出店を10店舗完了しており、当該店舗の体制強化

を図ってまいります。 

以上の結果、次期の業績といたしましては、連結売上高13,460百万円（前連結会計年度比＋1.0％）、連結経常利

益600百万円（同＋77.2％）、連結当期純利益324百万円（同＋98.0％）を見込んでおります。 

 

４．事業等のリスク 

 決算短信に記載した経営成績及び財政状態に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある

事項には、以下のようなものがあります。なお、下記における将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において

判断したものであります。 

 

(1）種鶏の調達について 

 種鶏は、英国の育種会社で改良された複数種を採用しており、商社系販売会社等を通じ調達をおこなっており

ます。これらの鶏種は、世界約60％のシェアを持つ主流銘柄であるとともに、2.8kg程度で出荷されることが多い

わが国においては、１kg後半で出荷されることを想定して改良された米国育種と比較し、優位性があることが、

当社の採用理由であります。当社は、複数鶏種を調達し、種鶏自体の能力の不具合等に備えたリスク回避策を講

じておりますが、種鶏の確保が困難となる等不測の事態が生じた場合は、鶏肉の製造に重大な影響を及ぼす可能

性があります。 

 

(2）市況変動の影響について 

① 飼料原料および鶏肉の市況変動 

 当社グループは、鶏肉を主力製品として製造、販売しております。鶏肉は、特にもも肉を中心に市況変動が大

きく、また、クリスマス向け商品や鍋物等冬場の需要増加による価格上昇に見られる固有の季節要因が存在して

おります。また、当社が輸入する飼料用とうもろこし市況と鶏肉市況の間には、これまで一定の連動性は認めら

れるものの、タイムラグをともなっており、これらの動向によっては当社の業績にも影響を及ぼす可能性があり

ます。 

② 為替変動 

 当社の飼料原料輸入取引にかかる決済方法は、自社輸入と商社輸入で異なります。自社輸入については、船積

み後の送金決済としているため、為替変動リスクが存在しております。商社輸入については、通関日後の一定期

間後の決済としているため、為替変動リスクが存在しております。決済期間は比較的短期間であることから、こ

れまで決済条件が大幅に悪化した事例はありませんが、予期せぬ大幅な為替変動による不測の事態が生じた際に

は、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

(3）主要な販売先について 

 当社グループの総販売実績に対し、内部売上を除き、10％を超える販売先は「５．生産、受注及び販売の状況 

③ 販売実績」に記載のとおりであります。特に日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社と株式会社ニチ

レイフレッシュに対する販売が全体の売上高の約50％を占めていることから、同社の経営戦略の影響が当社の業

績に影響を及ぼす可能性があります。 
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(4）競合について 

① 輸入品等との競合について 

 輸入鶏肉に代表される冷凍鶏肉と冷蔵鶏肉を比較すると、冷凍することによりその細胞膜が破壊され、解凍す

る際にドリップとして肉汁が逃げ出しやすいため、肉質が硬くなり旨みがなくなると同時に鮮度も悪くなります

が、鮮度の良い冷蔵鶏肉は、細胞膜内に肉汁を保ち、柔らかさや旨みを保つことができる特徴があります。 

 当社の冷蔵鶏肉は、製造後、翌日には店頭に並ぶとともに、輸送中の品温管理の徹底により、当社製品の品質

面の優位性はあると判断されますが、景気動向に伴い、品質面にこだわらず、価格面からのみ鶏肉を購入する価

格重視の消費動向によっては、当社製品の販売動向に影響を受ける可能性があります。 

 

② 国産品との競合 

 国内において多くの鶏肉生産業者が存在しております。当社は卸売業者や小売業者と連携強化をはかることに

加え、広告宣伝等も含めた営業力を強化し、無投薬で飼育したブロイラーによる当社製品の販売拡大に努めてお

りますが、品質面および価格面における競争上の優位性が確保されない場合には、当社の業績に影響を及ぼす可

能性があります。 

 また、他の食品メーカーに対しては、鶏肉生産メーカーの利点を生かし、当日製造した新鮮な鶏肉を使用した

手作りチルド商品等の商品開発をおこなっておりますが、それによって差別化がはかれるとは限りません。 
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(5）食品の安全性の確保および関係法令ついて 

 当社は、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律に基づく「食鳥処理業」として、鶏肉およびその関

連製品の製造、販売をおこなっております。食鳥処理業は食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律をは

じめとして、衛生上、食品衛生法等各種法令により規制を受けております。また、当社連結子会社である株式会

社アクシーズフーズは食品衛生法に基づく「飲食業」として飲食店の経営をおこなっております。 

 主な関係法令は次のとおりであります。 

 

関係法令名 許認可等交付者 当社グループの該当業務 法令の概要 

食品衛生法 都道府県知事 
鶏肉、鶏肉加工食品製造
外食店舗営業 

飲食に起因する衛生上の危害の発生防
止および公衆衛生の向上、増進をはか
る見地から食品の規格、添加物、衛生
管理、営業許可等が定められておりま
す。 

食鳥処理の事業の規制及
び食鳥検査に関する法律 

都道府県知事 食鳥加工 

食鳥処理の事業について、衛生上の見
地から必要な規制をおこなうととも
に、食鳥検査の制度を設けることによ
り、食鶏肉等に起因する衛生上の危害
の発生を防止し、公衆衛生の向上およ
び増進をはかる見地から、営業許可、
衛生管理の基準、食鳥の検査等が定め
られております。 

薬事法 都道府県知事 薬品の販売 

医薬品、医薬部外品等の品質、有効性
および安全性の確保のために必要な規
制をおこなうとともに、医療上特にそ
の必要性が高い、医薬品および医療用
具の研究開発の促進のために必要な措
置を講ずることにより、保健衛生の向
上をはかる見地から、営業の許可制度
等が定められております。 

毒物及び劇物取締法 都道府県知事 毒物および劇物の販売 

毒物および劇物について、保健衛生上
の必要な取締をおこなう見地から、営
業の登録制度等が定められておりま
す。 

関税定率法 税関長 
飼料原料のとうもろこし
およびこうりゃんの輸入 

関税の税率、関税を課する場合におけ
る課税標準および関税の減免その他関
税制度について定められております。

 

 また、当社の社内の検査体制は、「食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律」に定める検査補助員に

より、食鳥加工時に、疾病および放血、脱毛、中抜き工程（内臓等の摘出）における不良品の摘出をおこなって

おります。さらに、同法に基づき、日々搬入される生鳥に対し、県もしくは政令指定都市の検査機関から農場毎

に生鳥検査および内臓・鶏肉等の検査を受けておりますが、当社においても自主的に社内検査を実施しておりま

す。 

 

 食品産業にとって製造過程における安全の確保は社会的責務と認識しております。当社は、飼育過程において

は、基本的に無投薬でおこなってきたこともあり、肥育農場や鶏肉加工工場の安全管理を徹底してまいりました。 

 さらに流通過程においても品温管理等安全管理を徹底しておりますが、万が一、食中毒等不測の事態が生じた

際には、企業の信用や業績に大きな影響を及ぼす可能性があります。 
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４．連結財務諸表等 

(1）連結貸借対照表 

  
前連結会計年度 

（平成17年６月30日） 

当連結会計年度 

（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  1,245,066 840,076  

２．受取手形及び売掛金  973,416 1,018,233  

３．棚卸資産  931,598 831,259  

４．繰延税金資産  35,788 13,832  

５．その他  62,224 276,658  

貸倒引当金  △608 △1,756  

流動資産合計  3,247,485 40.6 2,978,304 39.1 △269,180

Ⅱ 固定資産    

１．有形固定資産    

(1）建物及び構築物 ※2,3 2,243,369 2,352,740   

減価償却累計額  △1,623,596 619,772 △1,709,091 643,649  

(2）機械装置及び運搬具 ※２ 588,025 600,524   

減価償却累計額  △469,029 118,995 △499,038 101,485  

(3）工具器具備品 ※2,3 2,118,013 2,224,404   

減価償却累計額  △1,569,132 548,880 △1,738,799 485,605  

(4）土地 ※２ 2,781,841 2,728,495  

(5）建設仮勘定  64,747 9,328  

有形固定資産合計  4,134,237 51.6 3,968,564 52.1 △165,673

２．無形固定資産  55,807 0.7 40,231 0.5 △15,575

３．投資その他の資産    

(1）投資有価証券  263,962 292,969  

(2）繰延税金資産  116,342 142,530  

(3）その他 ※１ 190,593 197,540  

投資その他の資産合計  570,898 7.1 633,041 8.3 62,142

固定資産合計  4,760,943 59.4 4,641,837 60.9 △119,106

資産合計  8,008,428 100.0 7,620,141 100.0 △388,286
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前連結会計年度 

（平成17年６月30日） 

当連結会計年度 

（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．買掛金  355,319 379,325  

２．一年内返済予定長期借入

金 
※２ 302,500 292,500  

３．未払金  1,036,173 884,216  

４．未払法人税等  260,653 37,871  

５．繰延税金負債  120 695  

６．その他  64,768 70,317  

流動負債合計  2,019,534 25.2 1,664,926 21.9 △354,608

Ⅱ 固定負債    

１．社債  499,800 499,800  

２．長期借入金 ※２ 535,625 409,375  

３．退職給付引当金  286,307 276,033  

４．役員退職慰労引当金  88,640 96,360  

５．その他  2,400 1,894  

固定負債合計  1,412,772 17.7 1,283,463 16.8 △129,308

負債合計  3,432,307 42.9 2,948,389 38.7 △483,917

（資本の部）    

Ⅰ 資本金 ※４ 452,370 5.6 － － △452,370

Ⅱ 資本剰余金  428,340 5.3 － － △428,340

Ⅲ 利益剰余金  3,635,701 45.4 － － △3,635,701

Ⅳ その他有価証券評価差額金  60,077 0.8 － － △60,077

Ⅴ 自己株式 ※５ △367 △0.0 － － 367

資本合計  4,576,121 57.1 － － △4,576,121

負債、少数株主持分及び資

本合計 
 8,008,428 100.0 － － △8,008,428
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前連結会計年度 

（平成17年６月30日） 

当連結会計年度 

（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    

１．資本金  － 452,370  

２．資本剰余金  － 428,340  

３．利益剰余金  － 3,721,838  

４．自己株式  － △1,034  

株主資本合計  － － 4,601,513 60.4 4,601,513

Ⅱ 評価・換算差額等    

その他有価証券評価差額金  － 70,238  

評価・換算差額等合計  － － 70,238 0.9 70,238

純資産合計  － － 4,671,751 61.3 4,671,751

負債純資産合計  － － 7,620,141 100.0 7,620,141
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(2）連結損益計算書 

  
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） 

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） 

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  12,530,995 100.0 13,326,074 100.0 795,078

Ⅱ 売上原価 ※２ 8,384,078 66.9 9,435,649 70.8 1,051,571

売上総利益  4,146,917 33.1 3,890,424 29.2 △256,492

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※1,2 3,229,010 25.8 3,576,581 26.8 347,570

営業利益  917,906 7.3 313,843 2.4 △604,063

Ⅳ 営業外収益    

１．受取利息  113 425   

２．受取配当金  3,746 3,929   

３．匿名組合投資収益  10,410 13,002   

４．補助金収入  3,672 6,899   

５．受取社宅使用料  6,975 8,840   

６．その他  14,991 39,910 0.3 12,159 45,257 0.3 5,347

Ⅴ 営業外費用    

１．支払利息  21,000 18,977   

２．その他  1,811 22,811 0.1 1,497 20,475 0.2 △2,336

経常利益  935,005 7.5 338,625 2.5 △596,379

Ⅵ 特別利益    

１．固定資産売却益 ※３ 214 －   

２．賃貸契約解約収入  7,619 －   

３．受取保険金  57,964 12,813   

４．圧縮特別勘定取崩差額  1,644 67,442 0.5 － 12,813 0.1 △54,629
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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） 

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） 

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）

Ⅶ 特別損失    

１．固定資産除却損 ※４ 13,068 5,023   

２．固定資産売却損 ※５ 198 －   

３．減損損失 ※６ － 70,631   

４．災害損失  26,909 －   

５．役員退職慰労金  231,679 271,855 2.2 － 75,655 0.5 △196,200

税金等調整前当期純利

益 
 730,592 5.8 275,784 2.1 △454,808

法人税、住民税及び事

業税 
 305,082 122,742   

法人税等調整額  △7,179 297,903 2.3 △10,607 112,135 0.9 △185,767

当期純利益  432,689 3.5 163,648 1.2 △269,040
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(3）連結剰余金計算書及び連結株主資本等変動計算書 

連結剰余金計算書 

  
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） 

区分 
注記
番号

金額（千円） 

（資本剰余金の部）    

Ⅰ 資本剰余金期首残高   428,340 

Ⅱ 資本剰余金期末残高   428,340 

    

（利益剰余金の部）    

Ⅰ 利益剰余金期首残高   3,273,223 

Ⅱ 利益剰余金増加高    

１．当期純利益  432,689 432,689 

Ⅲ 利益剰余金減少高    

１．配当金  70,211  

２．取締役賞与  －  

３．監査役賞与  － 70,211 

Ⅳ 利益剰余金期末残高   3,635,701 

    

 

連結株主資本等変動計算書 

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） 

株 主 資 本 
評価・ 

換算差額等
 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 
その他有価証券
評価差額金

純資産合計

平成17年６月30日残高（千円） 452,370 428,340 3,635,701 △367 4,516,043 60,077 4,576,121

連結会計年度中の変動額   

剰余金の配当  △70,211 △70,211 △70,211

利益処分による役員賞与  △7,300 △7,300 △7,300

当期純利益  163,648 163,648 163,648

自己株式の取得  △667 △667 △667

株主資本以外の項目の連結 
会計年度中の変動額(純額) 

  10,160 10,160

連結会計年度中の変動額合計 － － 86,137 △667 85,470 10,160 95,630

平成18年６月30日残高（千円） 452,370 428,340 3,721,838 △1,034 4,601,513 70,238 4,671,751
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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７月１日
至 平成17年６月30日）

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）

対前年比 

区分 
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 
増減 

（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  730,592 275,784  

 減価償却費  337,063 344,675  

 減損損失  － 70,631  

 貸倒引当金の増減額（減少：△）  100 1,145  

 退職給付引当金の増減額（減少：△）  △15,370 △10,273  

 役員退職慰労引当金の増減額（減少：△）  △58,558 7,720  

 受取利息及び受取配当金  △3,860 △4,355  

 その他営業外収益  △33,403 △38,381  

 支払利息  21,000 18,977  

 その他営業外費用  1,811 1,877  

 有形固定資産除売却損益（益：△）  12,972 5,023  

 賃貸契約解約収入  △7,619 －  

 受取保険金  △57,964 △12,813  

 圧縮特別勘定取崩差額  △1,644 －  

 災害損失  26,909 －  

 売上債権の増減額（増加：△）  △47,771 △44,817  

 棚卸資産の増減額（増加：△）  △180,590 100,339  

 前払費用の増減額（増加：△）  9,251 △440  

 その他流動資産の増減額（増加：△）  88,629 △10,039  

 その他固定資産の増減額（増加：△）  87 △26  

 仕入債務の増減額（減少：△）  21,954 24,006  

 未払金の増減額（減少：△）  178,673 △30,893  

 その他流動負債の増減額（減少：△）  14,523 3,330  

 役員賞与の支払額  － △7,300  

 小計  1,036,787 694,170 △342,616 

 利息及び配当金の受取額  3,872 4,380  

 利息の支払額  △20,354 △18,732  

 賃貸料の受取額  6,469 8,335  

 その他の営業活動収入  75,170 29,351  

 その他の営業活動支出  △28,720 △1,877  

 法人税等の還付額  134,915 －  

 法人税等の支払額  △88,124 △407,230  

 営業活動によるキャッシュ・フロー  1,120,014 308,397 △811,617 
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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）

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）

対前年比 

区分 
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 
増減 

（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  △263,800 △263,800  

 定期預金の払戻による収入  108,800 274,800  

 有価証券の売却による収入  114,942 －  

 有形固定資産の取得による支出  △214,121 △331,883  

 有形固定資産の売却による収入  504 －  

 投資有価証券の取得による支出  △12,424 △12,032  

 貸付けによる支出  △10,000 △150,600  

 貸付金の回収による収入  300 10,575  

 その他の投資活動支出  △720 △30,753  

 その他の投資活動収入  39,044 8,606  

 投資活動によるキャッシュ・フロー  △237,473 △495,086 △257,613 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー     

 長期借入れによる収入  － 200,000  

 長期借入金の返済による支出  △302,500 △336,250  

 社債の発行による収入  499,800 －  

 社債の償還による支出  △370,000 －  

 自己株式の取得による支出  － △667  

 配当金の支払額  △70,724 △70,383  

 財務活動によるキャッシュ・フロー  △243,424 △207,300 36,123 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額（減少：△）  639,117 △393,989 △1,033,106 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  342,148 981,266 639,117 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高  981,266 587,276 △393,989 
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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 

項目 
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） 

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） 

１．連結の範囲に関する事項 (1）連結子会社の数 ７社 

連結子会社名 

 ㈱アクシーズフーズ 

 ㈱アクシーズケミカル 

 錦江湾飼料㈱ 

 ㈱アイエムポートリー 

 ㈲城山サービス 

 ㈲南九州畜産 

 ㈲求名ファーム 

(1）連結子会社の数 ７社 

連結子会社名 

 ㈱アクシーズフーズ 

 ㈱アクシーズケミカル 

 錦江湾飼料㈱ 

 ㈱アイエムポートリー 

 ㈲城山サービス 

 ㈲南九州畜産 

 ㈲求名ファーム 

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（㈲

南九州バイオマス）は、当期純損益（持

分に見合う額）及び利益剰余金（持分に

見合う額）等からみて、持分法の対象か

ら除いても連結財務諸表に及ぼす影響が

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い

ております。 

同左 

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項 

 連結子会社の事業年度は、連結会計年

度と同一であります。 

同左 

４．会計処理基準に関する事

項 

  

イ 有価証券 イ 有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

 決算期末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

り算定しております） 

その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

ロ 棚卸資産 ロ 棚卸資産 

製品・原材料・仕掛品 

主として売価還元法による低価法

製品・原材料・仕掛品 

同左 

(1）重要な資産の評価基準

及び評価方法 

貯蔵品 

終仕入原価法 

貯蔵品 

同左 
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項目 
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） 

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） 

イ 有形固定資産 イ 有形固定資産 (2）重要な減価償却資産の

減価償却の方法  定率法（但し、平成10年４月１日以

降に取得した建物（附属設備を除く)

については定額法）を採用しておりま

す。 

 なお、主な耐用年数は次のとおりで

あります。 

同左 

 

 

 

 なお、主な耐用年数は次のとおりで

あります。 

 
 

建物及び構築物 ２～50年

機械装置及び運搬具 ２～10年

工具器具備品 ２～13年

  

 
建物及び構築物 ２～50年

機械装置及び運搬具 ４～９年

工具器具備品 ２～13年

  
 ロ 無形固定資産 ロ 無形固定資産 

  営業権については、商法施行規則に

規定する 長期間（５年）にわたり均

等償却しております。 

 のれんについては、５年で均等償却

しております。 

イ 貸倒引当金 イ 貸倒引当金 (3）重要な引当金の計上基

準  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 

 ロ 退職給付引当金 ロ 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

の見込額（自己都合退職による期末要

支給額）に基づき計上しております。

同左 

 ハ 役員退職慰労引当金 ハ 役員退職慰労引当金 

  役員の退職慰労金の支給に備えるた

め、内規に基づく期末要支給見込額を

計上しております。 

同左 

(4）重要な外貨建の資産又

は負債の本邦通貨への

換算の基準 

 外貨建金銭債権債務は、原則として連

結決算日の直物為替相場により円貨に換

算し、換算差額は損益として処理してお

ります。 

同左 

消費税等の会計処理 消費税等の会計処理 (5）その他連結財務諸表作

成のための重要な事項  消費税及び地方消費税の会計処理は、

税抜方式によっております。 

同左 

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、全面時価評価法を採用しており

ます。 

同左 

６．連結調整勘定の償却に関

する事項 

 連結調整勘定は、その金額に重要性が

乏しいため、当該勘定が生じた連結会計

年度の損益として処理しております。 

―――――― 

 

 



－  － 19

項目 
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） 

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） 

７．のれん及び負ののれんの

償却に関する事項 

――――――  のれん及び負ののれんの償却について

は、その効果の発現する期間にわたって

均等償却を行うこととしております。 

 なお、金額的重要性の乏しい場合に

は、発生年度の損益として処理すること

としております。 

（追加情報） 

 当連結会計年度から、内閣府令第56号

「財務諸表等の監査証明に関する内閣府

令等の一部を改正する内閣府令」（平成

18年４月26日）により、改正後の連結財

務諸表の用語、様式及び作成方法に関す

る規則（昭和51年大蔵省令第28号）を適

用しております。 

８．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、連結会計期間に

おいて確定した利益処分を基礎として連

結決算を行う方法により作成しておりま

す。 

―――――― 

９．連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲 

 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か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。 

同左 
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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７月１日 
至 平成17年６月30日） 

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） 

―――――― （固定資産の減損に係る会計基準） 

  当連結会計年度から、「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））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70,631

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。 

―――――― （役員賞与に関する会計基準） 

  当連結会計年度から、「役員賞与に関する会計基準」

（企業会計基準第４号 平成17年11月29日）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。

―――――― （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準） 

当連結会計年度から、「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）及び「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 企業会計基準適用

指針第８号）を適用しております。なお、連結財務諸表

規則の改正により､当連結会計年度における連結貸借対

照表の純資産の部については､改正後の連結財務諸表規

則により作成しております。 
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注記事項 

 （連結貸借対照表関係） 

前連結会計年度 
（平成17年６月30日） 

当連結会計年度 
（平成18年６月30日） 

※１．関連会社に対するものは次のとおりであります。 ※１．関連会社に対するものは次のとおりであります。
 

その他（出資金） 5,000千円
  

 
その他（出資金） 5,000千円

  
  

※２．担保資産及び担保に供されている債務は次のとお

りであります。 

（担保資産） 

※２．担保資産及び担保に供されている債務は次のとお

りであります。 

（担保資産） 
 
 建物 91,148千円 （   －千円）

 土地 2,124,387 （ 577,000  ）

    計    2,215,535千円 （ 577,000千円）
  

 
 建物 82,777千円 （   －千円）

 土地 2,086,007 （ 577,000  ）

    計   2,168,785千円 （ 577,000千円）
  

（担保に供されている債務） （担保に供されている債務） 
 
 長期借入金 838,125千円 
  

 
 長期借入金 701,875千円 
  

  

 （注） ( )書きは内書で工場財団抵当に供してい

る資産を示しております。また、長期借入金

には、一年以内に返済予定の長期借入金も含

まれております。 

 （注）       同左 

  

※３．有形固定資産の取得価額から控除されている保険

差益の圧縮記帳額は次のとおりであります。 

※３．有形固定資産の取得価額から控除されている保険

差益の圧縮記帳額は次のとおりであります。 
 

建物 28,469千円

工具器具備品 7,742 
  

 
建物 28,469千円

工具器具備品 7,742 
  

  

※４．発行済株式総数 ―――――― 
 

普通株式 5,617,500株
  

 

  

※５．連結会社が保有する自己株式の数 ―――――― 
 

普通株式 565株
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 （連結損益計算書関係） 

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） 

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） 

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及びその

金額は次のとおりであります。 

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及びその

金額は次のとおりであります。 
 

販売手数料 94,482千円

荷造運搬費 877,153 

役員報酬 134,088 

従業員給与手当 460,998 

雑給 464,245 

役員退職慰労引当金繰入額 10,704 

退職給付費用 8,971 

減価償却費 103,745 

賃借料 361,981 
  

 
販売手数料 116,821千円

荷造運搬費 893,624 

役員報酬 123,732 

従業員給与手当 504,214 

雑給 554,534 

役員退職慰労引当金繰入額 10,325 

退職給付費用 10,927 

減価償却費 124,386 

賃借料 416,276 
  

  

※２．一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発

費は105,877千円であります。 

※２．一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発

費は110,554千円であります。 

  

※３．固定資産売却益は、車両運搬具の売却益165千円

ほかであります。 

―――――― 

  

※４．固定資産除却損は、構築物の除却損8,539千円ほ

かであります。 

※４．固定資産除却損は、工具器具備品の除却損3,116

千円ほかであります。 

  

※５．固定資産売却損は、車両運搬具の売却損118千円

ほかであります。 

―――――― 
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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） 

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） 

―――――― ※６．減損損失 

  当連結会計年度において、当社は以下の資産グ

ループについて減損損失を計上しました。 

 
  

用途 種類 場所 
金額 

（千円） 

外食店舗 建物等 
山口県 
山口市 

3,068

外食店舗 建物等 
山口県 
萩市 

4,668

外食店舗 構築物等
東京都 
品川区 

2,324

遊休資産 土地 
鹿児島県 
鹿児島市 

44,150

遊休資産 土地 
鹿児島県 
霧島市 

5,006

遊休資産 土地 
福島県 
双葉郡 

240

遊休資産 土地 
鹿児島県 
薩摩川内市 

3,903

遊休資産 土地 
福岡県 
嘉穂郡 

7,270

  
  当社は、事業の種類別セグメントを基準として、鶏肉

事業、加工食品事業、外食事業及び遊休資産にグループ

化し、減損損失の認識を行っております。その結果、外

食店舗につきましては収益性の改善の見込みがないこと

から、対象となる資産（建物等）の全額を減損損失

10,060千円として特別損失に計上しております。また、

遊休資産については地価の下落により減損損失60,570千

円を特別損失に計上しております。 

 なお、回収可能価額は正味売却価額により測定してお

り、固定資産税評価額に基づき合理的な調整を行って算

定しております。 
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 （連結株主資本等変動計算書関係） 

 前連結会計年度（自 平成17年７月１日 至 平成18年６月30日） 

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末 

普通株式（株） 5,617,500 － － 5,617,500

 

２．自己株式の種類及び株式数に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末 

普通株式（株） 565 800 － 1,365

 （変動事由の概要） 

増加は単元未満株式の買取によるものであり、減少は単元未満株式の買取請求に応じたものであります。 

 

３．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

決議 株式の種類 
配当金の総額 

（千円） 

１株当たり配当額

（円） 
基準日 効力発生日 

平成17年９月22日 

定時株主総会 
普通株式 70,211 12.50 平成17年６月30日 平成17年９月26日

 

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

  次のとおり、決議を予定しております。 

決議 株式の種類 配当の原資 
配当金の総額

（千円） 

１株当たり配当額

（円） 
基準日 効力発生日 

平成18年９月22日 

定時株主総会 
普通株式 利益剰余金 70,201 12.50 平成18年６月30日 平成18年９月25日

 

 

 （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７月１日 
至 平成17年６月30日） 

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） 

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 

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 

（千円） （千円）
 

現金及び預金勘定 1,245,066 

預入期間が３か月を超える定期性預金 △263,800 

現金及び現金同等物 981,266 
  

 
現金及び預金勘定 840,076 

預入期間が３か月を超える定期性預金 △252,800 

現金及び現金同等物 587,276 
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（リース取引関係） 

 該当事項はありません。 

 

（有価証券関係） 

 前連結会計年度（平成17年６月30日） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

 取 得 原 価 
（千円） 

連結貸借対照表計上額 
（千円） 

差額（千円） 

連結貸借対照表計上額が取得原

価を超えるもの 
   

株式 162,801 263,962 101,160 

連結貸借対照表計上額が取得原

価を超えないもの 
   

株式 － － － 

合計 162,801 263,962 101,160 

 

  ２．前連結会計年度中に売却した満期保有目的の債券 

区分 
売却原価 

（千円） 

売却額 

（千円） 

売却損益 

（千円） 
売却の理由 

割引金融債 114,925 114,942 16 資金運用目的の変更に伴う売却 

合計 114,925 114,942 16  

 

  当連結会計年度（平成18年６月30日） 

   その他有価証券で時価のあるもの 

 取 得 原 価 
（千円） 

連結貸借対照表計上額 
（千円） 

差額（千円） 

連結貸借対照表計上額が取得原

価を超えるもの 
   

株式 173,158 291,473 118,315 

連結貸借対照表計上額が取得原

価を超えないもの 
   

株式 1,540 1,496 △44 

合計 174,698 292,969 118,271 

 

 （デリバティブ取引関係） 

  該当事項はありません。 
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 （退職給付関係） 

１．採用している退職給付制度の概要 

当社及び連結子会社は、確定給付型の制度として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 

 
前連結会計年度 

（平成17年６月30日） 
当連結会計年度 

（平成18年６月30日） 

(1）退職給付債務（千円） △286,307 △276,033 

(2）年金資産（千円） － － 

(3）退職給付引当金(1)－(2)（千円） △286,307 △276,033 

 （注） 退職給付債務の算定に当たり、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 

 
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） 

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） 

勤務費用（退職給付費用）（千円） 23,850 21,851 

 （注） 簡便法を採用しているため、すべて退職給付費用に計上しております。 
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 （税効果会計関係） 

前連結会計年度 
（平成17年６月30日） 

当連結会計年度 
（平成18年６月30日） 

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 

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 
 
繰延税金資産 

退職給付引当金否認 108,676千円

役員退職慰労引当金否認 36,337 

投資有価証券評価損否認 9,953 

未払事業税否認 22,059 

棚卸資産の未実現利益 11,432 

その他 5,453 

繰延税金資産合計 193,914 

繰延税金負債  

その他有価証券評価差額金 △41,083 

その他 △820 

繰延税金負債合計 △41,903 

繰延税金資産の純額 152,010 
  

 
繰延税金資産 

退職給付引当金否認 110,281千円

役員退職慰労引当金否認 39,498 

減損損失 27,348 

投資有価証券評価損否認 9,953 

未払事業税否認 2,824 

棚卸資産の未実現利益 9,125 

その他 8,288 

繰延税金資産合計 207,321 

繰延税金負債  

その他有価証券評価差額金 △48,033 

その他 △3,620 

繰延税金負債合計 △51,654 

繰延税金資産の純額 155,667 
  

（注）繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の

項目に含まれております。 

（注）        同左 

  
 
流動資産－繰延税金資産 35,788千円

固定資産－繰延税金資産 116,342千円

流動負債－繰延税金負債 △120千円
  

 
流動資産－繰延税金資産 13,832千円

固定資産－繰延税金資産 142,530千円

流動負債－繰延税金負債 △695千円
  

  

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原

因となった主要な項目別の内訳 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原

因となった主要な項目別の内訳 

 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。 

同左 
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 （セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

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） 

 
鶏肉事業 
（千円） 

加工食品事業
（千円） 

外食事業 
（千円） 

その他の事業
（千円） 

計（千円）
消去又は全社
（千円） 

連結 
（千円） 

Ⅰ 売上高及び営業損益    

売上高    

(1）外部顧客に対する売上高 9,591,945 1,341,207 1,494,090 103,751 12,530,995 － 12,530,995

(2）セグメント間の内部売上
高又は振替高 

464,004 1,217 － 50,574 515,795 （515,795） －

計 10,055,949 1,342,425 1,494,090 154,326 13,046,791 （515,795） 12,530,995

営業費用 9,001,336 1,243,539 1,455,483 111,726 11,812,086 （198,996） 11,613,089

営業利益 1,054,613 98,885 38,606 42,599 1,234,705 （316,799） 917,906

Ⅱ 資産、減価償却費及び資本
的支出 

   

資産 5,408,231 363,744 523,042 146,641 6,441,660 1,566,767 8,008,428

減価償却費 235,317 11,886 52,352 28,461 328,016 9,046 337,063

資本的支出 190,725 15,396 2,160 30,182 238,464 46,901 285,365

 

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） 

 
鶏肉事業 
（千円） 

加工食品事業
（千円） 

外食事業 
（千円） 

その他の事業
（千円） 

計（千円）
消去又は全社
（千円） 

連結 
（千円） 

Ⅰ 売上高及び営業損益    

売上高    

(1)外部顧客に対する売上高 9,932,296 1,333,156 1,965,005 95,616 13,326,074 － 13,326,074

(2）セグメント間の内部売上
高又は振替高 

491,959 673 － 44,764 537,397 （537,397） －

計 10,424,256 1,333,829 1,965,005 140,380 13,863,471 （537,397） 13,326,074

営業費用 9,907,022 1,267,821 1,961,089 97,570 13,233,504 （221,273） 13,012,230

営業利益 517,233 66,008 3,915 42,809 629,967 （316,123） 313,843

Ⅱ 資産、減価償却費、減損損
失及び資本的支出 

   

資産 5,297,924 379,593 573,625 116,875 6,368,019 1,252,122 7,620,141

減価償却費 226,124 8,892 64,793 24,666 324,477 20,197 344,675

減損損失 － － 10,060 － － 60,570 70,631

資本的支出 169,999 300 93,134 17,486 280,920 25,023 305,944

 （注）１．事業区分の方法及び各区分に属する主要な製品の名称 

   (1）事業区分の方法…製品の種類別区分によっております。 

   (2）各区分に属する主要な製品の名称 

    ① 鶏 肉 事 業…鶏肉の非加工品 

    ② 加工食品事業…鶏肉に加熱、味付け等の加工を施した商品 

    ③ 外 食 事 業…日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社のフランチャイジーと郷土料理店舗の

経営 
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    ④ その他の事業…複合材であるシラスバルーン、土壌改良剤、飼料原料等に使用されるゼオライト及び

有機減農薬野菜 

 

    ２．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は、当社の管理部門に係る費用でありま

す。 

前連結会計年度   321,935千円 

当連結会計年度   321,259千円 

 

 

    ３．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の主なものは、当社での余資運用資金（現金及び預

金）、長期投資資金（投資有価証券）、管理部門に係る資産であります。 

前連結会計年度  2,013,824千円 

当連結会計年度  1,798,296千円 

 

【所在地別セグメント情報】 

 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）及び当連結会計年度（自 平成17年７月１

日 至 平成18年６月30日） 

 本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店はないため、該当事項はありません。 

 

【海外売上高】 

 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）及び当連結会計年度（自 平成17年７月１

日 至 平成18年６月30日） 

   海外売上高はないため、該当事項はありません。 

 

 （関連当事者との取引） 

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） 

子会社等 

関係内容 

属性 
会社等 

の名称 
住所 

資本金又 

は出資金 

（千円） 

事業の内容

又は職業 

議決権等の

所有 

（被所有）

割合（％）
役員の

兼任等

事実上

の関係

取引の 

内容 

取引金額

（千円） 
科目

期末残高

（千円）

関連 

会社 

㈲南九州 

バイオマス 

鹿児島県 

鹿児島市 
16,500 

鶏 糞 ボ イ

ラー資源循

環システム

による蒸気

及び電気の

供給・販売

30.3 なし 

鶏糞処

理の委

託 

債務保証 

※１ 
－ － 991,500

（注）１．㈲南九州バイオマスの銀行借入債務につき、債務保証を行ったものであり、保証料は受領しておりません。 
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（１株当たり情報） 

項目 
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） 

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） 

１株当たり純資産額（円） 813円40銭 831円84銭 

１株当たり当期純利益金額（円） 75円73銭 29円14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株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
前連結会計年度 

(自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日) 

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) 

１株当たり当期純利益金額   

当期純利益（千円） 432,689 163,648 

普通株主に帰属しない金額（千円） 7,300 － 

（うち利益処分による役員賞与） （7,300） （－）

普通株式に係る当期純利益（千円） 425,389 163,648 

期中平均株式数（株） 5,616,935 5,616,402 

 

（重要な後発事象） 

 該当事項はありません。 

 

５．生産、受注及び販売の状況 

① 生産実績 

前連結会計年度及び当連結会計年度の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。 

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） 

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） 

事業の種類別セグメ
ントの名称 

金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 構成比（％） 

前年同期比
（％） 

鶏肉 7,189,773 86.9 7,864,936 87.1 ＋9.3

加工食品 1,046,797 12.6 1,140,087 12.6 ＋8.9

その他 42,281 0.5 26,707 0.3 △36.9

合計 8,278,852 100.0 9,031,731 100.0 ＋9.0

 （注）１．金額は製造価額によっております。 

２．上記の金額には、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、製品の性質上そのほとんどについて需要予測に基づく見込生産を行っております。 
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③ 販売実績 

前連結会計年度及び当連結会計年度の販売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。 

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） 

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） 

事業の種類別セグメ
ントの名称 

金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 構成比（％） 

前年同期比
（％） 

鶏肉 
10,055,949 
(  464,004) 

77.1
10,424,256 
(  491,959)

75.2 ＋3.7

加工食品 
1,342,425 
(    1,217) 

10.3
1,333,829 
(      673)

9.6 △0.6

外食 
1,494,090 
(       －) 

11.4
1,965,005 
(       －)

14.2 ＋31.5

その他 
154,326 

(   50,574) 
1.2

140,380 
(   44,764)

1.0 △9.0

合計 
13,046,791 
(  515,795) 

100.0
13,863,471 
(  537,397)

100.0 ＋6.3

 （注）１．( ）書きは内書で、セグメント間の内部売上高又は振替高であります。 

    ２．前連結会計年度及び当連結会計年度における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７月１日 
至 平成17年６月30日） 

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） 相手先 

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％） 

日本ケンタッキー・フライド・チキン 
株式会社 

4,266,167 34.0 4,390,044 32.9 

株式会社ニチレイフレッシュ 2,067,486 16.5 2,172,166 16.3 

三菱商事株式会社 1,619,770 12.9 1,667,357 12.5 

３．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 


