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親会社等の名称 東洋水産株式会社(コード番号：2875) 親会社等における当社の議決権所有比率　51.8％

１．平成18年9月中間期の業績（平成18年4月1日～平成18年9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9月中間期 6,813 ( 14.6) 403 ( 11.9) 402 (  9.9)
17年9月中間期 5,944 (  8.7) 360 (　4.2) 366 (  8.5)

18年3月期 13,229 996 1,005

中間(当期)純利益
１株当たり中間
(当期)純利益

潜在株式調整後１株当
たり中間(当期)純利益

百万円 ％ 円 銭 円 銭

18年9月中間期 267 ( 　34.9) 82 70 － －
17年9月中間期 197 ( △30.2) 61 31 － －

18年3月期 578 177 85 － －

(注)①持分法投資損益 18年9月中間期 －百万円 17年9月中間期 －百万円 18年3月期 －百万円
　　②期中平均株式数 18年9月中間期 3,229,000株 17年9月中間期 3,229,000株 18年3月期 3,229,000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、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率であります。

(2）財政状態 （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。

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9月中間期 7,906 5,007 63.3 1,550 67
17年9月中間期 6,554 4,421 67.5 1,369 45

18年3月期 7,595 4,802 63.2 1,486 04

(注)①期末発行済株式数 18年9月中間期  3,229,000株 17年9月中間期 3,229,000株 18年3月期 3,229,000株
    ②期末自己株式数 18年9月中間期      1,000株 17年9月中間期 1,000株 18年3月期 1,000株

(3）キャッシュ・フローの状況 （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。

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9月中間期 312 △1,003 670 1
17年9月中間期 289 △233 △57 24

18年3月期 1,085 △1,031 △57 22

２．平成19年3月期の業績予想（平成18年4月1日～平成19年3月31日）  

売上高 経常利益 当期純利益

 百万円 百万円 百万円

通　期 14,500 1,020 600
（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　　 185円82銭

３．配当状況

・現金配当 １株当たり配当金（円）

中間期末 期末 年間

18年３月期 － 18.0 18.0
19年３月期（実績） － －

18.0
19年３月期（予想） － 18.0

※　上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んで
おります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記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添付資料の５ページを参照して下さい。
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（　添　付　資　料　）

１．企業集団の状況
　当社の親会社である東洋水産株式会社が営んでいる主な事業内容は、魚介類の仕入・加工・販売、即席麺を中心とす

る加工食品の製造・販売、冷蔵倉庫業ならびに不動産賃貸業であります。当社は東洋水産株式会社の子会社として、同

社からの製造委託に基づくマルちゃんブランドの即席麺及び包装米飯の製造を主な事業内容としております。

 

当   社 東洋水産㈱ 得 意 先 

〔製造委託〕 

原材料仕入 

製品販売 販 売 

２．経営方針

(1）経営の基本方針
　当社は、「安全で安心な食品を安定してお客様に提供する。また、地球環境にやさしい事業活動を推進する。」

の経営方針の下に全社一丸となって食品の製造に取り組んでまいりました。これからも食品の安全と品質はもと

より、お客様においしく、健康的な食生活を提供いたします。また、地球環境問題へ積極的に取り組み、社会に

貢献していく所存であります。

(2）利益配分に関する基本方針
　当社の利益配分に関しましては、利益を株主に対して安定的に還元することを第一と考え、加えて将来の事業

展開に備えての内部留保の充実を図り財務体質の強化を図ることを基本方針としております。

(3）投資単位の引き下げに関する考え方及び方針
　当社は、１単元の株式数を1,000株としております。投資単位の引下げについては、個人投資家の株式市場への

参加を促進し、株式市場での流動性を高める有用な施策であると認識しており、今後の株式市場の動向ならびに

費用対効果を勘案しつつ慎重に対処したいと考えております。

(4）目標とする経営指標
　当社はＲＯＥ（株主資本利益率）10％を目標としております。株主資本を有効に活用し目標を達成することに

全社一丸となって取り組んでおります。

(5）中長期的な経営戦略
　当社の中長期的な経営戦略として以下のことを行います。

①　少子高齢化による社会環境変化の中で、今後の食スタイルは食事を個別に取る個食化傾向が強まり、無

菌包装米飯の需要は拡大するものと思われます。それに対応すべく平成18年7月より無菌包装米飯第2工

場が稼動しております。

②　食品の多様化の中で、米飯を中心に新製品の開発を目指すべく研究開発体制の強化充実をはかります。

③　これからの高齢化社会を見据え濃厚流動食事業の拡充をはかります。

　以上、企業基盤を磐石にするため経営効率を高めながら経営資源を投入してまいります。

(6）会社の対処すべき課題
　当社は食品に携わる企業として、社会的責任を自覚し、安全・安心な食品を提供することはもとより、法令を

遵守し、社会・消費者・株主・従業員に対して貢献できる会社を目指します。

　また、品質・環境の統合マネジメントシステムを構築し、ＩＳＯ9001・ＩＳＯ14001の認証取得をしました。こ

れらを活用し経営効率の向上につなげ、製品の安全、環境保全、資源の有効利用、省エネルギー、廃棄物のリサ

イクル化等の品質管理・環境問題に対し、その有効性を継続的に改善してまいります。

　今後、原油価格の動向次第により、包材、原材料等の価格に影響される中で、製造コストの更なる削減を進め

てまいります。
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 (7）親会社等に関する事項

　①親会社等の商号等

親会社等 属　性
親会社等の議決権所有割合

(％)

親会社等が発行する株式が

上場されている証券取引所等

 東洋水産株式会社  親会社 51.8％ 東京証券取引所市場第一部 

　②親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付け、親会社等やそのグループ企業との取引関係や人的・資本

的関係

  東洋水産株式会社は当社議決権の51.8％を所有する親会社です。当社は親会社の企業グループの中で加工食品

部門に属しております。当社は親会社から即席麺及び包装米飯の製造を受託しており、親会社への売上比率は

97.0％となっております。

　③親会社等の企業グループに属することによる事業上の制約、リスク及びメリット、親会社等やそのグループ企業

との取引関係や人的・資本的関係などの面から受ける経営・事業活動への影響等

　東洋水産株式会社は当社の議決権の51.8％を所有しておりますが、事業活動を行う上での承認事項など親会社

からの制約はありません。親会社の企業グループは当社の大口、かつ安定した取引先ですが、親会社の企業グルー

プに対する売上比率が97.0％と高いため、当社の業績は親会社の企業グループにおける即席麺・包装米飯の販売

動向に大きく依存する状況にあります。 

　④親会社等の企業グループに属することによる事業上の制約、親会社等やそのグループ企業との取引関係や人的・

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

に関する考え方及びそのための施策

　当社の親会社の企業グループへの売上比率は高いものの、親会社の企業グループとの取引条件は各企業と個別

協議により決定されており、その他親会社の企業グループ外企業の取引条件と同様のものとなっております。ま

た、当社は親会社の企業グループからの事業活動の独立性を高めるため親会社の企業グループ外への販売経路の

拡大にも努めております。 

　⑤親会社等からの一定の独立性の確保の状況

　親会社からの事業上の制約はなく、独自に事業活動を行っており、また、親会社の企業グループへの価格交渉

力を有するなど、親会社からの一定の独立性が確保されていると考えております。

    (8）内部管理体制の整備・運用状況

　　　当該事項につきましては、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」に記載しております。

－ 3 －



３．経営成績及び財政状態

(1）経営成績
　当中間会計期間におけるわが国の経済は、地域、業種、企業間の格差はあるものの設備投資、個人消費に支え

られ企業収益が改善し、景気は回復しつつあります。しかしながら、原油価格の動向が経済に与える影響に留意

する必要があると思われます。

　このような状況の中で、当社は当中間会計期間において原油価格の高騰による製造コストの増加を吸収しつつ、

コスト削減を進めてまいりました。また、「安全で安心な食品を安定してお客様に提供する。また、地球環境に

やさしい事業活動を推進する。」ことを基本方針に、品質管理体制の強化、地球環境問題への取り組みを積極的

に行ってまいりました。

　その結果、当中間会計期間の売上高は6,813,901千円（前年同期比14.6％増）、経常利益は402,394千円（前年

同期比9.9％増）となりました。また、投資有価証券売却益45,875千円を計上したことにより中間純利益は267,034

千円（前年同期比34.9％増）となりました。

　部門別業績の概況は次のとおりであります。

［即席麺部門］

　袋麺及び丼型カップ麺の受注が順調に推移したことにより、売上高は前年同期比6.5％増の3,873,411千円と

なりました。

［米飯部門］

　トレー入りレトルト包装米飯及び無菌包装米飯第2工場の本稼動により受注が順調に推移し、売上高は前年同

期比21.7％増の2,610,768千円となりました。

［その他］

　濃厚流動食は順調に推移しました。また昨年8月より生産を開始したＦＤ（フリーズドライ）カップスープ製

品についても受注が増加したことにより、売上高は前年同期比100.7％増の329,722千円となりました。

(2）財政状態
 　　　 当中間会計期間のキャッシュ・フローの状況

　当中間会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という）については、前中間会計期間末残高

24,671千円に比べて23,464千円減少し、当中間会計期間末残高1,207千円となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動による資金は、312,090千円の収入（前年同期比22,297千円の増加）となりました。これは主に、税

引前中間純利益が前年同期に比べ増加したこと、減価償却費が増加したことによるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動による資金は、1,003,371千円の支出（前年同期比770,031千円の増加）となりました。これは主に、

有形固定資産取得による支出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は、670,454千円の収入（前年同期比728,349千円の増加）となりました。これは主に、

短期借入金の増加によるものであります。

　なお、当社のキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記の通りであります。

平成17年９月中間期 平成18年９月中間期 平成18年３月期

自己資本比率（％） 67.5 63.3 63.2

時価ベースの自己資本比率（％） 68.7 64.1 74.0

債務償還年数（年） － 2.3 －

インタレスト・カバレッジ・レシオ － 268.62 －

　※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、いずれも財務数値により計算しております。

２．株式時価総額は、中間期末（期末）株価終値×中間期末（期末）発行済株式総数により計算しております。

３．営業キャッシュ・フローは中間キャッシュ・フロー計算書（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、中間貸借対照表（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、中間キャッシュ・フロー計算

書（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。
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(3) 通期の見通し
  通期の見通しとしては、即席麺部門の販売数量については上半期同様、順調に推移することと思われます。ま

た、米飯部門については無菌包装米飯第2工場の本稼動により販売数量の増加が見込まれます。なお、コスト削減

の施策として業務の効率化による人件費の削減を目指します。

　以上のことにより、平成19年3月期の業績予想といたしましては、売上高14,500百万円（前年同期比9.6％増）、

経常利益は1,020百万円（前年同期比1.4％増）、当期純利益は600百万円（前年同期比3.7％増）を予想しており

ます。

(4) 事業等のリスク
 ①経済状況

   当社は加工食品を中心とした食品製造業を営んでおります。そのため、食品に係る諸問題の発生により、

 一部の製品受注等に影響を受けることもあります。また天候により受注数に影響を受ける製品もあります。

 当社は、消費者の不信を取り除き、安心して購入していただけるようにＩＳＯの認証を取得し、より一層の

 原材料等の管理体制の強化を図ってまいりましたが、自然または人為的な諸問題により影響を受ける可能性

 があります。

   また食品業界全体が、個人消費の鈍化、素材価格の上昇によりコストの増加が見込まれ、厳しい状況が続く

と思われます。このような厳しい状況に対応するために当社は生産体制の再構築を進め、より一層のコスト削

減を推進してまいりますが、景気が回復しつつあるとはいえ個人消費は今後も鈍化すると思われ、委託先より

の受注が減少する可能性があります。

 　　　 ②親会社との関係

 　当社の主要販売先は、親会社である東洋水産株式会社であります。東洋水産株式会社との関係は良好に推

 移しており、今後とも取引の維持、拡大に努める所存ですが、東洋水産株式会社の事業展開の変更により、

 当社の経営成績に影響が発生する可能性があります。なお、当中間会計期間における東洋水産株式会社に対

 する販売実績は6,608,312千円であり、総販売実績における割合は97.0％であります。

 ③製品事故

　当社はＩＳＯの認証取得などを推進し安全な食品作りに積極的に取り組んでおり、製品事故を未然に防ぐ

ための設備の充実、管理体制の強化などを図っております。しかし原材料の腐敗や農薬などの問題、製造工

程での異物の混入、アレルゲン問題、流通段階での破袋等によるカビの発生など、製品事故が発生する可能

性があります。そのため製造物責任賠償保険等にも加入しております。万が一製造物責任賠償につながるよ

うな大規模な製品事故が発生した場合には、製品回収など多額のコストの発生や当社の評価に影響を与え、

それによる売上高の減少など、当社の業績と財政状況に影響を及ぼす可能性があります。

④販売価格

　食品業界全体が、個人消費の鈍化、素材価格の上昇による価格への転化が困難なことにより、当社の収益に

影響を及ぼす可能性があります。

　また当社の製造品に使用している一部の原材料（米、小麦粉など）についても収穫高などによる市場価格の

変動の影響を受け、これが製造コストに影響し、当社の収益に影響を及ぼす可能性があります。

⑤公的規制

　当社は各事業活動において食品衛生、食品規格、通商、独占禁止、特許、消費者、租税、環境、リサイクル

関連などの法規制の適用を受けており、当社はこれら規制を遵守しております。万が一これら規制を遵守する

ことを怠った場合、当社の事業活動が制限される可能性があります。またこれらの規制が遵守できなかった場

合には、規制に対応するための設備投資の充実などでコストの増加につながる可能性があり、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．中間財務諸表等
(1）中間貸借対照表

  
前中間会計期間末

（平成17年９月30日）
当中間会計期間末

（平成18年９月30日）

前事業年度
要約貸借対照表

（平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）        

Ⅰ　流動資産        

１　現金及び預金  24,671  1,207  22,033  

２　売掛金  1,278,016  1,278,135  1,371,266  

３　たな卸資産  230,046  222,340  204,827  

４　ＣＭＳ預け金  532,803  －  529,409  

５　その他 ※２ 62,048  165,793  53,390  

流動資産合計  2,127,586 32.5 1,667,476 21.1 2,180,929 28.7

Ⅱ　固定資産        

１　有形固定資産 ※１       

(1）建物  988,626  1,781,650  968,526  

(2）機械及び装置  1,983,332  3,509,470  1,861,566  

(3）土地  467,508  467,569  467,569  

(4）建設仮勘定  557,513  58,590  1,677,429  

(5）その他  146,620  167,814  148,461  

有形固定資産合計  4,143,600 63.2 5,985,095 75.7 5,123,555 67.5

２　無形固定資産  1,690 0.0 1,400 0.0 1,545 0.0

３　投資その他の資産        

(1）繰延税金資産  237,051  242,650  245,036  

(2）その他  44,231  9,444  44,102  

投資その他の資産
合計

 281,283 4.3 252,094 3.2 289,139 3.8

固定資産合計  4,426,574 67.5 6,238,590 78.9 5,414,240 71.3

資産合計  6,554,160 100.0 7,906,066 100.0 7,595,170 100.0
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前中間会計期間末

（平成17年９月30日）
当中間会計期間末

（平成18年９月30日）

前事業年度
要約貸借対照表

（平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）        

Ⅰ　流動負債        

１　買掛金  838,739  847,314  913,799  

２　関係会社短期借入
金

 －  728,380  －  

３　未払金  332,279  288,064  745,946  

４　未払法人税等  121,428  176,861  232,273  

５　その他 ※２ 253,260  270,433  305,128  

流動負債合計  1,545,706 23.6 2,311,054 29.2 2,197,148 28.9

Ⅱ　固定負債        

１　退職給付引当金  584,247  586,446  591,565  

２　役員退職慰労引当
金

 2,243  1,443  3,555  

固定負債合計  586,490 8.9 587,889 7.5 595,121 7.9

負債合計  2,132,197 32.5 2,898,944 36.7 2,792,270 36.8
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前中間会計期間末

（平成17年９月30日）
当中間会計期間末

（平成18年９月30日）

前事業年度
要約貸借対照表

（平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資本の部）        

Ⅰ　資本金  222,700 3.4 － － 222,700 2.9

Ⅱ　資本剰余金        

１　資本準備金  213,620  －  213,620  

資本剰余金合計  213,620 3.3 － － 213,620 2.8

Ⅲ　利益剰余金        

１　利益準備金  37,500  －  37,500  

２　任意積立金        

　　　別途積立金  3,590,000  －  3,590,000  

３　中間（当期）未処
分利益

 358,168  －  738,968  

利益剰余金合計  3,985,668 60.8 － － 4,366,468 57.5

Ⅳ　その他有価証券評価
差額金

 696 0.0 － － 834 0.0

Ⅴ　自己株式  △722 △0.0 － － △722 △0.0

資本合計  4,421,963 67.5 － － 4,802,900 63.2

負債資本合計  6,554,160 100.0 － － 7,595,170 100.0

        

（純資産の部）        

Ⅰ　株主資本        

１　資本金  － － 222,700 2.8 － －

２　資本剰余金        

　　　資本準備金  －  213,620  －  

　　資本剰余金合計  － － 213,620 2.7 － －

３　利益剰余金        

　　　利益準備金  －  37,500  －  

　　　その他利益剰余
　　　金　

       

　　　　別途積立金  －  4,110,000  －  

繰越利益剰余
金

 －  423,400  －  

　　利益剰余金合計  － － 4,570,900 57.8 － －

４　自己株式  － － △722 △0.0 － －

株主資本合計  － － 5,006,497 63.3 － －

Ⅱ　評価・換算差額等        

　　　その他有価証券評
　価差額金

 － － 624 0.0 － －

評価・換算差額等合
計

 － － 624 0.0 － －

純資産合計  － － 5,007,122 63.3 － －

負債及び純資産合計  － － 7,906,066 100.0 － －
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(2）中間損益計算書

  
前中間会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
要約損益計算書

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   5,944,700 100.0  6,813,901 100.0  13,229,763 100.0

Ⅱ　売上原価   5,458,137 91.8  6,253,204 91.8  11,972,886 90.5

売上総利益   486,562 8.2  560,696 8.2  1,256,877 9.5

Ⅲ　販売費及び一般管理
費

  125,577 2.1  156,715 2.3  260,194 2.0

営業利益   360,985 6.1  403,981 5.9  996,682 7.5

Ⅳ　営業外収益 ※１  8,796 0.1  8,912 0.2  16,231 0.2

Ⅴ　営業外費用 ※２  3,487 0.0  10,498 0.2  7,274 0.1

経常利益   366,295 6.2  402,394 5.9  1,005,640 7.6

Ⅵ　特別利益 ※３  5,424 0.0  45,875 0.7  5,424 0.1

Ⅶ　特別損失 ※４  42,010 0.7  8,740 0.1  49,339 0.4

税引前中間（当
期）純利益

  329,709 5.5  439,529 6.5  961,725 7.3

法人税、住民税及
び事業税

 118,130   167,003   386,657   

法人税等調整額  13,609 131,740 2.2 5,490 172,494 2.6 △3,700 382,957 2.9

中間（当期）純利
益

  197,969 3.3  267,034 3.9  578,768 4.4

前期繰越利益   160,199   －   160,199  

中間（当期）未処
分利益

  358,168   －   738,968  
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(3) 中間株主資本等変動計算書

　当中間会計期間（自平成18年４月１日　至平成18年９月30日）

株主資本 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

自己株式 
株主資本
合計 資本

準備金 

資本
剰余金
合計 

利益
準備金

その他利益剰余金
利益
剰余金
合計 

別途
積立金

繰越利益
剰余金

 平成18年３月31日残高

　(千円)
222,700 213,620 213,620 37,500 3,590,000 738,968 4,366,468 △722 4,802,065

中間会計期間中の変動額

 　別途積立金の積立

　（注）　
    520,000 △520,000 －  － 

 　剰余金の配当(注）      △58,122 △58,122  △58,122

　 役員賞与(注）      △4,480 △4,480  △4,480

 　中間純利益      267,034 267,034  267,034

 　株主資本以外の項目の中

間会計期間中の変動額

（純額）

         

 中間会計期間中の変動額合

計（千円）
－ － － － 520,000 △315,567 204,432 － 204,432

 平成18年９月30日残高　　

（千円）
222,700 213,620 213,620 37,500 4,110,000 423,400 4,570,900 △722 5,006,497

評価・換算差額等

純資産合計その他
有価証券
評価差額金

評価・換算差
額等合計

 平成18年３月31日残高

 （千円)
834 834 4,802,900

 中間会計期間中の変動額

 　別途積立金の積立

　（注）　
   

 　剰余金の配当(注）   △58,122

　 役員賞与(注）   △4,480

 　中間純利益   267,034

 　株主資本以外の項目の中

間会計期間中の変動額

（純額）

△209 △209 △209

 中間会計期間中の変動額合

計 （千円）
△209 △209 204,222

 平成18年９月30日残高　

　 （千円）
624 624 5,007,122

 (注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。
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(4）中間キャッシュ・フロー計算書

  
前中間会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度の要約
キャッシュ・フロー計算書
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッ
シュ・フロー

    

税引前中間（当期）
純利益

 329,709 439,529 961,725

減価償却費  206,921 288,533 434,484

受取利息及び受取配
当金

 △2,206 △248 △3,291

支払利息  － 1,161 －

投資有価証券売却益  － △45,875 －

有形固定資産売除却
損

 42,010 8,740 49,339

売上債権の減少額
（△増加額）

 △33,679 93,131 △126,929

たな卸資産の減少額
（△増加額）

 △350 △17,512 24,868

仕入債務の増加額
（△減少額）

 △15,263 △66,485 59,796

退職給付引当金の増
加額（△減少額）

 5,445 △5,119 12,764

役員退職慰労引当金
の減少額

 △40,378 △2,112 △39,065

未払消費税等の増加
額（△減少額）

 14,461 △46,492 46,492

その他の流動資産の
減少額（△増加額）

 △12,841 △119,004 5,816

その他の流動負債の
増加額

 10,405 11,797 34,877

役員賞与の支払額  △5,740 △4,480 △5,740

小計  498,494 535,563 1,455,137

利息及び配当金の受
取額

 2,208 248 3,294

利息の支払額  － △1,161 －

法人税等の支払額  △210,909 △222,559 △373,225

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 289,793 312,090 1,085,205
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前中間会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度の要約
キャッシュ・フロー計算書
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッ
シュ・フロー

    

有形固定資産の取得
による支出

 △732,432 △1,617,561 △1,533,584

有形固定資産の売却
による収入

 5,581 815 5,763

投資有価証券の売却
による収入

 － 83,375 －

貸付けによる支出  △1,750,731 － △3,952,525

貸付金の回収による
収入

 2,244,243 － 4,449,020

ＣＭＳ預け金の純増
減額

 － 529,409 －

その他  － 590 －

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 △233,339 △1,003,371 △1,031,325

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

 － 728,380 －

配当金の支払額  △57,894 △57,926 △57,959

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 △57,894 670,454 △57,959

Ⅳ　現金及び現金同等物の
減少額

 △1,441 △20,825 △4,079

Ⅴ　現金及び現金同等物の
期首残高

 26,112 22,033 26,112

Ⅵ　現金及び現金同等物の
中間期末（期末）残高

 ※ 24,671 1,207 22,033
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

 
前中間会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１　資産の評価基準及び評価

方法

(1）たな卸資産

　月次移動平均法による原価法に

よっております。

(1）たな卸資産

同左

(1）たな卸資産

同左

(2）有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

中間決算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。）

(2）有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

中間決算日の市場価格等に基

づく時価法（評価差額は全部

純資産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。）

(2）有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく

時価法（評価差額は全部資本

直入法により処理し、売却原

価は移動平均法により算定し

ております。）

時価のないもの

移動平均法による原価法

時価のないもの

同左

時価のないもの

同左

２　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日以降

に取得した建物（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　　　　　15年～31年

機械装置　　　９年～16年

(1）有形固定資産

同左

(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、ソフトウェア（自社利用

分）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

(2）無形固定資産

同左

 ３　引当金の計上基準 (1）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えて、当

事業年度末における退職給付債務

及び年金資産の見込額に基づき、

当中間会計期間末において発生し

ていると認められる額を計上して

おります。 

　過去勤務債務は、その発生時の

従業員の平均残存勤務期間以内の

一定の年数（10年）による定額法

により費用処理しております。数

理計算上の差異は各事業年度の発

生時における従業員の平均残存勤

務期間以内の一定の年数（10年）

による定額法により按分した額を

それぞれ発生の翌事業年度から費

用処理することとしておりま

す。 

(1）退職給付引当金

         　同左

　

(1）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えて、当

事業年度末における退職給付債務

及び年金資産の見込額に基づき計

上しております。

　過去勤務債務は、その発生時の

従業員の平均残存勤務期間以内の

一定の年数（10年）による定額法

により費用処理しております。数

理計算上の差異は発生時における

従業員の平均残存勤務期間以内の

一定の年数（10年）による定額法

により按分した額をそれぞれ発生

の翌事業年度から費用処理してお

ります。

(2）役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支給に備え

て、内規に基づく中間期末要支給

額を計上しております。

(2）役員退職慰労引当金

同左

(2）役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支給に備え

て、内規に基づく期末要支給額を

計上しております。

４　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 同左
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前中間会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

５　中間キャッシュ・フロー

計算書（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ヶ月以内に

償還期限の到来する短期投資から

なっております。

同左 　　　　　　　同左

６　その他中間財務諸表（財

務諸表）作成のための基

本となる重要な事項

消費税等の会計処理について

　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。

消費税等の会計処理について

同左

消費税等の会計処理について

同左

中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

 　　　　　―――――― （貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準）

　当中間会計期間より、「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、当中間会計期間末にお

ける従来の表示による資本の部の合計

に相当する額は、純資産の部の合計と

一致しております。 

　なお、当中間会計期間における中間

貸借対照表の純資産の部については、

中間財務諸表等規則の改正に伴い、改

正後の中間財務諸表等規則により作成

しております。

　 　      ――――――

表示方法の変更

前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

　　　　　 ―――――― （中間キャッシュ・フロー計算書）

 「貸付による支出」「貸付金の回収

による収入」は期間が短く、かつ、回

転が速い項目に係るキャッシュ・フ

ローであるため、「ＣＭＳ預け金の純

増減額」として純額で表示することと

いたしました。

  なお、当中間会計期間の「貸付によ

る支出」は△690,430千円、「貸付金

の回収による収入」は1,219,840千円

であります。

　　　　　――――――
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注記事項

（中間貸借対照表関係）

前中間会計期間末
（平成17年９月30日）

当中間会計期間末
（平成18年９月30日）

前事業年度末
（平成18年３月31日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額

　　　　　 3,824,919千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

　　　　　 4,246,869千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

　　　　　 4,023,274千円

※２　消費税等の取扱い

仮払消費税等及び預り消費税等

は、相殺のうえ、流動負債「そ

の他」に含めて表示しておりま

す。

※２　消費税等の取扱い

仮払消費税等及び預り消費税等

は、相殺のうえ、流動資産「そ

の他」に含めて表示しておりま

す。

※２　　　――――――

（中間損益計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

※１　営業外収益の主要項目 ※１　営業外収益の主要項目 ※１　営業外収益の主要項目

受取利息 2,199千円 受取利息 240千円 受取利息 3,278千円

※２　　　―――――― ※２　営業外費用の主要項目 ※２　　　――――――

   支払利息 1,161千円    

※３　特別利益の主要項目

役員退職慰労引当金戻入益

5,424千円

※３　特別利益の主要項目

投資有価証券売却益

     45,875千円

※３　特別利益の主要項目

  役員退職慰労引当金戻入益

　　　　　　　　　　　 5,424千円 

※４　特別損失の主要項目 ※４　特別損失の主要項目 ※４　特別損失の主要項目

固定資産除却損 42,010千円 固定資産除却損 8,740千円 固定資産除却損 49,339千円

５　減価償却実施額 ５　減価償却実施額 ５　減価償却実施額

有形固定資産 206,776千円

無形固定資産 144千円

有形固定資産 288,388千円

無形固定資産 144千円

有形固定資産 434,194千円

無形固定資産 289千円

（中間株主資本等変動計算書関係）

 

当中間会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）
 
１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前事業年度末株式数

（千株）

当中間会計期間増加

株式数（千株）

当中間会計期間減少

株式数（千株）

当中間会計期間末株

式数（千株）

 発行済株式     

 　　普通株式　 3,230 － － 3,230

合計 3,230 － － 3,230

 自己株式     

 　　普通株式　 1 － － 1

合計 1 － － 1
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　２．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18年６月27日

定時株主総会
普通株式 58,122 18.0  平成18年３月31日  平成18年６月27日

（中間キャッシュ・フロー計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

　現金及び現金同等物の中間期末残高

と中間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中間期末残高

と中間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９月30日現在） （平成18年９月30日現在） （平成18年３月31日現在）

現金及び預金勘定 24,671千円

現金及び現金同等物 24,671千円

現金及び預金勘定 1,207千円

現金及び現金同等物 1,207千円

現金及び預金勘定 22,033千円

現金及び現金同等物 22,033千円

①　リース取引

 ＥＤＩＮＥＴによる開示を行うため記載を省略しております。

②　有価証券

前中間会計期間末（平成17年９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） 中間貸借対照表計上額（千円） 差額（千円）

株式 352 1,509 1,157

　（注）　当中間会計期間において、その他有価証券で時価のある株式については減損処理は行っておりません。

なお、時価のあるその他有価証券の減損処理にあたっては、下記の基準によっております。

①　50％以上下落した場合のものについては、すべて減損処理を行います。

②　50％未満30％以上下落したものについては、個別銘柄毎に、市場価格の推移を基に時価と帳簿価格との乖離

状況等を把握するとともに発行体の公表された個別財務諸表における各財務比率等を総合的に判断し、回復

可能性のないものについて減損処理を行います。

２　時価評価されていないその他有価証券

 中間貸借対照表計上額（千円）

非上場株式 39,001
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当中間会計期間末（平成18年９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） 中間貸借対照表計上額（千円） 差額（千円）

株式 352 1,389 1,037

　（注）　当中間会計期間において、その他有価証券で時価のある株式については減損処理は行っておりません。

なお、時価のあるその他有価証券の減損処理にあたっては、下記の基準によっております。

①　50％以上下落した場合のものについては、すべて減損処理を行います。

②　50％未満30％以上下落したものについては、個別銘柄毎に、市場価格の推移を基に時価と帳簿価格との乖離

状況等を把握するとともに発行体の公表された個別財務諸表における各財務比率等を総合的に判断し、回復

可能性のないものについて減損処理を行います。

２　時価評価されていないその他有価証券

 中間貸借対照表計上額（千円）

非上場株式 1,501

前事業年度末（平成18年３月31日）

１　その他有価証券で時価のあるもの

 取得原価（千円） 貸借対照表計上額（千円） 差額（千円）

株式 352 1,738 1,385

　（注）　当事業年度において、その他有価証券で時価のある株式については減損処理は行っておりません。

なお、時価のあるその他有価証券の減損処理にあたっては、下記の基準によっております。

①　50％以上下落した場合のものについては、すべて減損処理を行います。

②　50％未満30％以上下落したものについては、個別銘柄毎に、市場価格の推移を基に時価と帳簿価格との乖離

状況等を把握するとともに発行体の公表された個別財務諸表における各財務比率等を総合的に判断し、回復

可能性のないものについて減損処理を行います。

２　時価評価されていないその他有価証券

 貸借対照表計上額（千円）

非上場株式 39,001

③　デリバティブ取引

前中間会計期間

（自　平成17年４月１日　

　　至　平成17年９月30日）

当中間会計期間

（自　平成18年４月１日　

　　至　平成18年９月30日）

前事業年度

（自　平成17年４月１日

　　至　平成18年３月31日）

 　当社は、デリバティブ取引を全く

 利用しておりませんので、該当事項

 はありません。

 　　　　　　　同左

 

 

 　　　　　　　同左

 

 

④　持分法損益等

前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

　当社は関連会社がないため記載して

おりません。

同左 同左
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（１株当たり情報）

項目
前中間会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１株当たり純資産額 1,369.45円         1,550.67円         1,486.04円

１株当たり中間（当期）純

利益

61.31円      82.70円       177.85円

潜在株式調整後１株当たり

中間（当期）純利益

潜在株式調整後１株当たり

中間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。

同左 潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額については、

潜在株式がないため記載し

ておりません。

　（注）　１株当たり中間（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。

 
前中間会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

中間（当期）純利益（千円） 197,969 267,034 578,768

普通株主に帰属しない金額 　　　― ― 4,480

利益処分による役員賞与（千円） 　　　（―） （―）    （4,480）

普通株式に係る中間（当期）純利益(千円) 197,969 267,034 574,288

普通株式の期中平均株式数（株） 3,229,000 3,229,000 3,229,000
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５．生産、受注及び販売の状況
(1）生産実績

　当中間会計期間における生産実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。

事業部門 生産高（千円） 前年同期増減率（％）

即席麺 3,879,394 6.5

米飯 2,623,530 22.4

その他 324,896 86.2

合計 6,827,821 14.5

　（注）１．金額は、販売価格によっております。

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(2）受注実績

　当中間会計期間における受注実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。

事業部門

受注高 受注残高

金額（千円）
前年同期増減率

（％）
金額（千円）

前年同期増減率
（％）

即席麺 3,819,672 4.8 138,940 △15.2

米飯 2,593,189 19.1 87,610 △28.0

その他 318,107 93.2 23,186 3.8

合計 6,730,969 12.5 249,738 △18.9

　（注）　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(3）販売実績

　当中間会計期間における販売実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。

事業部門 販売高（千円） 前年同期増減率（％）

即席麺 3,873,411 6.5

米飯 2,610,768 21.7

その他 329,722 100.7

合計 6,813,901 14.6

　（注）１．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。

相手先
前中間会計期間 当中間会計期間

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％）

東洋水産株式会社 5,751,028 96.7 6,608,312 97.0

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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