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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                                     （百万円未満切捨） 

 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    26,177      (   4.7 )       319     (△ 46.9 )       142      (△ 65.8 ) 

17年6月期    25,009      (   1.5 )       601     (△ 29.6 )       416      (△ 37.8 ) 

 

１ 株 当 た り 潜在株式調整後 自 己 資 本 総 資 産 売 上 高

 
当期純利益 

当 期 純 利 益 １株当たり当期純利益 当期純利益率 経 常 利 益 率 経 常 利 益 率

    百万円   ％       円 銭     円  銭          %          %          % 

18年6月期   200    (   61.1 )     21  58    －  －      4.1      0.7         0.5   

17年6月期   124    (△ 35.8 )     13  07    －  －      2.6      2.1         1.7   

(注)1.持分法投資損益       18年6月期  △  2百万円 17年6月期       2百万円 

2.期中平均株式数（連結）       18年6月期  9,277,851株   17年6月期 9,280,420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 
             百万円          百万円               ％         円    銭 

18年6月期       21,944          4,971              22.7             535     98 

17年6月期       20,544          4,694              22.8             505     55 

(注)期末発行済株式数（連結）     18年6月期 9,276,180株   17年6月期 9,279,360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6月期       1,530    △  2,793              1,328             367 

17年6月期       1,342    △  2,049                525             301 

 

（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   ５社   持分法適用非連結子会社数 －社  持分法適用関連会社数 １社 

 

（５）連結範囲及び持分法の適用の異動状況 

        連結（新規）  １社 （除外） －社  持分法（新規）  －社 （除外）  －社              

                                                 

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       15,900         800          425 

 通   期       28,600         460           155 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）   16円67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及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る本資料発表日現 

在における仮定を前提としています。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結果と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、子会社５社及び関連会社１社で構成され、主に食品の製造販売を事業内容として、当事業に

　関する物流、サービス等の事業を展開しております。

　当社グループの業務にかかわる位置づけは次のとおりであります。

　　食品製造販売事業

　　　　一正蒲鉾（株）　　　　　　　水産練製品の製造販売を行っております。

　　　　一正食品（株）　　　　　　　水産練製品及び惣菜の製造を行っており、当社が原料を有償支給し、その製品を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　当社が販売しております。

　　　　（株）イチマサ冷蔵　　　　　倉庫業及び貨物運送業の経営をしており、主に当社の製品・商品及び材料の保管

　　　　　　　　　　　　　　　　　　・運送を行っております。

　　　　（株）マルヨシフーズ　　　　冷凍加工食品の商品販売が主な業務でありますが、現在業務活動を休止しており

　　　　　　　　　　　　　　　　　　ます。

　　　　（株）ノザキフーズ　　　　　水産練製品及び惣菜の製造を行っており、当社が原料を有償支給し、その製品を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　当社が販売しております。

　　　　藤東蒲鉾（株）　　　　　　　水産練製品の製造販売を行っており、当社がその製品を販売しております。

　　その他の事業

　　　　（株）オリエントプラン　　　ゴルフ場の経営を行っております。

　　ゴルフ場経営 　　　　　　商品 　　　 　　製品

　　

　　設備の賃貸  外注加工 　　　　　外注加工 　　　 　　商品供給  　物流・保管

子　　会　　社
◎㈱ノザキフーズ

関　連　会　社
○藤東蒲鉾㈱

◎連結子会社

○持分法適用会社

子　　会　　社
◎㈱マルヨシフーズ

（業務休止中）

子　　会　　社
◎ｵﾘｴﾝﾄﾌﾟﾗﾝ㈱

得意先・お客様

当社

子　　会　　社
◎一正食品㈱

子　　会　　社
◎㈱イチマサ冷蔵
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２．経営方針

 (1) 経営の基本方針

　　重に検討してまいりたいと考えております。

　　一層の発展を目指してまいります。

　　　　①　全ての事業分野において品質保証体制の強化を図り、お客様に安全かつ安心できる商品やサービスの提供を行っ

　　　　　　てまいります。

 　   当社グループでは、水産練製品および惣菜ならびにまいたけの製造販売を主体とした事業を展開しておりますが、常に

　　「確かな品質」と「お客様に愛される味づくり」を追求することで事業の永続的な発展を図ってまいりました。

　　　事業の展開にあたっては、法令遵守、人権の尊重、公正で自由な競争および環境の保全等に取り組むとともに、株主、

　　取引先、従業員ならびに市場から満足していただけるよう、以下の基本方針のもと、企業価値の向上に努め、グループの

　　　　②　水産練製品および惣菜事業のマーケティング機能を強化することにより、お客様に感動され、愛され、信頼され

　　　　　　る商品を開発・提供しブランド価値の向上を図ってまいります。

　　　　③　バイオ事業の技術研究ならびに商品開発を強化し、事業規模の拡大と収益の向上を目指してまいります。

　　　　④　（株）オリエントプランが運営しておりますゴルフ場につきましては、企画力の強化ならびに、コース管理の強

　　　　　　化を図ることで、来場者の増加を目指し、地域に愛される競技施設として安定的な経営を目指してまいります。

 (2) 利益配分の基本方針

　　　　当社の利益に関しましては、業績や配当性向、将来の事業展開などを総合的に勘案しながら安定的な配当を継続的に

　　　行うことを基本方針としております。内部留保金につきましては、生産設備や研究開発投資に充当し、競争の維持・強

　　　化を図ってまいります。当期は、上記の方針に基づき、１株につき５円50銭の普通配当を予定しております。

 (3) 投資単位の引き下げに関する考え方および方針等

　　　当社は、投資単位の引き下げが個人投資家による株式市場への参加を促進し、株式の流動性を高める有効な手段である

　　と認識しております。今後の株式市場の動向と当社株式の株価の推移、株券不発行制度の導入時期等を勘案しながら、慎

 (4) 目標とする経営指標

　　　当社グループでは、売上の伸長を図りつつ固定経費の圧縮や変動比率の低減化を図ることで、売上高経常利益率の向上

　　を目指しております。

 (5) 中長期的な会社の経営戦略

　　　当社グループにおきましては、食品業界での厳しい競争が引き続き継続するものと予測しておりますが、以下の項目に

　　中長期的に取り組むことで、グループの成長と利益率の向上を目指してまいります。

　（水産練製品・惣菜部門）

　　　①　新規チャネルに対応した商品開発の推進

　　　　　  市場の拡大が見込める中食市場や医療・介護食・機能性食品市場への販路開拓と一体となった商品開発を推進す

　　　　　る他、おつまみ市場への取り組み強化を行ってまいります。

　　　②　調理済み惣菜商品の取り組み強化

　　　　　　新規技術を導入しつつ、新しい美味しさを追求した惣菜アイテムのラインアップ強化を目指します。

　　　③　グローバルな事業展開を目指した体制の構築

　　　　　　海外での事業展開を図るべく、広くパートナーシップを求め、製品の供給および販売ならびに原材料の調達等、

　　　　　多方面での協力体制を構築してまいります。

　（きのこ部門）

　　　①　新規アイテムの研究開発

　　　　　　まいたけ以外のきのこに取り組むことで、事業全体のバランス強化を目指してまいります。

　　　②　高収益性種菌の開発

　　　　　　さらに収量アップを目指した種菌を開発することで、事業基盤の強化を目指してまいります。
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　　　なお、当社は、代表取締役会長野崎正平に対して第42期末時点において、47,860千円の貸付残高があります。受取利

　　息については、当社銀行借入利率と相応の条件を適用しております。

 (6) 会社の対処すべき課題

　　①食品製造販売事業

　　　（水産練製品・惣菜部門）

　　　　水産練製品部門におきましては、主原料であるスケソウすり身価格の高値傾向が継続しておりますが、今後とも世

　　　界的な水産物需要の伸びが予測されるなか、大幅な単価下落は想定しがたい状況となっております。当社ではそのよ

　　　な環境に対応すべく、スケソウ以外の魚種を原料としたすり身を、品質の安定を基本として有効に利用する技術を配

　　　合面や設備面からも継続的に研究開発する必要があると認識しております。また、世界的な原油高の影響が多方面に

　　　わたり出ておりますが、この傾向は当面続くものと予測されるなか、引き続き様々なコストダウンに取り組むことが

　　　不可欠の課題であると捉えております。

　　　　惣菜部門におきましては、「ごま豆腐」類をはじめとする風味とうふ群のラインアップの充実や、ＳＦＰ（スチー

　　　ムフラッシュパック）製法による惣菜商品群の育成・拡販が大きな課題であると考えております。新たに展開する予

　　　定のおつまみ類については、商品企画ならびに生産技術の研究を進め、新たなチャネル開発とともに、積極的な取り

　　　組みを続けていく必要があると認識しております。

　　　（きのこ部門）

　　　　当部門におきましては、製造原価の中でエネルギーコストの占める割合が他部門に比べ大きく、原油価格の高騰が

　　　大きな問題となっております。また、包装部署における人員も多く、今後の労働力不足が懸念されるなか、継続的な

　　　省エネルギー技術と省人化施策の研究を行うことが重要な課題であると考えております。加えて、不需要期における

　　　価格の下落幅を圧縮すべく、加工食品等への利用を研究し、生食販売以外での施策を充実させることが、事業基盤の

　　　安定に向けて重要な課題であると認識しております。

　　　（運送・倉庫部門）

　　　　当部門におきましては、グループ全体の物流効率の改善に取り組むほか、グループ外の顧客開拓が引き続き重要な

　　　課題であると考えております。

　　②その他の事業

　　　　ゴルフ場経営部門におきましては、閑散期の集客企画の充実とサービス業としての顧客満足の向上に努め、地域に

　　　なくてはならない競技施設として存在感を示す必要があると考えております。

 (7) 親会社等に関する事項

　　　当社は、親会社等を有しておりません。

 (8) 内部管理体制の整備・運用状況

　　　平成18年５月30日付けで開示いたしました「コーポレートガバナンスに関する報告書」において記載しておりますの

　　で、ご参照ください。

 (9) その他、会社の経営上の重要な事項（役員との間の重要な取引に関する事項等）

　　　当社の社外取締役が在籍する企業と商取引がありますが、その取引額は些少であり、当社の経営における独自性には

　　全く影響しておりません。社外取締役は中立の立場で経営に参加しており、社内事情にとわられない経営判断の妥当性

　　について評価を得ております。

　　　社外監査役の所属する法律事務所と顧問契約を締結しておりますが、その顧問料については一般的な取引条件と同様

　　に決定しており、監査役の適正な監査に影響を及ぼすものではありません。
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３．経営成績及び財政状態

 (1) 業績全般の概況

　　　らびにエネルギーコストの上昇が大きく、コストダウン活動に一定の効果があったものの、原価率の上昇は避けられな

 　   当連結会計年度におけるわが国経済は、原油価格や素材価格の高騰がみられたものの、全般的には企業収益の改善を

　　背景とした設備投資の拡大と、個人消費の伸びにも支えられ、総じて景気の回復基調で推移してまいりました。

　　　食品業界におきましては、夏期の猛暑と１１月までは温暖傾向にあったこと、その後の１２月以降については一転して

　　豪雪が続くなど、不安定な気象状況に見舞われたことで、消費動向にも変化がみられる結果となりました。加えて、エネ

　　ルギーコストの上昇や材料価格の高騰もあり、極めて厳しい経営環境のまま推移することとなりました。

　　　当社グループにおきましては、このような環境のなか、水産練製品部門においては原材料の高騰を主要因とした価格改

　　定を実施したほか、継続的なコストダウンへの取り組みや、品質保証の強化にも尽力してまいりました。惣菜部門におい

　　おいては、ＳＦＰ（スチームフラッシュパック）製法による新製品の開発に注力した結果、「旬菜小鉢」シリーズを全国

　　に販売することができたほか、風味とうふのコラボレーション企画にも取り組んでまいりました。きのこ部門におきまし

　　ては、まいたけ栽培施設の増設を行ったことで、生産能力を従来の１５０％の規模まで大きくしたことに加え、バイオ研

　　究所の新築という将来を見据えた設備投資も行ってまいりました。部門の収益は減価償却費の大幅な増加と、初期投資費

　　用の発生が大きく、前連結会計年度を下回るものとなりました。

　　  以上の結果、当連結会計年度の売上高は261億77百万円（前連結会計年度比4.7％増）となり、経常利益は１億42百万円

　　（前連結会計年度比65.8％減）、当期純利益は固定資産の減損損失を計上したものの、適格年金制度を廃止し、確定拠出

　　年金制度に移行したことによる特別利益の計上と、少数株主利益の減少により２億円（前連結会計年度比61.1％増）とな

　　りました。

 (2) 事業の種類別セグメント別の業績

　　①食品製造販売事業

　　　（水産練製品・惣菜部門）

　　　　水産練製品部門におきましては、主原料の魚肉スリミの価格が引き続き高騰したほか、原油高を背景としたエネルギ

　　　でん」も売上を伸ばしております。一方「ちくわ」商品ついては、競合からの激しい価格攻勢を受け売上を落とす結果

　　　となりましたが、当部門全体では1.9％増収の196億75百万円の売上実績となりました。生産面におきましては、材料な

　　　ーコストならびに諸資材価格の上昇が続き、厳しい経営環境のまま推移いたしました。当社といたしましては、８月下

　　　旬に製品価格の改定を実施いたしましたが、当連結会計年度における魚肉スリミ価格の上昇分はおおむね吸収したもの

　　　の、販売環境や競合の動向などから計画した数値までは至らない状況となりました。商品の販売動向といたしましては

　　　、「はんぺん」やカニ風味かまぼこの「オホーツク」が大きく伸長したほか、「なると巻き」「揚げ物」「調理済みお

　　　いものとなりました。

　　　（きのこ部門）

　　　　当部門におきましては、栽培施設の増設とバイオ研究所の新築という大きな設備投資を行い、事業の拡大を図ってま

　　　いりました。その結果、前連結会計年度を大きく上回る生産量を確保したものの、気候の不安定要素から計画した販売

　　　単価を維持できず、予想以上のエネルギーコストの上昇もあり、計画を下回るものとなりました。

　　　　以上の結果、当部門における売上高は前連結会計年度比28.9％増収の33億18百万円となりました。

　　　　惣菜部門におきましては、「旬菜小鉢」シリーズの発売と「風味とうふ」類の増収に支えられ、「カりっこ」シリー

　　　ズや競合の激しい「玉子とうふ」の大幅な売上減をカバーすることができ、当部門では3.3％増収の26億30百万円の売

　　　上実績となりました。

　　　　以上の結果、水産練製品・惣菜部門全体では前連結会計年度比2.1％増収の売上高223億５百万円となりました。
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　　　　当連結会計年度末における固定資産の残高は、172億23百万円（前連結会計年度比11億48百万円の増加）となりました。

　　　これは主としてきのこ部門の設備投資による有形固定資産の増加によるものです。

　　　　当連結会計年度末における流動負債の残高は、110億69百万円（前連結会計年度比３億45百万円の減少）となりました。

　　　これは主として設備支払手形（流動負債・その他）の減少によるものです。

　　　　当連結会計年度末における固定負債の残高は、59億４百万円（前連結会計年度比14億68百万円の増加）となりました。

　　　これは主としてきのこ部門における栽培棟新設にかかる長期借入金の増加及び退職給付引当金の取り崩しによるもので

　　　す。

　　　　当連結会計年度末における純資産の残高は、49億71百万円（前連結会計年度比２億77百万円の増加）となりました。

　　　これは主として当期純利益が増加したことや、その他有価証券評価差額金が増加したことによるものです。一方で、配

　　　としてきのこ部門の栽培棟新設にかかる有形固定資産の取得によるものです。

　　（ハ）　財務活動によるキャッシュ・フロー

　　　　営業活動の結果得られた資金は、15億30百万円（前連結会計年度は13億42百万円の獲得）となりました。これは、主

　　　として税金等調整前当期純利益４億38百万円及び減価償却費13億83百万円、ならびに法人税等の支払額２億76百万円等

　　　　投資活動の結果、投下した資金は27億93百万円（前連結会計年度は20億49百万円の支出）となりました。これは、主

　　（ハ）　純資産

　　②キャッシュ・フローの状況

　　（ロ）　投資活動によるキャッシュ・フロー

　　　　当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は前連結会計年度末と比較して65百万円増加

　　　して３億67百万円となりました。

　　　によるものであります。

　　（イ）　営業活動によるキャッシュ・フロー

　　　当金の支払等による減少がありました。

　　　（運送・倉庫部門）

　　　　当部門におきましては、営業努力の結果当社グループ以外の寄託者の売上が増えましたが、期中にグループ間での保

　　　管料率の改定を行ったことにより、全体の売上では減収という結果になっております。収益的には燃料費の高騰や豪雪

　　　の影響もあり、前連結会計年度にはおよばないものの、引き続き高い収益率を維持しております。

　　　 以上の結果、当部門全体の売上高は前連結会計年度比8.9％減少の13億84百万円となりました。

　　②その他の事業

　　　　ゴルフ場経営部門におきましては、来場者数を増やすべく営業活動を行っておりましたが、夏期における猛暑の影響

　　　と競争激化にともなう顧客単価の下落もあり、前年を若干上回る売上は確保したものの、収益的には計画を若干下回る

　　　ものとなりました。

　　　　以上の結果、当部門における売上高は前連結会計年度比1.4％増収の２億78百万円となりました。

 (3) 財政状態

　　①資産、負債及び純資産の状況

　　（イ）　資産

　　　　当連結会計年度末における流動資産の残高は、47億21百万円（前連結会計年度比２億52百万円の増加）となりました。

　　　これは主として売上高の増加に伴う売掛金の増加によるものです。

　　（ロ）　負債

　　　　財務活動の結果、調達した資金は、13億28百万円（前連結会計年度は５億25百万円の調達）となりました。これは、

　　　主として長期借入れによる収入33億50百万円、短期借入金の純減額５億85百万円および長期借入金の返済11億78百万円

　　　によるものです。
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　　　　（注）１．各指標の算出基準は以下のとおりであります。

　　　　　　　　　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･ｶﾊﾞﾚｯｼﾞ･ﾚｼｵ　　　　　　営業キャシュー・フロー／利払い

　　　　　　　２．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。

　　　　　　　３．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）により計算しております。

　　　　　　　４．有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債にうち利子を支払っている全ての負債を対象にしてお

　　　　　　　　　ります。

　　　　　　　５．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

　　　　　　　　　おります。

　　　　　　　６．利払いは、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。

　　　おります。米国産を主体として他の産地また、スケソウダラ以外の他魚種の「すり身」などの調達も行っておりますが

　　　、安定した品質と数量を確保するため米国産を主力調達先としております。しかし、これらの原料は水産物であるため

　　　漁獲量や魚体品質、為替の変動、調達先の経済状況などにより、調達価格や調達量に影響を受ける可能性があります。

　　　　また、副材料、包装資材なども需給動向や為替の変動により調達価格が変動し、当社グループの業績に影響を与える

　　　可能性があります。

　　　　当社グループは製品の安全を確保するため、社内基準に従った検査を原材料の受け入れ、製造工程の各段階で行うと

　　　共に、トレーサビリティ（履歴追跡）の仕組みを推進、衛生管理を厳格に実施しております。しかし、原材料や製造工

　　　程に想定以外の問題が発生した場合、生産の停止や製品の回収などのリスクが考えられ、当社グループの業績に影響を

　　　与える可能性があります。

　　　　当社グループの製品は主として水産市場・青果市場・卸売業・小売業との継続的な取引に基づいて流通し、お客様の

　　　もとへ届けられております。しかし、これらの業界や一部特定企業の経営状態や販売政策などの変化によって、販売機

　　　会や販売価格に影響を受ける可能性があります。

　　　　また、競合メーカーによる新製品の投入や販売促進活動による、当社グループ製品の陳腐化や販売機会の減少などの

　　　影響を受ける可能性があります。

　　　当社企業集団のキャッシュ・フロー指標を示すと、次のとおりであります。

　　③　流通の変化と競合等について

 (4) 事業等のリスク

　　①　原材料の調達について

　　　　当社グループの主力事業である水産練製品の製造に関しては、スケソウダラを中心とした「すり身」を主原料として

　　②　品質保証について

第38期 第39期 第40期 第41期 第42期 

14年6月期 15年6月期 16年6月期 17年6月期 18年6月期

自己資本比率      （％） 20.9 22.2 24.0 22.8 22.7 

時価ベースの自己資本比率 (％) 25.0 21.1 27.6 23.9 25.8 

債務償還年数        (年) 5.9 7.3 6.2    8.8 8.8 

ｲﾝﾀﾚｽﾄ･ｶﾊﾞﾚｯｼﾞ･ﾚｼｵ   (倍) 8.2 7.4 8.2    6.7 7.5 
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４．次期の見通し

　　　今後の経済状況につきましては、企業収益の改善をもとに引き続き景気回復基調で推移するものと思われますが、原油

　　価格の高騰に歯止めがかからない他、金利の上昇も見込まれるなか、好調に推移した設備投資にも影響が考えられるなど

　　、いくつかの不安定要素もかかえた経済状況で推移するものと思われます。一方、食品業界におきましては、引き続き材

　　料コストならびにエネルギーコストの上昇が見込まれ、価格改定も難しい状況の中、厳しい環境のまま推移するものと思

　　われます。

　　　当社グループにおきましては、高い評価を得ている惣菜部門の商品開発に注力するほか、業務用ルートでの拡販施策な

　　らびに顧客別販売戦略を充実させることにより確実な増収を目指してまいります。生産面では、原価率の低減化を図るべ

　　く、一層のコストダウンに注力し、収益力の向上に努めてまいります。きのこ部門におきましては、前連結会計年度の設

　　備投資に係わった一時的な負担が軽減されることと、販売チャネルの構成比を改善することにより販売単価のコントロー

　　ルで、部門収益を大幅に改善する予測をしております。他の部門におきましては、顧客開拓を進めることで一層の増収を

　　目指し、安定的な収益確保に努めてまいります。

　　　以上の取り組みにより、次期の連結業績の予想としては、連結売上高286億円（当連結会計年度比109.2％）、連結経常

　　利益４億60百万円、連結当期利益１億55百万円を見込んでおります。
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５．連結財務諸表等

　(1) 連結貸借対照表

注記
番号

　（資産の部）

 Ⅰ　流動資産

　 １　現金及び預金 ※２ 1,218,186 945,301

　 ２　受取手形及び売掛金 1,898,629 2,118,057

　 ３　たな卸資産 1,188,122 1,322,168

　 ４　繰延税金資産 61,023 107,025

　 ５　その他 107,423 234,979

　　　 貸倒引当金 3,503   △   6,347   △   

　 　　流動資産合計 4,469,882 21.8 4,721,184 21.5

 Ⅱ　固定資産

　 １　有形固定資産

　　(1)　建物及び構築物 ※2.3 4,811,271 6,369,907

　　(2)　機械装置及び運搬具 ※2.3 2,512,960 3,196,062

　　(3)　工具・器具・備品 ※３ 157,843 330,847

　　(4)　土地 ※２ 4,208,297 4,562,247

　　(5)　建設仮勘定 1,651,398 －

 　　　有形固定資産合計 13,341,770 64.9 14,459,065 65.9

　 ２　無形固定資産

　　(1)　連結調整勘定 86,374 －

　　(2)　のれん － 78,379

　　(3)　その他 226,376 227,206

　 　　無形固定資産合計 312,751 1.5 305,585 1.4

　 ３　投資その他の資産

　　(1)　投資有価証券 ※１ 1,389,841 1,604,169

　　(2)　長期営業債権 ※５ 121,974 91,209

　　(3)　繰延税金資産 376,904 117,150

　　(4)　その他 736,412 812,088

　　　 貸倒引当金 204,573   △ 165,469   △ 

　　 　投資その他の資産合計 2,420,559 11.8 2,459,148 11.2

　 　　固定資産合計 16,075,082 78.2 17,223,800 78.5

　　　 資産合計 20,544,964 100.0 21,944,984 100.0

区　　　　　　分 金額（千円）

当連結会計年度

(平成18年6月30日現在)

金額（千円）

前連結会計年度

(平成17年6月30日現在)

構成比
(%)

構成比
(%)
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注記
番号

　（負債の部）

 Ⅰ　流動負債

　 １　支払手形及び買掛金 1,027,216 1,469,932

　 ２　短期借入金 ※2.4 8,648,040 7,083,000

　 ３　１年以内返済予定 ※2

　　　 の長期借入金

　 ４　未払金・未払費用 827,695 965,371

　 ５　未払法人税等 155,615 33,358

　 ６　繰延税金負債 － 589

   ７　賞与引当金 69,479 66,444

   ８　その他 686,571 265,265

　 　　流動負債合計 11,414,618 55.6 11,068,430 50.4

 Ⅱ　固定負債

　 １　長期借入金 ※２ 3,170,680 5,137,854

　 ２　退職給付引当金 764,415 993

　 ３　役員退職慰労引当金 350,909 372,722

　 ４　長期未払金 － 242,931

　 ５　その他 150,196 150,196

　 　　固定負債合計 4,436,200 21.6 5,904,698 26.9

　　 　負債合計 15,850,819 77.2 16,974,236 77.3

　（資本の部）

 Ⅰ　資本金 ※６ 940,000 4.6 － －

 Ⅱ　資本剰余金 650,000 3.1 － －

 Ⅲ　利益剰余金 2,964,962 14.4 － －

 Ⅳ　その他有価証券評価差額金 147,405 0.7 － －

 Ⅴ　自己株式 ※７ 8,222   △   0.0 △ － －

　 　　資本合計 4,694,145 22.8 － －

　　　 負債及び資本合計 20,544,964 100.0 － －

　（純資産の部）

 Ⅰ　株主資本 －

　 １　資本金 － 940,000

　 ２　資本剰余金 － 650,000

　 ３　利益剰余金 － 3,111,163

　 ４　自己株式 － 10,133   △  

　 　　株主資本合計 － － 4,691,030 21.4

 Ⅱ　評価・換算差額等

　　 　その他有価証券評価差額金 － 280,826

　　 　評価・換算差額等合計 － － 280,826 1.3

　　　 純資産合計 － － 4,971,856 22.7

　　　 負債純資産合計 － － 21,944,984 100.0

－ 1,184,469

区　　　　　　分 金額（千円）

当連結会計年度

(平成18年6月30日現在)

金額（千円）

前連結会計年度

(平成17年6月30日現在)

構成比
(%)

構成比
(%)
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　　(2) 連結損益計算書

注記
番号

 Ⅰ　売上高 25,009,912 100.0 26,177,169 100.0

 Ⅱ　売上原価 ※１ 18,640,980 74.5 19,992,347 76.4

     売上総利益 6,368,931 25.5 6,184,821 23.6

 Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※1.2 5,767,410 23.1 5,865,541 22.4

　　 営業利益 601,521 2.4 319,280 1.2

 Ⅳ　営業外収益

　 １　受取利息 1,472 891

　 ２　受取配当金 17,671 20,275

　 ３　受取賃貸料 20,685 19,056

　 ４　雇用助成金収入 － 37,800

　 ５　持分法による投資利益 1,579 －

　 ６　雑収入 31,100 72,508 0.3 38,929 116,953 0.4

 Ⅴ　営業外費用

　 １　支払利息 197,929 214,414

　 ２　貸与資産減価償却費 55,862 41,982

　 ３　貸倒引当金繰入額 － 14,328

　 ４　持分法による投資損失 － 2,065

　 ５　雑損失 3,659 257,451 1.0 20,808 293,600 1.1

　　 経常利益 416,578 1.7 142,634 0.5

 Ⅵ　特別利益

　 １　前期損益修正益 ※７ － 21,646

　 ２　固定資産売却益 ※３ 985 140

　 ３　投資有価証券売却益 38,979 16,328

　 ４　貸倒引当金戻入益 22,009 26,631

　 ５　退職給付引当金取崩益 － 61,974 0.2 446,627 511,375 2.0

 Ⅶ　特別損失

　 １　固定資産除却損 ※４ 36,934 8,693

　 ２　固定資産売却損 ※５ － 835

　 ３　投資有価証券評価損 3,886 16,863

　 ４　投資有価証券売却損 － 44

　 ５　減損損失 ※６ － 188,177

　 ６　ゴルフ会員権評価損 － 500

　 ７　退職給付会計基準変更時
　　　 差異処理額

　　 税金等調整前当期純利益 402,397 1.6 438,895 1.7

　　 法人税、住民税及び事業税 232,432 98,902

　　 法人税等調整額 36,328   △  196,103 0.8 139,733 238,636 0.9

　 　少数株主利益 81,981 0.3 －

　 　当期純利益 124,311 0.5 200,259 0.8

      （自　平成17年７月１日

0.8215,11335,335 －76,156 0.3

区　　　　　　分 金額（千円）

当連結会計年度

        至　平成18年６月30日）

金額（千円）

前連結会計年度

        至　平成17年６月30日）

百分比
(%)

百分比
(%)

      （自　平成16年７月１日
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　　(3) 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）

注記
番号

 Ⅰ　資本剰余金期首残高

 Ⅱ　資本剰余金期末残高

 Ⅰ　利益剰余金期首残高

 Ⅱ　利益剰余金増加高

　 １　当期純利益 124,311

 Ⅲ　利益剰余金減少高

　 １　配当金 51,071 51,071

 Ⅳ　利益剰余金期末残高

　　(4) 連結株主資本等変動計算書

　　（単位　千円）

650,000 2,964,962 4,546,740 147,405 4,694,145

  連結会計年度中の変動額

 　 剰余金の配当 51,057   △ 51,057   △ 51,057   △ 

　　役員賞与の支給 3,000   △  3,000   △  3,000   △  

 　 当期純利益 200,259 200,259 200,259

 　 自己株式の取得 1,911   △  1,911   △  

　　株主資本以外の項目の連結会計

－ 146,201 144,290 133,420 277,711

650,000 3,111,163 4,691,030 280,826 4,971,856　平成18年６月30日残高

  連結会計年度中の変動額合計

　　年度中の変動額（純額）

650,000

10,133   △  

1,911   △   

－

940,000

1,911   △   

133,420 133,420

区　　　　　　分 金額（千円）

　　（資本剰余金の部）

自己株式

650,000

　平成17年６月30日残高

　　（利益剰余金の部）

2,891,721

124,311

2,964,962

940,000 8,222   △   

　　　　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）

評価･換算
差額等

純資産合計

株主資本

株主資本
合計

その他有価
証券評価差

額金
利益剰余金資本剰余金資本金
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　　(5) 連結キャッシュ・フロー計算書

注記
番号

 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 402,397 438,895

　　　減価償却費 1,079,362 1,383,248

　　　減損損失 － 188,117

　　　連結調整勘定償却額 26,079 －

　　　のれん償却額 － 26,761

　　　貸倒引当金の減少額 21,903　　　　 　 △    36,259　　　　 　 △    

　　　賞与引当金の増減額（△は減少額） 3,287 3,034　　　　 　 △     

　　　退職給付引当金の増減額（△は減少額） 88,784 763,421　　　　 　 △   

　　　役員退職慰労引当金の増加額 17,533 21,813

　　　受取利息及び受取配当金 19,143　　　　 　 △    21,167　　　　 　 △    

　　　支払利息 197,929 214,414

　　　持分法による投資利益 1,579　　　　 　 △     －

　　　持分法による投資損失 － 2,065

　　　投資有価証券評価損 3,886 16,863

　　　投資有価証券売却益 38,979　　　　 　 △    16,328　　　　 　 △    

　　　ゴルフ会員権評価損 － 500

　　　固定資産売却益 985　　　　 　 △       140　　　　 　 △       

　　　固定資産除却損 36,934 8,693

　　　売上債権の増減額（△は増加額） 49,045 124,059　　　　 　 △   

　　　未収入金の減少額 － 26,226

　　　たな卸資産の増減額（△は増加額） 31,174 85,457　　　　 　 △    

　　　仕入債務の増減額（△は減少額） 130,401　　　　 　 △   295,518

　　　未払金・未払費用の増加額 － 38,225

　　　未払消費税等の減少額 57,547　　　　 　 △    30,501　　　　 　 △    

　　　未収消費税の増加額 － 93,261　　　　 　 △    

　　　長期未払金の増加額 － 242,696

　　　役員賞与の支払額 － 3,000　　　　 　 △     

　　　その他 78,969　　　　 　 △    80,303

　　　小　　　　計 1,586,906 1,807,770

　　　法人税等の支払額 243,950　　　　 　 △   276,848　　　　 　 △   

　　　営業活動によるキャッシュ・フロー 1,342,956 1,530,922

 Ⅱ投資活動によるキャッシュ・フロー

　　　定期預金の純減額 23,494 338,686

　　　有形固定資産の取得による支出 2,111,800　　　　 　 △ 2,986,849　　　　 　 △ 

　　　有形固定資産の売却による収入 29,415 2,155

　　　長期前払費用の取得による支出 － 166,580　　　　 　 △   

　　　営業譲受けに伴う収入 ※２ － 3,255

　　　少数株主からの子会社株式取得による支出 102,000　　　　 　 △   －

　　　投資有価証券の取得による支出 15,150　　　　 　 △    56,622　　　　 　 △    

　　　投資有価証券の売却による収入 80,795 47,328

　　　貸付金の回収による収入 31,080 1,140

　　　利息及び配当金の受取額 19,314 21,560

　　　その他 4,335　　　　 　 △     2,554

　　　投資活動によるキャッシュ・フロー 2,049,186　　　　 　 △ 2,793,371　　　　 　 △ 

区分

  至　平成17年６月30日）   至　平成18年６月30日）

（自　平成16年７月１日

金額（千円） 金額（千円）

前連結会計年度 当連結会計年度

（自　平成17年７月１日

－ 13 －



注記
番号

 Ⅲ財務活動によるキャッシュ・フロー

　　　短期借入金の純増減額（△は純減額） 1,885,000 585,000　　　　 　 △   

　　　長期借入れによる収入 － 3,350,000

　　　長期借入金の返済による支出 1,102,840　　　　 　 △ 1,178,397　　　　 　 △ 

　　　利息の支払額 199,064　　　　 　 △   205,382　　　　 　 △   

　　　配当金の支払額 51,071　　　　 　 △    51,057　　　　 　 △    

　　　少数株主への配当金の支払額 5,000　　　　 　 △     －

　　　その他 1,241　　　　 　 △     1,911　　　　 　 △     

　　　財務活動によるキャッシュ・フロー 525,782 1,328,251

 Ⅳ現金及び現金同等物の増減額（△は減少額） 180,446  　　　　　 △  65,801

 Ⅴ現金及び現金同等物の期首残高 482,199 301,752

 Ⅵ現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 301,752 367,554

前連結会計年度 当連結会計年度

（自　平成17年７月１日

区分

  至　平成17年６月30日）   至　平成18年６月30日）

（自　平成16年７月１日

金額（千円） 金額（千円）
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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

前連結会計年度 当連結会計年度

(自　平成16年７月１日 (自　平成17年７月１日

  至　平成17年６月30日)   至　平成18年６月30日)

１　連結の範囲に関する事項 　連結子会社の数　　　　　　　　４社　　　　 　連結子会社の数　　　　　　　　５社

　　　連結子会社の名称は、「１．企業集団の 　　　連結子会社の名称は、「１．企業集団の

　　状況」に記載しているため省略しておりま 　　状況」に記載しているため省略しておりま

　　す。 　　す。

　　　なお、㈱ノザキフーズについては、当連

　　結会計年度において新たに設立したことに

　　より、連結の範囲に含めております。

２　持分法の適用に関する事項 　持分法適用会社の数　　　　　　１社　　　　 　　　　　　同左

　持分法適用関連会社名　　　藤東蒲鉾㈱

３　連結子会社の事業年度等に 　　連結子会社の決算日が連結決算日と異なる 　　連結子会社の決算日が連結決算日と異なる

　関する事項 　会社は次の通りであります。 　会社は次の通りであります。

　　　一正食品㈱　　　　　　５月31日 　　　一正食品㈱　　　　　　５月31日

　　　㈱イチマサ冷蔵　　　　３月31日 　　　㈱ノザキフーズ　　　　５月31日

　　　㈱マルヨシフーズ　　　３月31日 　　　㈱イチマサ冷蔵　　　　３月31日

　　　㈱オリエントプラン　　３月31日 　　　㈱マルヨシフーズ　　　３月31日

　　　㈱オリエントプラン　　３月31日

　　連結財務諸表の作成に当たっては、連結子 　　連結財務諸表の作成に当たっては、連結子

　会社の事業年度に係る財務諸表を基礎として 　会社の事業年度に係る財務諸表を基礎として

　おります。なお、連結決算日との間に生じた 　おります。なお、連結決算日との間に生じた

　重要な取引については、連結上必要な調整を 　重要な取引については、連結上必要な調整を

　行っております。 　行っております。

４　会計処理基準に関する事項

　(1)　重要な資産の評価基準 　イ　有価証券の評価基準及び評価方法 　イ　有価証券の評価基準及び評価方法

　　及び評価方法   　　その他有価証券   　　その他有価証券

 　 　　・時価のあるもの  　 　　・時価のあるもの

　　　　　　期末日の市場価格等に基づく時価 　　　　　　同左

　　　　　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）

　　　　・時価のあるもの 　　　　・時価のあるもの

　　　　　  移動平均法による原価法 　　　　　　同左

　ロ　たな卸資産の評価基準及び評価方法 　ロ　たな卸資産の評価基準及び評価方法

　　  当社の原材料 　　  当社の原材料

　    ……… 個別法による原価法 　    ……… 同左

　　　その他のたな卸資産 　　　その他のたな卸資産

　    ……… 総平均法による原価法 　    ……… 同左

　(2)　重要な減価償却資産の 　イ　有形固定資産の減価償却の方法 　イ　有形固定資産の減価償却の方法

　　減価償却の方法 　　  …… 定率法 　　  …… 　同左

          ただし、平成10年４月１日以降取得

　　    した建物（建物附属設備を除く）およ 　　　　　　 同左

　   　 びゴルフ場経営部門の資産ついては定

　　　  額法

　　　　　なお、主な耐用年数は次の通りであ

　　　  ります。

　　建物及び構築物　　　３～50年

　　機械装置及び運搬具　４～９年

　ロ　無形固定資産の減価償却の方法 　ロ　無形固定資産の減価償却の方法

　　  …… 定額法 　　  …… 　同左

          ただし、自社利用のソフトウェアに

        ついては、社内利用可能期間（５年）

        に基づく定額法

項目
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前連結会計年度 当連結会計年度

(自　平成16年７月１日 (自　平成17年７月１日

  至　平成17年６月30日)   至　平成18年６月30日)

　(3)　重要な引当金の計上基準 　イ　貸倒引当金の計上基準 　イ　貸倒引当金の計上基準

　　　債権の貸倒れによる損失に備えるため、 　　　　　　 同左

　　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。

　ロ　賞与引当金の計上基準 　ロ　賞与引当金の計上基準

　　　従業員の賞与の支給に備えるため、支給 　　　　　　 同左

　　見込額に基づき計上しております。

　ハ　退職給付引当金の計上基準 　ハ　退職給付引当金の計上基準

　　　従業員の退職給付に備えるため、当連結 　　　連結子会社１社は、従業員の退職給付に

　　会計年度末における退職給付債務及び年金 　　備えるため、当連結会計年度末における退

　　資産の見込額に基づき計上しおります。 　　職給付債務の見込額に基づき計上しており

　　　なお、会計基準変更時差異(181,580千円) 　　ます。

　　については、５年間で均等額を費用処理し 　　　なお、（追加情報）に記載のとおり、当

　　ております。 　　社及び連結子会社１社は、平成17年12月１

　　　また、数理計算上の差異は、その発生時 　　日付けで退職給付引当金を一部取り崩して

　　の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の 　　おります。

　　年数(５年)による定額法により、翌連結会 　　(追加情報）

　　計年度から損益処理しております。 　　　当社及び連結子会社１社は、確定給付型

　　　過去勤務債務は、その発生時の従業員の 　　の制度として、適格年金制度を設けており

　　平均残存勤務期間以内の一定の年数（５年 　　ましたが、厚生労働省より「一正蒲鉾企業

　　）による定額法により費用処理しておりま 　　年金規約」の承認を受け平成17年12月１日

　　す。 　　より確定拠出年金法に基づく確定拠出企業

　　年金型年金へ移行ししております。本移行

　　に伴う処理については、「退職給付制度間

　　の移行等に関する会計処理」（企業会計基

　　準適用指針第１号）を適用しており、これ

　　に伴い退職給付引当金取崩益446,627千円を

　　特別利益に計上しております。

　ニ　役員退職慰労引当金の計上基準 　ニ　役員退職慰労引当金の計上基準

　　　当社及び連結子会社２社は、役員の退職 　　　当社及び連結子会社３社は、役員の退職

　　慰労金の支払に備えるため、役員退職慰労 　　慰労金の支払に備えるため、役員退職慰労

　　金規程（内規）に基づく期末要支給額を計 　　金規程（内規）に基づく期末要支給額を計

　　上しております。 　　上しております。

　(4)　重要なリース取引の処理 　　　リース物件の所有権が借主に移転すると 　　　　　　 同左

　　方法 　　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。

項目
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前連結会計年度 当連結会計年度

(自　平成16年７月１日 (自　平成17年７月１日

  至　平成17年６月30日)   至　平成18年６月30日)

　(5)　重要なヘッジ会計の方法 　①　ヘッジ会計の方法 　①　ヘッジ会計の方法

　　　特例処理の要件を満たしている金利スワ 　　　　　　 同左

　　　ップのみを実施しており、特例処理を採

　　　用しております。

　②　ヘッジ手段とヘッジ対象 　②　ヘッジ手段とヘッジ対象

　　　ヘッジ手段 　　　　　　 同左

　　　 …… 金利スワップ取引

　　　ヘッジ対象

　　　 …… 借入金の利息

　③　ヘッジ方針 　③　ヘッジ方針

　　　デリバティブ取引に関する社内規定に基 　　　　　　 同左

　　　づき、ヘッジ対象に係る金利変動リスク

　　　をヘッジしております。

　④　ヘッジの有効性の評価方法 　④　ヘッジの有効性の評価方法

　　　特例処理による金利スワップのみ実施し 　　　　　　 同左

　　　ているため、有効性の評価は省略してお

　　　ります。

　(6)　その他連結財務諸表作成 　消費税等の会計処理 　消費税等の会計処理

　　のための重要な事項 　　　消費税等の会計処理は、税抜方式を採用 　　　　　　 同左

　　しております。

５　連結子会社の資産及び負債 　　連結子会社の資産及び負債の評価方法は、 　　　　　　 同左

　の評価に関する事項 　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 　　連結調整勘定は、５年間で均等償却してお 　　　　　　 同左

　る事項 　ります。

７　のれんの償却に関する事項 　のれんは、５年間で均等償却しております。

８　利益処分項目等の取扱いに 　　連結剰余金計算書は、連結会社の利益処分

　関する事項 　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。

９　連結キャッシュ・フロー計 　　連結キャッシュ・フロー計算書における資 　　　　　　 同左

　算書における資金の範囲 　金（現金及び現金同等物）は、手許現金、要

　要求払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ケ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。

項目
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　会計処理の変更

前連結会計年度 当連結会計年度

(自　平成16年７月１日 (自　平成17年７月１日

  至　平成17年６月30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」（「

  固定資産に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

  により特別損失に減損損失188,177千円を計上し、税金等調整

  前当期純利益は188,177千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。

 　(連結貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等）

　  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。

　  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4,971,856

　千円であります。

　  連結財務諸表規則の改正による連結貸借対照表の表示に関す

  る変更は以下のとおりであります。

　 １　 前連結会計年度における「資本の部」は、当連結会計年

　 　 度から「純資産の部」となり、「純資産の部」は「株主資

     本」及び「評価・換算差額等」に分類して表示しておりま

　　 す。

 　２　 前連結会計年度において独立掲記しておりました「資本

 　　 金」、「資本剰余金」及び「利益剰余金」は当連結会計年

 　　 度においては「株主資本」の内訳科目として表示しており

　　  ます。

 　３　 前連結会計年度において「利益剰余金」の次に表示して

 　 　おりました「その他有価証券評価差額金」は、当連結会計

 　 　年度から「評価・換算差額等」の内訳科目として表示して

　　　おります。

　 (自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準等の一部

　  改正）

　  当連結会計年度から、改正後の「自己株式及び準備金の額の

  減少等に関する会計基準」（企業会計基準委員会　 終改正平

  成17年12月27日　企業会計基準第１号）及び「自己株式及び準

  備金の額の減少等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17年12月27日　企業会計基準適用指針

  第２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、連結財務諸表規則の改正による連結貸借対照表の表示

  に関する変更は以下のとおりであります。

　   　前連結会計年度において資本に対する控除項目として「資本

  の部」の末尾に表示しておりました「自己株式」は、当連結会

  計年度から「株主資本」に対する控除項目として「株主資本」

  の末尾に表示しております。
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　表示方法の変更

前連結会計年度 当連結会計年度

(自　平成16年７月１日 (自　平成17年７月１日

  至　平成17年６月30日)   至　平成18年６月30日)

 　(連結貸借対照表関係）

　１．当連結会計年度より、改正後の連結財務諸表規則（平成18

　　年４月26日内閣府令第56号）を早期適用し、連結調整勘定及

　　び営業権を「のれん」として表示しております。

　２．前連結会計年度において「短期借入金」に含めて表示して

　 　　おりました「１年以内返済予定の長期借入金」は、負債純資

　　産合計の100分の５を超えることとなったため、当連結会計

　　年度より区分掲記しております。

　　　なお、前連結会計年度の「短期借入金」に含まれる「１年

　　以内返済予定の長期借入金」は980,040千円であります。
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前連結会計年度 当連結会計年度

(自　平成16年７月１日 (自　平成17年７月１日

  至　平成17年６月30日)   至　平成18年６月30日)

 　(連結キャッシュ・フロー計算書）

　１．前連結会計年度において営業活動によるキャッシュ・フロ

　　ーの「その他」に含めて表示しておりました「未収入金の増

　　加額」及び「未払金・未払費用の増加額」と投資活動による

　　キャッシュ・フローの「その他」に含めて表示しておりまし

　　た「長期前払費用の取得による支出」は、より明瞭に表示す

　　るため当連結会計年度より区分掲記しております。

　　　なお、前連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フロ

　　ーの「その他」に含まれる「未払金・未払費用の増加額」は

　　81,441千円、「未収入金の増加額」は52,198千円及び投資活

　　動によるキャッシュ・フローの「その他」に含まれる「長期

　　前払費用の取得による支出」は△1,787千円であります。

　２．当連結会計年度より、連結調整勘定及び営業権を「のれん

　　」と表示したことに伴い、営業活動によるキャシュ・フロー

　　の連結調整勘定償却額及び営業権償却額を「のれん償却額」

　　してと表示しております。

　追加情報

前連結会計年度 当連結会計年度

(自　平成16年７月１日 (自　平成17年７月１日

  至　平成17年６月30日)   至　平成18年６月30日)

 　(法人事業税の外形標準課税）

　  当連結会計年度から「法人事業税における外形標準課税部分

  の損益計算書上の表示についての実務上の取扱い」（企業会計

  基準委員会 平成16年２月13日 実務対応報告第12号)を適用し

  ており、法人事業税のうち「付加価値割」および「資本割」に

  係る法人事業税を「販売費及び一般管理費」に計上しておりま

　す。

　  この適用により、前事業年度と同一の基準によった場合に比

  べ、「販売費及び一般管理費」が13,813千円増加し、「営業利

  益」、「経常利益」、「税金等調整前当期純利益」、および「

  法人税、住民税及び事業税」が13,813千円減少しております。
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　注記事項

　(連結貸借対照表関係）

※１　関連会社に対するものは、次の通りであります。 ※１　関連会社に対するものは、次の通りであります。

　　　投資有価証券（株式） 40,024 千円 　　　投資有価証券（株式） 37,608 千円

※２　担保に供している資産は次の通りであります。 ※２　担保に供している資産は次の通りであります。

　　　　現金及び預金 300,000 千円 　　　　現金及び預金 300,000 千円

　　　　建物及び構築物 3,851,000 　　　　建物及び構築物 5,309,759

　　　　機械装置及び運搬具 2,090,757 　　　　機械装置及び運搬具 1,650,878

　　　　土　　　　地 2,788,988 　　　　土　　　　地 2,788,988

　　　　　　　計 9,030,746 千円 　　　　　　　計 10,049,627 千円

　 上記のうち、現金及び預金300,000千円は、マルス蒲鉾工業㈱の借 　 上記のうち、現金及び預金300,000千円は、マルス蒲鉾工業㈱の借

 入金(234,428千円)について担保提供しております。 入金(223,937千円)について担保提供しております。

　　　　　　上記に対応する債務 　　　　　　上記に対応する債務

　　　　短期借入金(一年以内返済予定 7,196,320 千円 　　　　短期借入金(一年以内返済予定 7,067,626 千円

　　　　　　　 　　の長期借入金を含む) 　　　　　　　 　　の長期借入金を含む)

　　　　長期借入金 2,663,080 　　　　長期借入金 4,678,116

　　　　　　　計 9,859,400 千円 　　　　　　　計 11,745,742 千円

※３　有形固定資産の減価償却累計額 ※３　有形固定資産の減価償却累計額

20,075,601 千円 20,785,985 千円

※４　 ※４　金融機関とのコミットメントラインに関する契約

　　　当社は平成18年３月に運転資金の効率的な調達を行うたため、

　　取引銀行とコミットメントライン契約（シンジケート方式）を締

　　結しております。

　　　コミットメントラインの総額 5,000,000 千円

　　　借入実行残高 5,000,000

　　　差引額 － 千円

※５　長期営業債権は、財務諸表等規則第32条第１項第10号の債権で ※５　　　　　　　　同左

　　　あります。

※６　発行済株式総数 ※６　

　　　　普通株式 9,295,000 株

※７　自己株式 ※７

　　　連結会社及び持分法を適用した関連会社が保有する連結財務諸

　　　表提出会社の株式の数は、以下の通りであります。

　　　　普通株式 15,640 株

　８　保証債務 　８　保証債務

　　　　マルス蒲鉾工業㈱ 234,428 千円 　　　　㈱万代トラベル 3,069 千円

     上記は金融機関からの借入に対する保証債務      上記は他の会社の支払に対する保証債務

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)
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　(連結損益計算書関係）

※１　一般管理費及び当期製造費用に含まれる試験研究費は次の通り ※１　一般管理費及び当期製造費用に含まれる試験研究費は次の通り

　　であります。 　　であります。

　　　　一般管理費 168,830 千円 　　　　一般管理費 226,825 千円

　　　　当期製造費用 　　　　当期製造費用

　　　　　　　計 168,830 千円 　　　　　　　計 226,825 千円

※２　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次の通りで ※２　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次の通りで

　　あります。 　　あります。

　　　　販売・荷受手数料 738,203 千円 　　　　販売・荷受手数料 705,710 千円

　　　　運賃・保管料 2,164,515 　　　　運賃・保管料 2,361,048

　　　　給与手当 743,711 　　　　給与手当 711,267

　　　　賞与引当金繰入額 12,346 　　　　賞与引当金繰入額 12,630

　　　　役員退職慰労引当金繰入額 19,096 　　　　役員退職慰労引当金繰入額 22,813

　　　　退職給付費用 31,393 　　　　退職給付費用 21,349

　　　　貸倒引当金繰入額 14,208

※３　 ※３　固定資産売却益の主な内訳は、次の通りであります。

　　　　機械装置及び運搬具 140 千円

※４　固定資産除却損の主な内訳は、次の通りであります。 ※４　固定資産除却損の主な内訳は、次の通りであります。

　　　　機械装置及び運搬具 32,441 千円 　　　　建物及び構築物 2,505 千円

　　　　機械装置及び運搬具 4,936

※５　 ※５　固定資産売却損の主な内訳は、次の通りであります。

　　　　機械装置及び運搬具 835 千円

※６ ※６　減損損失

 　　   当社グループは、以下の資産グループについて減損損失を計

　　　上いたしました。

　　　当社グループは、事業用資産については、水産練製品・惣菜部

　　門、きのこ部門、運送・倉庫部門及びゴルフ場経営部門を基礎と

　　してグルーピングし、賃貸資産及び遊休資産については、個々の

　　物件ごとにグルーピングしております。

　　　上記の賃貸資産及び遊休資産は資産の市場価額が著しく下落し

　　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

　　減損損失として特別損失に計上しております。その内訳は建物及

　　構築物16,810千円、機械装置及び運搬具161,565千円、工具・器

　　具・備品704千円及び土地9,097千円であります。

　　　なお、賃貸資産の回収可能価額は、将来キャシュ・フローを、

　　2.2%で割引いた使用価値により算出しております。また遊休資産

　　資産の回収可能価額は、取引事例等を勘案した正味売却価額によ

　　り算出しております。

※７　前期損益修正益

　　　税務調査の指摘により修正を受け入れた資産の修正額を計上し

　　ております。なお、修正の内容は次の通りであります。

　　　　機械装置及び運搬具 20,546 千円

　　　　無形固定資産「その他」（借地権） 1,100

　　　　　　計 21,646 千円

   至　平成17年６月30日）    至　平成18年６月30日）

前連結会計年度

(自　平成16年７月１日

当連結会計年度

(自　平成17年７月１日

用  途 場  所 種  類 金額（千円）

賃貸資産 滋賀県守山市 建物及び構築物 12,528 

  新潟県新潟市他 土地 7,784 

遊休資産 新潟県新潟市他 建物及び構築物 4,281 

    機械装置及び運搬具 161,565 

    工具・器具・備品 704 

    土地 1,313 

  合      計   188,177 
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　(連結株主資本等変動計算書関係）

　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．発行済株式に関する事項

　２．自己株式に関する事項

　（変動事由の概要）

　　増加数の内訳は、次のとおりであります。

　　　単位未満株式の買取による増加　　　　3,180株

　３．配当に関する事項

　　(1)配当金支払額

　　(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

　(連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※１ ※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 　　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 　　　（平成17年６月30日） 　る科目の金額との関係 　　　（平成18年６月30日）

　　現金及び預金勘定 1,422,128 千円 　　現金及び預金勘定 945,301 千円

　　預入期間が３ケ月を超える定期預金等 939,928  　　 △ 　　預入期間が３ケ月を超える定期預金等 577,746  　　 △ 

　　現金及び現金同等物 482,199 千円 　　現金及び現金同等物 367,554 千円

※２　当連結会計年度に営業の譲受けにより増加した資産及び負債の

　　　主な内訳

　　　新たに設立した㈱ノザキフーズが野崎蒲鉾㈱から営業を譲受け

　　　たことに伴い、取得した資産及び負債の内訳は次のとおりであ

　　　ります。

　　　　　　　流動資産 125,195 千円

　　　　　　　固定資産 216

　　　　　　　営業権 18,766

　　　　　　　流動負債 147,198   △     

　　　　　　　固定負債 235   △         

　　　　　　　営業譲受けによる収入 3,255   △       千円

   至　平成17年６月30日）    至　平成18年６月30日）

前連結会計年度 当連結会計年度

(自　平成16年７月１日 (自　平成17年７月１日

 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） 9,295,000 －  －  9,295,000

 

決議 株式の種類 
配当金の総額 

（千円） 

１株当たりの配当額

（円） 
基準日 効力発生日 

 平成 17 年９月 27 日 

定時株主総会 
普通株式    51,057     5.5  平成 17 年６月 30 日  平成 17 年９月 28 日 

決議 株式の種類 配当の原資 
配当金の総額 

（千円） 

１株当たりの配当額

（円） 
基準日 効力発生日 

 平成 18 年９月 27 日 

定時株主総会 
普通株式 

 

利益剰余金 

 

   51,040       5.5 平成 18 年６月 30 日 平成 18 年９月 28 日 

 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） 15,640 3,180 －  18,820
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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 　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 　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 　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 　　残高相当額

　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 96,185 千円 １年内 72,470 千円

１年超 181,712 千円 １年超 121,043 千円

　　　 　　　合  計 277,897 千円 　　　 　　　合  計 193,514 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 　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 116,718 千円 　　　　支払リース料 103,168 千円

　　　　減価償却費相当額 108,769 千円 　　　　減価償却費相当額 96,145 千円

　　　　支払利息相当額 7,149 千円 　　　　支払利息相当額 5,715 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 　　　　　　同左

　　　おります。

　５　利息相当額の算定方法 　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の差額を利息相当 　　　　　　同左

　　　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。

前連結会計年度

   至　平成17年６月30日）

当連結会計年度

   至　平成18年６月30日）

(自　平成16年７月１日 (自　平成17年７月１日

    工具・器   

  

機械装置及 

び運搬具   具・備品   
合計 

  （千円）   （千円）   （千円） 

取得価額      

相当額  
351,282

  
270,930

  
622,213

減価償却      

累計額相当額  
201,572

  
151,064

  
352,636

期末残高      

相当額  
149,710

  
119,866

  
269,576

 工具・器  無形固定資産

  

機械装置及

び運搬具 具・備品  ・その他 
合計 

  （千円） （千円）  （千円） （千円） 

取得価額     

相当額  
340,353

 
87,014

 
88,022

 
515,390

減価償却     

累計額相当額  
238,128

 
39,046

 
51,835

 
329,010

期末残高     

相当額  
102,225

 
47,967

 
36,187

 
186,380
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　(有価証券関係）

　　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６月30日）

　連結貸借対照表計上額が

　取得原価を超えるもの

　　株式 757,966 1,045,741 287,775

　　債券 － － －

　　その他 － － －

　　小計 757,966 1,045,741 287,775

　連結貸借対照表計上額が

　取得原価を超えないもの

　　株式 63,198 40,188 23,010 　　　  △   

　　債券 － － －

　　その他 30,762 29,724 1,038 　　　  △    

　　小計 93,960 69,912 24,048  　　 △     

　　合計 851,927 1,115,654 263,726

　(注）　当連結会計年度において、有価証券について3,886千円（その他有価証券で時価のない株式3,886千円）の減損処理を

         行っております。

　２．当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自　平成16年7月１日　至　平成17年６月30日）

　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（自　平成16年7月１日　至　平成17年６月30日）

　その他有価証券

　非上場株式 　　　　　　　　234,163

　計 　　　　　　　　234,163

　４．その他有価証券のうち満期があるものの今後の償還予定額（平成17年６月30日）

区分

　債券

　その他

　計

10年超（千円）

　　　　　　　　　－ 　　　　　　　　　－ 　　　　　　　　－ 　　　　　　　－

連結貸借対照表計上額（千円）

１年以内（千円） １年超５年以内（千円） ５年超10年以内（千円）

区分 取得原価（千円） 連結貸借対照表計上額（千円） 差額（千円）

売却額（千円） 売却損の合計額（千円）売却益の合計額（千円）

　　　　　　　　　　　　　　　　　－　　　　　　　　　　　　　80,795 　　　　　　　　　　　　　　38,979

　　　　　　　　　－ 　　　　　　　　　－ 　　　　　　29,724 　　　　　　　－

　　　　　　　　　－ 　　　　　　　　　－ 　　　　　　29,724 　　　　　　　－
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　　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６月30日）

　連結貸借対照表計上額が

　取得原価を超えるもの

　　株式 807,883 1,280,146 472,262

　　債券 － － －

　　その他 － － －

　　小計 807,883 1,280,146 472,262

　連結貸借対照表計上額が

　取得原価を超えないもの

　　株式 53,041 52,533 508 　　　  △      

　　債券 － － －

　　その他

　　小計 53,041 52,533 508 　　　  △      

　　合計 860,924 1,332,679 471,754

　(注）　当連結会計年度において、有価証券について16,863千円（その他有価証券で時価のある株式16,581千円、時価のない

　　　　 株式282千円）の減損処理を行っております。

　２．当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自　平成17年7月１日　至　平成18年６月30日）

　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（自　平成17年7月１日　至　平成18年６月30日）

　その他有価証券

　非上場株式 　　　　　　　　233,881

　計 　　　　　　　　233,881

連結貸借対照表計上額（千円）

売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）

　　　　　　　　　　　　　47,328 　　　　　　　　　　　　　　16,328 　　　　　　　　　　　　　　    44

区分 取得原価（千円） 連結貸借対照表計上額（千円） 差額（千円）

－ 26 －



　(デリバティブ取引関係)

　 １．取引の状況に関する事項

　①　取引の内容及び利用目的等 　①　取引の内容及び利用目的等

　　　当社は、変動金利の借入金の調達資金を固定金利の資金調達に 　　　　　　　　　　　　　　同左

　　換えるため、金利スワップ取引を行っております。

　　　なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を行っておりま

　　す。

　　(1)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）　　　　借入金の利息

　　(2)ヘッジ方針

　　 　 当社は、借入金の金利変動リスクを回避する目的で金利スワ

　　  ップ取引を行っており、ヘッジ対象の識別は個別契約毎に行っ

　　  ております。

　　(3)ヘッジの有効性評価の方法

　　 　 リスク管理方針に従って、以下の条件を満たす金利スワップ

　　  を締結しております。

　　 　　 Ⅰ　金利スワップの想定元本と長期借入金の元本金額が一

　　 　　 　致している。

　　 　　 Ⅱ　金利スワップの長期借入金の契約期間及び満期が一致

　　 　　 　している。

　　 　　 Ⅲ　長期借入金の変動金利のインデックスと金利スワップ

　　 　　 　で受払いされる変動金利インデックスが、TIBOR＋１％

　　 　　 　で一致している。

　　 　　 Ⅳ　長期借入金と金利スワップの金利改定条件が一致して

　　 　　 　いる。

　　 　　 Ⅵ　金利スワップの受払い条件がスワップ期間を通して一

　　 　　　一定である。

　　 　　　 従って、金利スワップの特例処理の要件を満たしている

　　 　　 　ので決算日における有効性の評価を省略しております。

　②　取引に対する取組方針 　②　取引に対する取組方針

　　　金利関連のデリバティブ取引については、現在、変動金利を固 　　　　　　　　　　　　　　同左

　　定金利に変換する目的で金利スワップ取引を利用しているのみで

　　あり、投機目的の取引は行わない方針であります。

　③　取引に係るリスクの内容 　③　取引に係るリスクの内容

　　　金利スワップ取引においては、市場金利の変動によるリスクを 　　　　　　　　　　　　　　同左

　　それぞれ有しております。

　　　なお、デリバティブ取引の契約先は、いずれも信用度の高い国

　　内の銀行であるため、相手先の契約不履行によるいわゆる信用リ

　　スクは、ほとんどないと判断しております。

　④　取引に係るリスク管理体制 　④　取引に係るリスク管理体制

　　　デリバティブ取引の実行及び管理は、取引権限の限度及び取引 　　　　　　　　　　　　　　同左

　　限度額等が明示された社内ルールに従い、経理担当部門が決裁担

　　当者の承認を得て行っております。

　 ２．取引の時価等に関する事項

　　　該当事項はありません。 　　　該当事項はありません。

　　　なお、金利スワップ取引を行っておりますが、ヘッジ会計を適 　　　　　　　　　　　　　　同左

　　用しておりますので注記の対象から除いております。

前連結会計年度

　　至　平成17年６月30日）

当連結会計年度

　　至　平成18年６月30日）

（自　平成16年７月１日 （自　平成17年７月１日

前連結会計年度 当連結会計年度

　　至　平成17年６月30日） 　　至　平成18年６月30日）

（自　平成16年７月１日 （自　平成17年７月１日
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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 　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、適格年金制 　　　連結子会社１社は、確定給付型の制度として、退職一時金制度

　　度及び退職一時金制度を設けております。また、従業員の退職等 　　を設けております。また、従業員の退職等に際して、退職給付会

　　に際して、退職給付会計に準拠した数理計算による退職給付債務 　　計に準拠した数理計算による退職給付債務の対象とされない割増

　　の対象とされない割増退職金を支払う場合があります。 　　退職金を支払う場合があります。

　　　なお、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項４．会

　　計処理基準に関する事項（３）重要な引当金の計上基準　ハ．退

　　給付引当金の計上基準の（追加情報）に記載のとおり当社及び連

　　結子会社１社は、確定給付型の制度として、適格年金制度を設け

　　ておりましたが、厚生労働省より「一正蒲鉾企業年金規約」の承

　　認を受け平成17年12月１日より確定拠出年金法に基づく確定拠出

　　年金型年金へ移行しております。

　２　退職給付債務に関する事項（平成17年６月30日） 　２　退職給付債務に関する事項（平成18年６月30日）

　　イ　退職給付債務 1,473,908  　△  千円 　　イ　退職給付債務 993  　△        千円

　　ロ　年金資産 632,038 　　ロ　退職給付引当金 993  　△        千円

　　ハ　未積立退職給付債務 841,869  　△    　　　（注）１　子会社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を

　　ニ　会計基準変更時斉の未処理額 － 　　　　　　　　採用しております。

　　ホ　未認識数理計算上の差異 36,113 　　　　　　２　適格年金制度及び退職一時金制度から確定拠出年金

　　ヘ　未認識過去勤務債務 41,339 　　　　　　　　制度への移行に伴う影響額は次のとおりであります。

　　ト　退職給付引当金 764,415  　△    千円 　　イ　退職給付債務の減少 1,496,266 千円

　　　（注）１　子会社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を 　　ロ　年金資産 649,064  　△    

　　　　　　　　採用しております。 　　ハ　未認識数理計算上の差異 29,991  　△     

　　ニ　未認識過去勤務債務 30,460  　△     

　　ホ　長期未払金等への振替 340,121  　△    

　　へ　退職給付引当金の減少 446,627 千円

　　　また、確定拠出年金制度への資産移換額は330,774千円であり、

　　８年間で移換する予定であります。なお、当連結会計年度末時点

　　の未移換額は283,259千円は、未払金40,563千円、長期未払金242

　　,696千円に計上しております。

　３　退職給付費用に関する事項 　３　退職給付費用に関する事項

　　イ　勤務費用 97,863 千円 　　イ　勤務費用 47,691 千円

　　ロ　利息費用 20,276 　　ロ　利息費用 8,722

　　ハ　期待運用収益 － 　　ハ　期待運用収益 －

　　ニ　会計基準変更時差異の費用処理額 35,335 　　ニ　会計基準変更時差異の費用処理額 －

　　ホ　数理計算上の差異の費用処理額 14,869 　　ホ　数理計算上の差異の費用処理額 6,098

　　ヘ　過去勤務債務の費用処理額 26,109 　　ヘ　過去勤務債務の費用処理額 10,878

　　ト　退職給付費用 194,454 千円 　　ト　退職給付費用 73,391 千円

　　　（注）１　簡便法を採用している連結子会社の退職給付費用は 　　チ　確定拠出年金制度への移行に伴う

　　　　　　　　「イ　勤務費用」に計上しております。 　　　　損益

　　リ　確定拠出年金制度への掛金支払額等 84,613

　　　　計 288,621  　△    千円

　　　（注）１　簡便法を採用している連結子会社の退職給付費用は

　　　　　　　　「イ　勤務費用」に計上しております。

446,627  　△    

前連結会計年度

　　至　平成17年６月30日）

当連結会計年度

　　至　平成18年６月30日）

（自　平成16年７月１日 （自　平成17年７月１日
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　４　退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 　４　退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

　　イ　退職給付見込額の期間配分方法

　　ロ　割引率 1.5 ％

　　ハ　期待運用収益率 0.0 ％

　　ニ　過去勤務債務の額の処理年数

　　　　　５年（発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年

　　　　　数による定額法によることとしております。）

　　ホ　数理計算上の差異の処理年数

　　　　　５年（発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年

　　　　　数による定額法により、翌連結会計年度から損益処理する

　　　　　こととしております。

　　ヘ　会計基準変更時差異の処理年数 　　　　　　　　　５年

　　　　　期間定額基準

前連結会計年度

　　至　平成17年６月30日）

当連結会計年度

　　至　平成18年６月30日）

（自　平成16年７月１日 （自　平成17年７月１日

－ 29 －



　(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 　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 　　　繰延税金資産

　　　　退職給付引当金 309,298 千円 　　　　確定拠出年金掛金 122,567 千円

　　　　役員退職慰労引当金 142,416 　　　　役員退職慰労引当金 151,023

　　　　繰越欠損金 17,082 　　　　繰越欠損金 59,707

　　　　貸倒引当金 85,250 　　　　貸倒引当金 93,837

　　　　ゴルフ会員権評価損 27,121 　　　　減損損失 35,639

　　　　固定資産の未実現利益の消去 75,460 　　　　ゴルフ会員権評価損 23,788

　　　　投資有価証券評価損 115,184 　　　　固定資産の未実現利益の消去 75,225

　　　　賞与引当金 28,428 　　　　投資有価証券評価損 121,768

　　　　未払事業税 16,799 　　　　賞与引当金 27,169

　　　　その他有価証券評価差額金 9,715 　　　　未払事業税 2,028

　　　　その他 16,334 　　　　その他有価証券評価差額金 6,904

　　　繰延税金資産小計 843,091 千円 　　　　その他 17,825

　　　評価性引当額 251,758　　　 △ 　　　繰延税金資産小計 737,484 千円

　　　繰延税金資産合計 591,333 千円 　　　評価性引当額 285,296　　　 △ 

　　　繰延税金負債 　　　繰延税金資産合計 452,188 千円

　　　　固定資産圧縮積立金 37,083　 　  △  千円 　　　繰延税金負債

　　　　その他有価証券評価差額金 116,321　　　 △ 　　　　固定資産圧縮積立金 37,083　 　  △  千円

　　　繰延税金負債合計 153,404　　　 △ 　　　　その他有価証券評価差額金 190,928　　　 △ 

　　　繰延税金資産の純額 437,928 千円 　　　　その他 589　 　  △     

　　　繰延税金負債合計 228,601　　　 △ 

　　　繰延税金資産の純額 223,587 千円

　　（注）　繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項 　　（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。 　　　　　　目に含まれております。

　　　　　　流動資産　　 　繰延税金資産 61,023 千円 　　　　　　流動資産　　　 繰延税金資産 107,025 千円

　　　　　　固定資産　　 　繰延税金資産 376,904 千円 　　　　　　固定資産　　　 繰延税金資産 117,150 千円

　　　　　　流動負債　　　 繰延税金資産 589 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 　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 　　　の原因となった主な項目別の内訳

　　　　法定実効税率 40.4 ％ 　　　　法定実効税率 40.4 ％

　　　　（調整） 　　　　（調整）

　　　　交際費等永久に損金に算入 　　　　交際費等永久に損金に算入

　　　　れない項目 　　　　れない項目

　　　　受取配当金等永久に益金に算入 　　　　受取配当金等永久に益金に算入

　　　　されない項目 　　　　されない項目

　　　　住民税均等割 7.1 　　　　住民税均等割 4.6

　　　　投資有価証券評価損 6.8　　　　　△  　　　　評価性引当額の増加額 4.0

　　　　貸倒引当金繰入額 2.0　　　　　△  　　　　連結調整勘定償却額 2.4

　　　　繰越欠損金 3.2 　　　　その他 0.5

　　　　その他 3.6 　　　　税効果会計適用後の

　　　　税効果会計適用後の 　　　　法人税等の負担率

　　　　法人税等の負担率

54.4 ％

3.3

0.8　　　　　△  

48.7 ％

3.8

0.6　　　　　△  

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)
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　(セグメント情報)

　１．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）

　　　全セグメントの売上高の合計、営業利益及び全セグメントの資産の金額が合計額の占める「食品製造販売事業」の割合がいずれも90％

　　を超えているため、記載を省略しております。

　　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）

　　　全セグメントの売上高の合計、営業利益及び全セグメントの資産の金額が合計額の占める「食品製造販売事業」の割合がいずれも90％

　　を超えているため、記載を省略しております。

　２．所在地事業の種類別セグメント情報

　　　前連結会計年度及び当連結会計年度において、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がないため、当該事項はあり

　　ません。

　３．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）

　　　海外売上高がないため、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）

　　　海外売上高が連結売上高の10％未満であるため、記載を省略しております。

－ 31 －



　(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）

　　　役員及び個人主要株主等 （千円未満は切り捨てて表示しております。）

役員の
兼任等

事業上
の関係

当社銀行借入に対
する債務被保証
(注１)

1,108,800 － －

資金の貸付(注２) －
役員長期
貸付金

47,860

受取利息(注２) 1,287 未収利息 137

㈱イチマサ冷蔵株
式の買取（注４）

13,464 － －

野崎正博
当社銀行借入に対
する債務被保証
(注３)

1,108,800 － －

㈱イチマサ冷蔵株
式の買取(注４)

7,752 － －

斎藤　昭 － －
当社
常務取締役

（被所有）
直接0.2

－ －
㈱イチマサ冷蔵株
式の買取(注４)

2,142 － －

鈴木正義 － － 当社取締役
（被所有）
直接0.2

－ －
㈱イチマサ冷蔵株
式の買取(注４)

1,020 － －

須貝一昭 － － 当社監査役
（被所有）
直接0.0

－ －
㈱イチマサ冷蔵株
式の買取(注４)

2,142 － －

渡辺晃史
（注５）

－ － － － － －
㈱イチマサ冷蔵株
式の買取(注４)

2,040 － －

坂井熙一 － －
当社監査役
坂井・斉木
法律事務所

－ － －
顧問弁護士として
の顧問料の支払い
(注６)

1,080 － －

　(取引条件及び取引条件の決定方針等）

　（注１）　当社は、銀行借入に対して代表取締役野崎正平より債務保証を受けております。なお、保証料の支払は行っておりま

            せん。

　（注２）　野崎正平に対する資金の貸付については、市場金利を勘案し利率を合理的に決定しており、期日一括返済条件として

　　　　　　おります。

　（注３）　当社は、銀行借入に対して代表取締役野崎正博より債務保証を受けております。なお、保証料の支払は行っておりま

　　　　　　せん。

　（注４）　株式の取引は株式鑑定評価によって決定した価格で、連結子会社㈱イチマサ冷蔵の株式の売買取引を行っております。

　（注５）　渡辺晃史氏は平成16年９月24日株主総会終結をもって監査役を退任しております。

　（注６）　坂井熙一氏が所属する法律事務所と顧問契約を締結しており顧問料については、一般的な取引条件と同様に決定して

　　　　　　おります。

期末残高

－ －
（被所有）
直接4.8

取引の内容

－

科目

（被所有）
直接14.8

役員及
びその
近親者

－ －
当社
代表取締役

野崎正平 － －
当社
代表取締役

－

事業の内容
又は職業

議決権等
の所有

（被所有）
割合(%)

関係内容

取引金額属性
会社等の
名称

住所 資本金

－ 32 －



　　　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）

　　　役員及び個人主要株主等 （千円未満は切り捨てて表示しております。）

役員の
兼任等

事業上
の関係

当社銀行借入に対
する債務被保証
(注１)

936,000 － －

資金の貸付(注２) －
役員長期
貸付金

47,860

受取利息(注２) 717 未収利息 137

野崎正博 － －
当社
代表取締役

（被所有）
直接5.0

－ －
当社銀行借入に対
する債務被保証
(注３)

936,000 － －

坂井熙一 － －
当社監査役
坂井・斉木
法律事務所

－ － －
顧問弁護士として
の顧問料の支払い
(注４)

1,440 － －

　(取引条件及び取引条件の決定方針等）

　（注１）　当社は、銀行借入に対して代表取締役野崎正平より債務保証を受けております。なお、保証料の支払は行っておりま

            せん。

　（注２）　野崎正平に対する資金の貸付については、市場金利を勘案し利率を合理的に決定しており、期日一括返済条件として

　　　　　　おります。

　（注３）　当社は、銀行借入に対して代表取締役野崎正博より債務保証を受けております。なお、保証料の支払は行っておりま

　　　　　　せん。

　（注４）　坂井熙一氏が所属する法律事務所と顧問契約を締結しており顧問料については、一般的な取引条件と同様に決定して

　　　　　　おります。

属性
事業の内容
又は職業

資本金住所
会社等の
名称

科目 期末残高取引金額取引の内容

関係内容議決権等
の所有

（被所有）
割合(%)

役員及
びその
近親者

野崎正平 － － －
当社
代表取締役

（被所有）
直接14.8

－

－ 33 －



　(１株当たり情報)

　１株当たり純資産額 505.55 円 535.98 円

　１株当たり当期純利益 13.07 円 21.58 円

　　なお、潜在株式調整後１株当たり当期 　　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、潜在株式がない 　純利益金額については、潜在株式がない

　ため、記載しておりません。 　ため、記載しておりません。

　（注）１株当たり情報の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

１．１株当たり純資産額

　連結貸借対照表の純資産の部の合計額

　（千円）

　普通株式に係る純資産額（千円） － 4,971,856

　連結貸借対照表の純資産の部の合計額

　と１株当たり純資産額の算定に用いら

　れた普通株式に係る連結会計年度度末

　の純資産産額との差額（千円）

　普通株式の発行済株式数（株） － 9,295,000

　普通株式の自己株式数（株） － 18,820

　１株当たり純資産額の算定に用いられ

　た普通株式の数（株）

２．１株当たり当期純利益

　当期純利益（千円） 124,311 200,259

　普通株主に帰属しない金額（千円） 3,000

（うち利益処分による役員賞与金(千円)） (3,000)

　普通株式に係る当期純利益（千円） 121,311 200,259

　期中平均株式数（千株） 9,280 9,277

　(重要な後発事象）

　　該当事項はありません。

－

前連結会計度 当連結会計度

前連結会計度 当連結会計度

（平成17年６月30日) （平成18年６月30日)

前連結会計度末 当連結会計度末

－ 9,276,180

(自　平成16年７月１日

  至　平成17年６月30日)

(自　平成17年７月１日

  至　平成18年６月30日)

－ －

－ 4,971,856

(自　平成16年７月１日 (自　平成17年７月１日

  至　平成17年６月30日)   至　平成18年６月30日)

－ 34 －



６．生産、受注及び販売の状況

　　（１）生産実績

    （注）生産実績は、販売価格によっており、消費税等は含まれておりません。

　　（２）受注状況

　　　　　①食品製造販売事業

　　　　　　見込生産を行っているため該当事項はありません。

　　　　　②その他の事業

　　　　　　該当事項はありません。

　　（３）販売実績

    （注）生産実績は、販売価格によっており、消費税等は含まれておりません。

               期    別 前連結会計年度 当連結会計年度 

  （自 平成16年7月 1日 

   至 平成17年6月30日）

（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 金額（千円） 金額（千円） 

増     減 

食品製造販売事業     24,524,309     25,706,637       1,182,327 

               期    別 前連結会計年度 当連結会計年度 

  （自 平成16年7月 1日 

   至 平成17年6月30日）

（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 金額（千円） 金額（千円） 

増     減 

食品製造販売事業     24,735,476     25,898,793       1,163,316 

その他の事業        274,436        278,376           3,940 

合    計     25,009,912     26,177,169       1,167,256 

－ 35 －




