
１．平成18年９月中間期の連結業績（平成18年４月１日～平成18年９月30日） 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）  48円 26銭 
※ 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７ページを参照して下さい。 

平成19年3月期 中間決算短信（連結） 

平成18年11月10日

上場会社名 エバラ食品工業株式会社 上場取引所 ＪＡＳＤＡＱ  

コード番号 2819 本社所在都道府県  神奈川県 

(URL http://www.ebarafoods.com) 

代表者 役職名 代表取締役社長  氏名  森村 忠司 

問い合わせ先責任者 役職名 代表取締役副社長 氏名  藤川 雍中  TEL (045)-314-0121(代表) 

決算取締役会開催日 平成18年11月10日 

親会社等の名称   －  (コード番号： －  ) 親会社等における当社の議決権所有比率  －％

米国会計基準採用の有無 無 

(1）連結経営成績 （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 21,896 △10.5 1,069 △13.4 1,091 △17.0

17年９月中間期 24,463 0.2 1,234 △33.2 1,314 △29.8

18年３月期 47,059  1,462  1,575  

 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 585 144.6 49 23 － －

17年９月中間期 239 △78.3 19 62 － －

18年３月期 379  30 29 － －

（注）①持分法投資損益 18年9月中間期 － 17年9月中間期 － 18年3月期 － 

②期中平均株式数（連結） 18年9月中間期11,901,099株 17年9月中間期12,210,862株 18年3月期 12,124,449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）連結財政状態 （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 29,388 18,181 61.9 1,529 19

17年９月中間期 30,102 18,212 60.5 1,500 01

18年３月期 27,807 18,132 65.2 1,516 59

（注） 期末発行済株式数(連結) 18年9月中間期11,889,700株 17年9月中間期12,141,500株 18年3月期 11,948,140株
 

(3）連結キャッシュ・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 △602 △325 △435 3,578

17年９月中間期 △500 188 △437 4,182

18年３月期 987 △571 △433 4,946

(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 ４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．平成19年3月期の連結業績予想（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 43,566  1,246  573  
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１．企業集団の状況 
 当社グループ（当社及び関係会社）は、当社（エバラ食品工業株式会社）及び連結子会社４社によって構成されて

おり、食品事業及びその他事業を主な業務としております。 

 なお、次の二部門は（セグメント情報）に掲げる事業の種類別セグメント情報の区分と同一であります。 

(1）食品事業 

 当社が製造販売している主要な製品は家庭用商品では肉まわり調味料、鍋物調味料、野菜まわり調味料、その他、

に区分され、業務用商品では肉まわり調味料、スープ、その他、に区分されております。また荏原食品（上海）有限

公司はスープを中心とした食品の製造販売を行っております。 

(2）その他事業 

 自動車運送取扱事業及び倉庫管理事業を子会社、株式会社エバラ物流において、広告宣伝事業を子会社、株式会社

横浜エージェンシーにおいて、また人材派遣事業を株式会社サンリバティー横浜において行っております。 

［事業系統図］ 

 以上述べた事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。 

製品 広告・企画

（食品事業） （その他事業） 人材派遣

物流サービス

広告・企画

人材派遣

㈱ｻﾝﾘﾊﾞﾃｨｰ横浜
（人材派遣事業）

得意先

㈱エバラ物流
(自動車運送取扱事
業・倉庫管理事業)

㈱横浜ｴｰｼﾞｪﾝｼｰ
（広告宣伝事業）

エバラ食品工業㈱
（食品製造販売）

物流サービス

荏原食品(上
海)有限公司
(食品製造販

売)
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２．経営方針 
(1）会社の経営の基本方針 

 当社グループは、「独創・挑戦の精神を重んじ、お客様に愛され、信頼される商品・サービスを提供し、豊かで人

に優しい社会の実現に貢献してまいります」という経営理念のもと、以下の５つの企業行動指針を掲げております。 

 顧客満足を最優先 

 価値ある商品、心の通ったサービスを通じてお客様の信頼、満足を最優先に考えて行動します。 

 信頼される企業行動 

 品質の「安心・安全」、コンプライアンスを通して、社会に信頼され、貢献できる企業となることを目指します。 

 新たなる創造と挑戦 

 新たなる商品、サービスを通して、企業価値の創造に挑戦してまいります。 

 環境への取組み 

 低負荷型社会、循環型社会の実現に貢献すべく、低公害、リサイクルを推進し環境対策に取り組みます。 

 さらなる成長を目指す 

 時代の変化に対応し、永遠なる成長をはかり、フェアー、タイムリーなディスクロージャーにより、株主、投資

家、社員の期待に応えてまいります。 

 また、食品業界は、消費者の食品に対する安全・安心意識が、より一層高まりを見せる中、その期待に応えるため

の取組みや改善を強く求められております。さらに、コーポレートガバナンス、企業倫理の確立等といった体制整備

についても、各企業は大きな責務を負っております。 

 それらの要請に応え、また企業の負うべき責務を果たしていくためにも、当社グループでは、企業価値を高めてい

く取組みが不可欠と考え、平成19年３月期の経営の基本方針を「社会的責任の遂行による企業価値の向上」とし、具

体的には、以下の５項目を重点的な目標として取組み、株主様、お取引先様、消費者の皆様、従業員等の当社を取り

巻く方々の期待に応えてまいりたいと考えております。 

① 内部統制の推進 

② リスクマネジメントの強化 

  ③ グループ経営の推進 

  ④ 新規事業の育成と強化 

⑤ 環境に対する具体的な取組み 

(2）会社の利益配分に関する基本方針 

 当社グループの利益配分に関する基本方針は、将来の事業展開と経営体質の強化のために、必要な内部留保を確保

しつつ、業績連動を加味しながら、出来る限り安定的な配当を継続し、株主の皆様のご期待に沿ってまいりたいと考

えております。 

 内部留保資金につきましては、今後予想される様々な経営環境の変化に対応し、さらなる成長を目指すために、事

業分野の拡大や研究・開発体制の強化、生産設備の拡充という、当社グループの成長を目指す事業展開を図るために

有効投資してまいりたいと考えております。 

(3）投資単位の引き下げに関する基本方針 

 株式の投資単位の引き下げは、個人投資家の株式市場への参加を促進し、株式の流動性を高めるために非常に有効

な手段であると考えております。特に当社は一般消費者向け製品を製造・販売しておりますので、個人投資家に配慮

した対応は、これからも重視すべきことと認識しております。 

 当社といたしましては、今後ＩＲ活動等を通じ、当社の事業戦略等の説明を十分尽くしながら、当社株価の推移や

株式市場の動向等を勘案した上、前向きに検討してまいりたいと考えております。 

(4）目標とする経営指標 

 当社グループは、投下資本に対するリターンの最大化を図ることにより、株主にとって魅力ある企業経営を行うた

め、経営指標として自己資本当期純利益率（ＲＯＥ）を重視し、ＲＯＥ９％を目標としております。厳しい経営環境

の中、早期の達成は困難な状況にありますが、長期的な目標達成に向けて、不断の経営努力を続けております。 
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(5）中長期的な会社の経営戦略 

  当社グループでは、現在、平成20年３月期を最終期とする中期３ヶ年経営計画にもとづき、事業運営を行っており

ます。初年度である前連結会計年度におきましては、業務用商品のうち、業績伸長に懸念があった冷凍食品事業子会

社の株式譲渡を行い、「選択と集中」策を実行しました。２年目にあたる当連結会計年度は、当社グループの強みを

もっとも発揮できる分野へ経営資源を集中し、業績の向上に努めております。 

  これまで当社グループでは「家庭用商品市場での強みを活かして、業務用商品市場に参入する」という方針のも 

と、食品事業を家庭用商品、業務用商品に区分して戦略策定を行ってまいりましたが、より明確に経営資源の集中を

図るため、家庭用、業務用を問わず、当社グループの強みを活かす『たれ及びたれ関連事業』と、それ以外の『食品

事業』に区分して戦略策定を行ってまいります。 

  そこで『たれ及びたれ関連事業』の市場規模は、周辺調味料市場を含めた場合、およそ2,600億円と推定され、当社

グループの成長余地はまだまだ十分にあり、事業環境が厳しくなっている今こそ、この事業分野を再び成長軌道に乗

せることが急務であると考えております。 

  この本業回帰により『たれ及びたれ関連事業』の強みを大いに推進し、基盤を磐石とした（ステップ１）うえで、

『食品事業』（ステップ２）、また海外事業等を含む新規事業（ステップ３）に挑戦してまいりたいと考えておりま

す。  

  『たれ及びたれ関連事業』に対する戦略方針は以下のとおりであります。  

 ① 成長対応 経営資源の集中により、一層のシェアの引き上げを推進します。 

 ② 成熟対応 成熟化した商品については、商品価値の維持・コスト削減を目指します。 

  たれ及びたれ関連以外の『食品事業』につきましては斬新な商品提案を行いながら、シェア拡大を目指します。 

 海外事業につきましては、現在、中国上海において業務用市場に向けた液体がらスープの販売事業を開始しており

ますが、当社グループの強みを活かせる商品アイテムについても生産・供給できる体制を視野に入れて事業開拓に努

めてまいります。 

  

(6）会社の対処すべき課題 

  当社グループは、平成20年３月期、当社第50期を最終年度とする、新中期３ヶ年経営計画の２年目を迎えておりま 

 す。当中間連結会計期間における進捗は、厳しい事業環境下、まだ大きな成果を生み出すまでに至っておりません 

 が、当面の対処すべき課題として以下を掲げ、全社一丸となり業績の向上に努めております。 

  まず第一に、当社グループでは、原油価格の高騰等による原材料・包装材料費等の値上げによる原価の上昇に対応 

 するため、原価低減の策定が急務であると考えており、全社的な「コスト削減」を実行しております。 

   第二の課題としては、当社グループの競争力の源泉である「研究開発力の強化」があげられます。消費者ニーズを 

 的確に捉え、かつ新たな市場を創造できる、基幹商品に次ぐ新商品開発を目指し、人員の強化、体制の見直し等の強 

 化策を推進しております。 

   第三として、商品力、販売力をより高めるため、戦略的業務提携等の検討も必要であると考えており、情報の収集 

 にあたっております。 

   第四としては、コーポレートガバナンスの視点より「内部統制システムの構築」について平成18年５月に内部統制 

 委員会を発足させ、構築と運用を推し進めております。 

  

(7）内部管理体制の整備・運用状況 

   当該事項につきましては、株式会社ジャスダック証券取引所に提出しております「コーポレート・ガバナンスに関 

 する報告書」をご参照下さい。 

  

(8）親会社等に関する事項 

 当社（エバラ食品工業株式会社）は親会社等を有していないため、当項目に記載すべき事項はありません。 

(9）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。 
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３．経営成績及び財政状態 
(1）経営成績 

    当中間連結会計期間における我が国経済は、企業収益の改善を背景にした設備投資が好調に推移するとともに、雇 

 用環境も改善するなど緩やかな景気回復基調を維持しました。一方、食品業界は、市場規模の停滞による企業間競争 

 に加え、消費者嗜好の多様化と短期化、安全性への関心増大等の構造的な課題のほか、ＢＳＥ問題の影響も引き続い 

 ております。 

    このような環境のもと、当社グループでは、現在、平成20年３月期を最終期とする中期３ヶ年経営計画にもとづ 

 き、事業運営を行っております。当連結会計年度よりは、当社グループの強みをもっとも発揮できる事業分野に経営 

 資源を集中し、業績の向上に努めております。 

    しかし、当社グループの当中間連結会計期間の業績は、売上高においては、冷凍食品事業の売却による売上高減の 

 ほか、競合の激化、天候不順等の影響を受けながらも、218億96百万円（前年同期比10.5％減）に留まりました。利益

 面におきましては、当連結会計年度初めより、原価低減、販売費及び一般管理費の全社的なコスト削減を推進したも 

 のの、売上高の減少、また原材料・包装材料費等の値上げによる原価上昇を吸収するまでには至らず、営業利益10億 

 69百万円（前年同期比13.4％減）、経常利益10億91百万円（前年同期比17.0％減）となりました。中間純利益におき 

 ましては、前中間連結会計期間に計上した減損損失がないことから、5億85百万円（前年同期比144.6％増）となりま 

 した。 

    なお、当社グループでは、平成18年３月31日付で、株式会社日本冷食の全株式をサンマルコ食品株式会社へ譲渡す 

 ることにより、冷凍食品事業の売却を行っております。そこで、前年同期実績より株式会社日本冷食の冷凍食品事業 

 を除いた継続事業ベースで前年同期比較を行うと以下のとおりとなります。 

  

    売上高    前年同期比   1.9％減 

    営業利益   前年同期比   23.4％減 

    経常利益   前年同期比    25.4％減 

    中間純利益  前年同期比   25.1％減 

  

    継続事業ベースのセグメント別業績概況は以下のとおりとなります。 

    （食品事業） 

    食品事業の主力である「たれ及びたれ関連事業」売上高のうち、『すき焼のたれ』、『キムチ鍋の素』等の鍋物調 

  味料が、春先に比較的低温傾向が続き、需要が下支えされたこと、また、平成18年８月の新商品、リニューアル商品 

  の投入も奏功し、好調に推移しました。しかし、肉まわり調味料においては、平成18年８月にリニューアルした『生 

  姜焼のたれ』等が売上高を伸ばしたものの、主力『焼肉のたれ』、『黄金の味』等が、厳しい競合環境等の影響を受 

  け、前年同期売上高を確保することができませんでした。野菜まわり調味料においては、『ノンオイルドレッシング 

 きれいサラダ』の商品見直しによる販売の中止に加えて、天候不順に起因する青果価格の高騰等の影響もあり、『浅 

 漬けの素』が前年同期売上高を下回ったため、前年同期売上高を割る結果となりました。また、業務用商品において 

 も、スープ関連商品に一部回復の兆しが見えるものの、外食業界における販売競争及び価格競争は激しさを増してお 

  り、前年同期売上高を上回ることはできませんでした。 

    一方、たれ及びたれ関連以外の「食品事業」におきましては、『横濱舶来亭』（カレーフレーク）等の既存商品が 

  好調を維持しました。また、平成18年９月には、当社グループの中長期的な事業展開を見据え、チルド流通市場への 

  参入可能性を探るべく投入した「エバラ おいしい キムチ」の貢献もあり、前年同期売上高を上回りました。 

    （その他事業） 

    その他事業は、広告宣伝事業が前年同期実績を下回りましたが、物流事業が新規顧客開拓により堅調に売上高を伸 

 ばすとともに、人材派遣事業が前年同期を上回る売上高を確保したことにより、その他事業全体として前年同期の売 

 上高を上回る実績を残しました。 

- 5- 



    売上高の内訳は以下のとおりとなります。なお、前年同中間期比は株式会社日本冷食における冷凍食品事業を除い 

 た、継続事業ベースで比較しております。 

  

  

   なお、当社グループにおきましては、当連結会計年度より食品事業のサブセグメントを上記のとおり改めておりま 

 す。ご参考までに、当中間連結会計期間の売上高の内訳を前中間連結会計年度までの家庭用、業務用に分けたサブセ 

 グメントで継続開示致しますと以下のとおりとなります。 

  

(2）財政状態 

① キャッシュ・フローの状況 

 当中間連結会計期間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、前連結会計年度末よ

り１３億６７百万円減少し、３５億７８百万円となりました。 

 当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況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） 

 営業活動の結果使用した資金は、６億２百万円（前年同期比1１億２百万円減少）となりました。これは主に売上

債権の増加額３２億１５百万円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） 

 投資活動の結果使用した資金は、３億２５百万円（前年同期比５億１４百万円減少）となりました。これは主に

有価証券の取得による支出２４億９５百万円によるものであります。 

事業名称 
前中間連結会計

期間売上高実績

当中間連結会計

期間売上高実績 
対前中間期比

     百万円   百万円    ％  

 食品事業 20,350 19,634 △3.5 

  
 たれ及びたれ関連事業 

 （家庭用・業務用のたれ・たれ関連調味料の製造販売） 19,476 18,705 △4.0 

  
 食品事業 

 （家庭用・業務用のたれ以外の食品の製造販売） 873 929 6.4 

 その他事業（広告宣伝事業、人材派遣事業、物流事業） 1,972 2,261 14.7 

事業名称及び製品群名 
前中間連結会計期間   

売上高実績 

当中間連結会計期間   

売上高実績 
対前中間期比

                  百万円            百万円         ％ 

 食品事業 20,350 19,634 △3.5 

   家庭用商品 15,742 15,161 △3.7 

    肉まわり調味料群 9,400 9,100 △3.2 

    鍋物調味料群 2,866 2,972 3.7 

    野菜まわり調味料群 2,883 2,425 △15.9 

    その他群 592 662 11.8 

   業務用商品 4,607 4,473 △2.9 

     肉まわり調味料群 1,535 1,465 △4.6 

     スープ群 1,880 1,850 △1.6 

     その他群 1,191 1,158 △2.8 

 その他事業 1,972 2,261 14.7 
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（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果使用した資金は、４億３５百万円（前年同期比２百万円増加）となりました。これは主に配当金

の支払額３億２１百万円によるものであります。 

② キャッシュ・フローの指標トレンド 

 （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 

＊各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。 

＊株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数により算出しております。 

＊キャッシュ・フローは営業キャッシュ・フローを使用しております。有利子負債は貸借対照表に記載されている負

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。 

(3）事業等のリスク 

  当社の事業展開、経営成績その他に関してリスク要因となる可能性があると考えられる主な事項、並びに必ずしも

事業上のリスクに該当しない事項についても、投資者の投資判断上重要であると考えられる事項については、投資者

に対する情報開示の観点から積極的に「有価証券報告書」に開示しております。なお、前事業年度の有価証券報告書

提出時以降、本短信発表時までに新たに認識した事業等のリスクはありません。 

  

(4）通期の見通し 

  食品業界及び当社グループを取り巻く環境は、引き続き非常に厳しい状態に置かれることを予想しております。当

中間連結会計期間における業績の進捗も当初予定した数値を幾分下回る結果となっております。 

  しかし、売上高においては、米国産牛肉の輸入再開に伴う食肉消費の回復が一定レベル見込めるとともに、平成18

年８月に投入した新商品、リニューアル品も好調な推移を見せていること等から、売上高の減退傾向もひとまず底を

打つことができると考えております。 

  また、下期以降におきましては、当連結会計年度初めより実施している、販売費及び一般管理費を中心としたコス

ト削減の本格的な効果も見込め、売上原価率の上昇は当初想定した範囲内で推移することが見込まれます。 

 これらの要因を勘案し、平成19年３月期連結業績予想は、平成18年５月11日に公表した売上高435億66百万円（前

期、株式会社日本冷食の株式を譲渡したことにより、次期連結売上高予想には冷凍食品事業売上高を含めておりませ

ん。）、経常利益12億46百万円、当期純利益５億73百万円から修正はしておりません。 

 なお、この業績予想は、発表日現在において入手可能な情報に基づき、作成したものであり、実際の業績は今後

様々な要因によって予測数値と異なる場合があります。 

前中間連結会計期間末 

（平成17年9月30日現在） 

当中間連結会計期間末 

（平成18年9月30日現在） 

前連結会計年度末 

（平成18年3月31日現在） 

Ⅰ営業活動によるキャッシュ・フロー Ⅰ営業活動によるキャッシュ・フロー Ⅰ営業活動によるキャッシュ・フロー

△5億円 △6億2百万円 9億87百万円

Ⅱ投資活動によるキャッシュ・フロー Ⅱ投資活動によるキャッシュ・フロー Ⅱ投資活動によるキャッシュ・フロー

1億88百万円 △3億25百万円 △5億71百万円

Ⅲ財務活動によるキャッシュ・フロー Ⅲ財務活動によるキャッシュ・フロー Ⅲ財務活動によるキャッシュ・フロー

△4億37百万円 △4億35百万円 △4億33百万円

Ⅳ現金及び現金同等物の期末残高 Ⅳ現金及び現金同等物の期末残高 Ⅳ現金及び現金同等物の期末残高 

41億82百万円 35億78百万円 49億46百万円

  平成17年9月期 平成18年9月期 平成18年3月期 

自己資本比率（％） 60.5 61.9 65.2 

時価ベースの自己資本比率（％） 62.9 53.4 68.7 

債務償還年数（年） － － 0.3 

インタレスト・カバレッジ・レシオ － － 133.9 
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４．中間連結財務諸表等 
(1）中間連結貸借対照表 

    
前中間連結会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（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 ※２   6,023,927     3,449,245     6,554,312   

２．受取手形及び売掛金 ※３   9,158,848     10,211,619     6,996,093   

３．有価証券     833,013     2,370,331     333,135   

４．たな卸資産     1,648,444     1,464,006     1,472,330   

５．繰延税金資産     357,800     343,504     277,438   

６．その他     592,312     397,836     965,236   

貸倒引当金     △27,293     △23,200     △17,635   

流動資産合計     18,587,053 61.7   18,213,343 62.0   16,580,910 59.6 

Ⅱ 固定資産                     

１．有形固定資産 ※１                   

(1) 建物及び構築物 ※２ 3,369,611     2,911,066     3,023,276     

(2) 土地 ※２ 3,003,872     3,143,854     2,965,920     

(3) その他   1,600,692 7,974,176 26.5 1,523,210 7,578,132 25.8 1,544,047 7,533,244 27.1 

２．無形固定資産     530,941 1.8   432,982 1.5   491,958 1.8 

                      

３．投資その他の資産                     

(1) 投資有価証券   1,287,685     1,495,678     1,624,545     

(2) 繰延税金資産   764,312     849,339     711,053     

(3) その他   1,048,872     906,262     950,928     

貸倒引当金   △90,368 3,010,501 10.0 △86,944 3,164,336 10.7 △84,654 3,201,873 11.5 

固定資産合計     11,515,618 38.3   11,175,451 38.0   11,227,076 40.4 

資産合計     30,102,672 100.0   29,388,795 100.0   27,807,987 100.0 
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前中間連結会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（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．支払手形及び買掛
金 

※２ 
※３ 

  6,025,201     5,723,113     5,051,813   

２．短期借入金     326,936     249,736     270,268   

３．1年以内に返済予定
の長期借入金 

※２   57,000     －     －   

４．未払金     1,086,247     1,038,799     1,036,022   

５．未払法人税等     672,715     690,781     67,466   

６．賞与引当金     261,844     217,209     214,370   

７．販売促進引当金     416,537     440,438     406,237   

８．その他     437,828     338,395     307,990   

流動負債合計     9,284,312 30.8   8,698,473 29.6   7,354,170 26.5 

Ⅱ 固定負債                     

１．長期借入金 ※２   199,500     －     －   

２．退職給付引当金     1,790,125     1,892,319     1,700,241   

３．役員退職慰労引当
金 

    436,914     451,702     471,044   

４.その他     179,453     164,654     149,619   

固定負債合計     2,605,993 8.7   2,508,675 8.5   2,320,905 8.3 

負債合計     11,890,305 39.5   11,207,149 38.1   9,675,076 34.8 

                      

（資本の部）                     

Ⅰ 資本金     1,387,136 4.6   － －   1,387,136 5.0 

Ⅱ 資本剰余金     1,655,226 5.5   － －   1,655,317 6.0 

Ⅲ 利益剰余金     15,218,816 50.6   － －   15,359,033 55.2 

Ⅳ その他有価証券評価
差額金 

    337,106 1.1   － －   398,396 1.4 

Ⅴ 為替換算調整勘定      3,618 0.0   － －   35,422 0.1 

Ⅵ 自己株式     △389,538 △1.3   － －   △702,395 △2.5 

資本合計     18,212,366 60.5   － －   18,132,911 65.2 

負債、少数株主持分
及び資本合計 

    30,102,672 100.0   － －   27,807,987 100.0 
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前中間連結会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（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
（％）

（純資産の部）                     

Ⅰ 株主資本                     

 １．資本金     －     1,387,136 4.7   －   

 ２．資本剰余金      －     1,655,201 5.7   －   

３．利益剰余金      －     15,609,768 53.1   －   

 ４. 自己株式     －     △792,426 △2.7   －   

  株主資本合計     －     17,859,679 60.8   －   

 Ⅱ 評価・換算差額等                     

  １．その他有価証 
    券評価差額金 

    －     293,058 1.0   －   

   ２．為替換算調整 
    勘定 

    －     28,906 0.1   －   

  評価・換算差額等合 
  計 

          321,965 1.1       

Ⅲ 新株予約権     －     － －   －   

Ⅳ 少数株主持分      －     － －   －   

  純資産合計     －     18,181,645 61.9   －   

  負債純資産合計     －     29,388,795 100.0   －   
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(2）中間連結損益計算書 

    
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

（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     24,463,945 100.0   21,896,667 100.0   47,059,379 100.0 

Ⅱ 売上原価     12,493,864 51.1   10,798,779 49.3   24,798,928 52.7 

売上総利益     11,970,081 48.9   11,097,887 50.7   22,260,450 47.3 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１   10,735,436 43.9   10,028,638 45.8   20,797,581 44.2 

営業利益     1,234,644 5.0   1,069,249 4.9   1,462,868 3.1 

Ⅳ 営業外収益                     

１．受取利息   3,775     6,883     7,447     

２．受取配当金   6,369     11,822     8,873     

３．賃貸収入   7,264     4,699     14,208     

４. 保険解約金   61,796     －     －     

５. 受取保険金   －     －     65,500     

６. 賠償金   －     －     19,579     

７. 還付加算金   －     3,629     －     

８. その他   17,638 96,843 0.4 6,953 33,987 0.2 27,113 142,722 0.3 

Ⅴ 営業外費用                     

１．支払利息   3,919     2,831     7,370     

２．新株発行費   2,271     －     2,271     

３．自己株式買取手数料   8,222     2,808     15,043     

４．為替差損    －     4,973     －     

５．その他   2,428 16,841 0.0 1,028 11,642 0.1 5,240 29,926 0.1 

経常利益     1,314,647 5.4   1,091,594 5.0   1,575,665 3.3 

Ⅵ 特別利益                     

１．固定資産売却益 ※２ －     －     10,384     

２．投資有価証券売却益   －     －     5,406     

３．貸倒引当金戻入益   5,284     1,700     15,456     

４．保険金解約差益   －     －     69,399     

５．役員退職慰労引当金
戻入 

  － 5,284 0.0 40,612 42,312 0.2 － 100,646 0.2 

Ⅶ 特別損失                     

１．固定資産売却損 ※３ －     －     1,303     

２．固定資産除却損 ※４ 6,734     7,190     34,409     

３．投資有価証券評価損   －     6,174     －     

４．関係会社株式売却損    －     －     107,106     

５．ゴルフ会員権評価損   －     －     3,700     

６．特別退職金   －     －     6,264     

７．企業再編に伴なう退
職金 

  －     －     146,710     

８．減損損失  ※５ 427,570     －     427,570     

９. 製品評価損    －     6,529     －     

10．その他   9,969 444,273 1.8 1,642 21,537 0.1 542 727,607 1.5 

税金等調整前中間
（当期）純利益 

    875,657 3.6   1,112,369 5.1   948,704 2.0 

法人税、住民税及び
事業税 

  647,709     659,399     523,022     

法人税等調整額   △11,629 636,079 2.6 △132,944 526,455 2.4 45,886 568,908 1.2 

中間（当期）純利益     239,578 1.0   585,914 2.7   379,795 0.8 
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(3）中間連結剰余金計算書及び中間連結株主資本等変動計算書 

  中間連結剰余金計算書 

中間連結株主資本等変動計算書 

 当中間連結会計期間（自平成18年４月１日 至平成18年９月30日） 

  
前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度の 
連結剰余金計算書 

(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） 

（資本剰余金の部）   

Ⅰ 資本剰余金期首残高 1,655,201   1,655,201

Ⅱ 資本剰余金増加高   

１．自己株式処分差益 25 25   116

Ⅲ 資本剰余金中間期末（期末）残高 1,655,226   1,655,317

    

（利益剰余金の部）   

Ⅰ 利益剰余金期首残高 15,281,215   15,281,215

Ⅱ 利益剰余金増加高   

１．中間（当期）純利益 239,578 239,578 379,795 379,795

Ⅲ 利益剰余金減少高   

１．配当金 276,777 276,777 

２．役員賞与 25,200 301,977 25,200 301,977

Ⅳ 利益剰余金中間期末（期末）残高 15,218,816   15,359,033

    

 
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 

平成18年３月31日 残高 

（千円） 
1,387,136 1,655,317 15,359,033 △702,395 17,699,091 

中間会計期間中の変動額      

新株の発行           

別途積立金の積立て           

剰余金の配当     △322,599   △322,599 

役員賞与     △12,500   △12,500 

中間純利益     585,914   585,914 

自己株式の取得       △91,901 △91,901 

自己株式の処分   △116 △79 1,870 1,675 

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） 
  △116 250,735 △90,030 160,588 

平成18年９月30日 残高 

（千円） 
1,387,136 1,655,201 15,609,768 △792,426 17,859,679 
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評価・換算差額等 

新株予約権 少数株主持分 純資産合計 
その他有価証券
評価差額金 

為替換算調整勘
定 

評価・換算差額
等合計 

平成18年３月31日 残高 

（千円） 
398,396 35,422 433,819 － － 18,132,911 

中間会計期間中の変動額       

新株の発行           － 

別途積立金の積立て           － 

剰余金の配当           △322,599 

役員賞与           △12,500 

中間純利益           585,914 

自己株式の取得           △91,901 

自己株式の処分           1,675 

株主資本以外の項目の中間会計期

間中の変動額（純額） 
△105,337 △6,516 △111,853     △111,853 

中間会計期間中の変動額合計 

（千円） 
△105,337 △6,516 △111,853 － － 48,734 

平成18年９月30日 残高 

（千円） 
293,058 28,906 321,965 － － 18,181,645 
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(4）中間連結キャッシュ・フロー計算書 

    
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度の要約連結キ
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 

        

税金等調整前中間（当期）純
利益 

  875,657 1,112,369 948,704 

減価償却費   469,313 427,679 985,773 

減損損失    427,570 － 427,570 

固定資産除却損   6,734 7,190 34,409 

固定資産売却損   － － 1,303 

固定資産売却益   － － △10,384 

有価証券売却益    － △283 － 

投資有価証券評価損    － 6,174 － 

投資有価証券売却損   5 － 27 

投資有価証券売却益   － － △5,406 

関係会社株式売却損   － － 107,106 

ゴルフ会員権評価損    3,700 － 3,700 

ゴルフ会員権売却損    － 1,642 514 

貸倒引当金の増加額（△は減
少額） 

  △11,114 7,854 △21,286 

退職給付引当金の増加額（△
は減少額） 

  △70,051 192,077 △159,934 

役員退職慰労引当金の増加額
（△は減少額） 

  △9,162 △19,342 25,168 

賞与引当金の増加額   103,848 2,839 89,893 

販売促進引当金の増加額   104,981 34,200 94,681 

受取利息及び受取配当金   △10,144 △18,705 △16,320 

支払利息   3,919 2,831 7,370 

売上債権の増加額   △1,580,392 △3,215,525 △121,034 

たな卸資産の減少額   178,303 8,311 40,961 

仕入債務の増加額（△は減少
額） 

  38,040 671,301 △356,930 

未払消費税等の増加額（△は
減少額） 

  76,194 △13,908 70,931 

役員賞与の支払額   △25,200 △12,500 △25,200 

その他   △218,872 113,768 278,641 

小計   363,329 △692,025 2,400,263 

利息及び配当金の受取額   9,823 17,906 14,566 

利息の支払額   △3,916 △2,834 △7,368 

法人税等の支払額   △870,081 △53,247 △1,420,461 

還付法人税等の受取額   － 127,206 － 

営業活動によるキャッシュ・フ
ロー 

  △500,845 △602,993 987,000 
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前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度の要約連結キ
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 

        

貸付金の回収による収入   5,405 412,350 12,958 

貸付金の増加による支出   △12,100 △5,000 △414,795 

定期預金の払戻による収入   2,136,197 1,802,100 4,034,300 

定期預金の預け入れによる支
出 

  △1,902,088 △103,200 △3,702,495 

投資有価証券の売却による収
入 

  63 － 34,173 

投資有価証券の取得による支
出 

  △75,077 △53,835 △342,227 

有価証券の償還による収入   1,010,000 － － 

有価証券の売却による収入   － 499,565 1,510,000 

有価証券の取得による支出   △499,924 △2,495,879 △499,924 

連結の範囲の変更を伴う子会
社株式の売却による支出  

  － － △153,738 

有形固定資産の売却による収
入 

  － － 23,682 

有形固定資産の取得による支
出 

  △482,786 △388,700 △990,262 

無形固定資産の売却による収
入 

  － － 166 

無形固定資産の取得による支
出 

  △88,530 △38,929 △160,016 

ゴルフ会員権の売却による収
入 

  － 2,857 285 

ゴルフ会員権の取得による支
出 

  － △4,697 － 

その他   97,758 47,965 76,093 

投資活動によるキャッシュ・フ
ロー 

  188,916 △325,402 △571,800 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フ
ロー 

        

短期借入金の増加額（△は減
少額） 

  113,736 △20,532 466,763 

長期借入金の返済による支出   △28,500 － △57,000 

配当金の支払額   △276,098 △321,675 △276,147 

自己株式の売却による収入    2,140 1,675 4,093 

自己株式の取得による支出    △249,215 △94,710 △570,757 

財務活動によるキャッシュ・フ
ロー 

  △437,938 △435,242 △433,047 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算
差額 

  3,618 △3,519 35,422 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額
（△は減少額） 

  △746,248 △1,367,158 17,574 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高   4,928,472 4,946,047 4,928,472 

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末
（期末）残高 

※ 4,182,223 3,578,889 4,946,047 
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１．連結の範囲に関する事

項 

 すべての子会社を連結しており

ます。 

連結子会社の数  ５社 

連結子会社の名称 

㈱横浜エージェンシー 

㈱エバラ物流 

㈱日本冷食 

㈱サンリバティー横浜 

荏原食品（上海）有限公司  

 上記のうち、荏原食品（上海）

有限公司については、当中間連結

会計期間において新たに設立した

ため、連結の範囲に含めておりま

す。 

 すべての子会社を連結しており

ます。 

連結子会社の数  ４社 

連結子会社の名称 

㈱横浜エージェンシー 

㈱エバラ物流 

㈱サンリバティー横浜 

荏原食品（上海）有限公司  

  

  

 すべての子会社を連結しており

ます。 

連結子会社の数  ４社 

連結子会社の名称 

㈱横浜エージェンシー 

㈱エバラ物流 

㈱サンリバティー横浜 

荏原食品（上海）有限公司  

 上記のうち、荏原食品（上海）

有限公司については、当連結会計

年度において新たに設立したた

め、連結の範囲に含めておりま

す。 

 従来、連結子会社であった株式

会社日本冷食の全株式を当連結会

計年度末に売却したため、連結の

範囲から除外しております。ただ

し、損益計算書及びキャッシュ・

フロー計算書は連結しておりま

す。 

２．持分法の適用に関する

事項 

 該当事項はありません。 同左 同左 

３．連結子会社の中間決算

日（決算日）等に関す

る事項 

 連結子会社のうち下記の会社が

親会社と中間決算日が異なります

が、中間連結財務諸表の作成にあ

たっては中間決算日現在の財務諸

表を使用し、中間連結決算日との

間に生じた重要な取引について

は、連結上必要な調整を行ってお

ります。 

６月30日 荏原食品(上海)有限公司 

  

 連結子会社のうち下記の会社が

親会社と中間決算日が異なります

が、中間連結財務諸表の作成にあ

たっては中間決算日現在の財務諸

表を使用し、中間連結決算日との

間に生じた重要な取引について

は、連結上必要な調整を行ってお

ります。 

６月30日 荏原食品(上海)有限公司 

  

 連結子会社のうち下記の会社が

親会社と決算日が異なりますが、

連結財務諸表の作成にあたっては

決算日現在の財務諸表を使用し、

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

整を行っております。 

12月31日 荏原食品(上海)有限公司 

４．会計処理基準に関する

事項 

      

(1）重要な資産の評価基

準及び評価方法 

イ 有価証券 

満期保有目的債券 

償却原価法（定額法）を採用

しております。 

イ 有価証券 

満期保有目的債券 

同左 

イ 有価証券 

満期保有目的債券 

同左 

  その他有価証券 

時価のあるもの 

 中間連結決算日の市場価格

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

より算出）を採用しておりま

す。 

その他有価証券 

時価のあるもの 

 中間連結決算日の市場価格

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

により算出）を採用しており

ます。 

その他有価証券 

時価のあるもの 

 連結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

算出）を採用しております。 

  時価のないもの 

 移動平均法による原価法を

採用しております。 

時価のないもの 

同左 

時価のないもの 

同左 

  ロ たな卸資産 

 総平均法による原価法を採用

しております。 

ロ たな卸資産 

同左 

ロ たな卸資産 

同左 
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項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

(2）重要な減価償却資産

の減価償却の方法 

イ 有形固定資産 

 当社及び連結子会社は定率法

を採用しております。ただし、

当社及び連結子会社は平成10年

４月１日以降に取得した建物

（附属設備を除く）は定額法に

よっております。 

  

 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 
３～47年

機械装置及び

運搬具 
３～９年

工具器具及び

備品 
２～20年

イ 有形固定資産 

 当社及び連結子会社の一部

は、定率法を採用しておりま

す。ただし、当社及び連結子会

社は平成10年４月１日以降に取

得した建物（附属設備を除く）

は定額法によっております。  

 また、在外子会社につきまし

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。 

建物及び構築

物 
３～47年

機械装置及び

運搬具 
３～９年

工具器具及び

備品 
２～20年

イ 有形固定資産 

 当社及び連結子会社は定率法

を採用しております。ただし、

当社及び連結子会社は平成10年

４月１日以降に取得した建物

（附属設備を除く）は定額法に

よっております。 

  

 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 
３～47年

機械装置及び

運搬具 
３～９年

工具器具及び

備品 
２～20年

  ロ 無形固定資産 

 当社及び連結子会社は定額法

を採用しております。 

 なお、自社利用のソフトウェ

アについては、社内における利

用可能期間（５年）に基づく定

額法を採用しております。 

ロ 無形固定資産 

同左 

ロ 無形固定資産 

同左 

(3）重要な引当金の計上

基準 

イ 貸倒引当金 

 当社及び連結子会社は、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

可能性を勘案し、回収不能見込

額を計上しております。 

イ 貸倒引当金 

同左 

イ 貸倒引当金 

同左 

  ロ 賞与引当金 

 当社及び連結子会社の一部

は、従業員の賞与支給に備える

ため、支給見込額を計上してお

ります。 

ロ 賞与引当金 

 当社及び連結子会社の一部

は、従業員の賞与支給に備える

ため、支給見込額を計上してお

ります。 

ロ 賞与引当金 

同左 

  ハ 販売促進引当金 

 当社は、中間決算日以前の小

売段階での特売条件販売に関連

して中間決算日以降に支払の見

込まれる販売促進費に備えるた

め、過去の実績に基づいた見積

額を販売促進引当金に計上して

おります。 

ハ 販売促進引当金 

同左 

ハ 販売促進引当金 

 当社は、決算日以前の小売段

階での特売条件販売に関連して

決算日以降に支払の見込まれる

販売促進費に備えるため、過去

の実績に基づいた見積額を販売

促進引当金に計上しておりま

す。 
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項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

  ニ 退職給付引当金 

 当社及び連結子会社の一部に

おいて、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及び年金資

産の見込額に基づき、当中間連

結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。 

 数理計算上の差異は、各連結

会計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（15年）による定額法

により按分した額をそれぞれ発

生の翌連結会計年度から費用処

理することとしております。 

ニ 退職給付引当金 

 当社及び連結子会社の一部に

おいて、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及び年金資

産の見込額に基づき、当中間連

結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。 

 数理計算上の差異は、各連結

会計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（15年）による定額法

により按分した額をそれぞれ発

生の翌連結会計年度から費用処

理することとしております。 

ニ 退職給付引当金 

 当社及び連結子会社の一部に

おいて、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及び年金資

産の見込額に基づき計上してお

ります。 

 数理計算上の差異は、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（15年）に

よる定額法により翌連結会計年

度から費用処理することとして

おります。 

  ホ 役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の支出に備

えて、当社及び連結子会社の一

部は役員退職慰労金規程に基づ

く中間連結会計期間末要支給額

を計上しております。 

ホ 役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の支出に備

えて、当社及び連結子会社の一

部は役員退職慰労金規程に基づ

く中間連結会計期間末要支給額

を計上しております。 

ホ 役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の支出に備

えて、当社及び連結子会社の一

部は役員退職慰労金規程に基づ

く連結会計年度末要支給額を計

上しております。 

(4）重要なリース取引の

処理方法 

 当社及び連結子会社の一部はリ

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。 

 当社及び連結子会社はリース物

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。 

 当社及び連結子会社はリース物

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。 

(5）その他中間連結財務

諸表（連結財務諸

表）作成のための基

本となる重要な事項 

イ 消費税等の会計処理 

 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。 

イ 消費税等の会計処理 

同左 

イ 消費税等の会計処理 

同左 

５．中間連結キャッシュ・

フロー計算書（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

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 

- 18- 



中間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  

前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

（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） 

 当中間連結会計期間より、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

税金等調整前中間純利益は427,570千

円減少しております。 

     当連結会計年度より、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427,570千円減

少しております。 

 なお、減損損失累計額については、

改正後の中間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。  

  

 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。 

    ───────────  （貸借対照表の純資産の部の表示に関

 する会計基準） 

   当中間連結会計期間より、「貸借対

 照表の純資産の部の表示に関する会計

 基準」（企業会計基準第５号 平成17

 年12月9日）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」（企業会計基準適用指針第８

 号 平成17年12月9日）を適用してお 

 ります。 

   これまでの資本の部の合計に相当す

 る金額は18,181,645千円であります。

  なお、当中間連結会計期間における

 中間連結貸借対照表の純資産の部につ

 いては、中間連結財務諸表規則の改正

 に伴い、改正後の中間連結財務諸表規

 則により作成しております。 

    ────────── 
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表示方法の変更 

前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 

    至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 

    至 平成18年９月30日） 

（中間連結貸借対照表） 

 「証券取引法等の一部を改正する法律」（平成16年６月

９日法律第97号）により、証券取引法第２条第２項におい

て、投資事業有限責任組合及びこれに類する組合への出資

を有価証券とみなすこととされたことに伴い、前中間連結

会計期間まで投資その他の資産の「その他」に含めており

ました投資事業組合への出資金（前中間連結会計期間

24,013千円、当中間連結会計期間2,684千円）を、当中間

連結会計期間より「投資有価証券」に含めて表示しており

ます。  

  

  

      ─────────────── 

  

（中間連結損益計算書） 

  前中間連結会計期間まで営業外収益「その他」に含めて

表示しておりました「保険解約金」については、当中間連

結会計期間において営業外収益の総額の100分の10を超え

ることとなったため、当中間連結会計期間より区分掲記す

ることといたしました。 

 なお、前中間連結会計期間の「保険解約金」は、822千

円であります。 

（中間連結損益計算書） 

  前中間連結会計期間まで営業外収益に区分掲記しており

ました「保険解約金」については、当中間連結会計期間に

おいて営業外収益の総額の100分の10未満となったため、

当中間連結会計期間より「その他」に含めて表示しており

ます。 

  なお、当中間連結会計期間の「保険解約金」は、575千

円であります。 
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注記事項 

（中間連結貸借対照表関係） 

前中間連結会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（平成18年３月31日） 

※１．有形固定資産の減価償却累計額は

11,457,829千円であります。 

※１．有形固定資産の減価償却累計額は

10,084,911千円であります。 

※１．有形固定資産の減価償却累計額は 

9,805,350千円であります。 

※２．担保に供している資産及びこれに対応

する債務は次のとおりであります。 

① 担保に供している資産 

※２．担保に供している資産及びこれに対応

する債務は次のとおりであります。 

① 担保に供している資産 

※２．担保に供している資産及びこれに対応

する債務は次のとおりであります。 

① 担保に供している資産 

定期預金 141,500千円

建物及び構築物 233,449 

土地 25,566 

合計  400,516千円

定期預金 142,500千円

合計 142,500千円

定期預金 142,500千円

合計 142,500千円

② 担保付債務 ② 担保付債務 ② 担保付債務 

買掛金 87,941千円

１年以内に返済予定の

長期借入金 
 57,000 

長期借入金  199,500 

合計 344,441千円

買掛金 94,083千円

合計 94,083千円

買掛金 111,944千円

合計 111,944千円

※３．         ────── ※３．中間連結会計期間末日満期手形 

   中間連結会計期間末日満期手形の会計 

   処理については、手形交換日をもって 

   決済処理をしております。なお、当中 

   間連結会計期間の末日は金融機関の休 

   日であったため、次の中間連結会計期 

   間末日満期手形が中間連結会計期間末 

   残高に含まれております。 

   受取手形         6,145千円 

   支払手形        41,049千円

※３．         ────── 
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（中間連結損益計算書関係） 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

※１．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

費目及び金額は次のとおりでありま

す。 

給料手当 1,375,397千円

退職給付費用  250,160 

役員退職慰労引当金繰

入額 
 21,690 

減価償却費  175,967 

宣伝費  1,718,396 

拡販費  2,491,274 

運送費  1,162,669 

賞与引当金繰入額  143,658 

販売促進引当金繰入額  416,537 

給料手当 1,363,120千円

退職給付費用      217,582 

役員退職慰労引

当金繰入額 
    26,353 

減価償却費    176,385 

宣伝費   1,513,053 

拡販費     2,422,146 

運送費         982,349 

賞与引当金繰入

額 
     139,377 

販売促進引当金

繰入額 
440,438 

給料手当 2,717,885千円

退職給付費用 443,424 

役員退職慰労引当金繰

入額 
56,022 

減価償却費 389,811 

宣伝費 3,054,017 

拡販費 5,328,825 

運送費 2,278,486 

賞与引当金繰入額 140,996 

販売促進引当金繰入額 406,237 

※２．         ────── ※２．         ────── ※２．固定資産売却益の内訳は、次のとおり

であります。 

  

建物及び構築物 2,142千円

機械装置及び運搬具 107 

土地 8,134 

計 10,384千円

※３．         ────── ※３．         ────── ※３．固定資産売却損の内訳は、次のとおり

であります。 

  電話加入権 1,303千円

計 1,303千円

※４．固定資産除却損の内訳は、次のとおり

であります。 

※４．固定資産除却損の内訳は、次のとおり

であります。 

※４．固定資産除却損の内訳は、次のとおり

であります。 

      

建物及び構築物 187千円

機械装置及び運搬具  4,671 

工具器具及び備品  1,875 

計 6,734千円

建物及び構築物 5,975千円

機械装置及び運搬具      1,098 

工具器具及び備品     116 

計   7,190千円

建物及び構築物  6,462千円

機械装置及び運搬具 23,854 

工具器具及び備品 4,092 

計 34,409千円
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前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

※５. 当中間連結会計期間において、当社グ

ループは以下の資産グループについて

減損損失を計上しました。 

    ───────────── 

※５．当連結会計期間において、当社グルー

プは以下の資産グループについて減損

損失を計上しました。 

 当社グループは、キャッシュ・フローを生み

出す最小単位として、主として工場を基本単

位としてグルーピングしております。また、

投資不動産につきましては、独立したキャッ

シュ・フローの生成単位としてグルーピング

しております。 

 ㈱日本冷食につきましては、冷凍食品事業

の収益性が継続して悪化しているため、事業

に使用している資産の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、建物及び構築物257,286千円、

機械装置50,297千円、土地20,793千円及びそ

の他32,070千円であります。 

 賃貸マンションにつきましては、市場価格

の著しい下落により、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4,317千円及び土地62,807

千円であります。 

 なお、当資産グループの回収可能価額は使

用価値により測定しており、将来キャッシ

ュ・フローを14.72％で割り引いて算出してお

ります。 

場所 用途 種類 
減損損失

(千円) 

㈱日本冷食 

（北海道 

 網走郡）  

本社・工場 

建物、機械

装置及び 

土地等 

360,446

賃貸マンシ

ョン 

（東京都 

 新宿区）  

投資不動産  
建物及び土

地  
67,124

 

 当社グループは、キャッシュ・フローを生み

出す最小単位として、主として工場を基本単

位としてグルーピングしております。また、

投資不動産につきましては、独立したキャッ

シュ・フローの生成単位としてグルーピング

しております。 

  ㈱日本冷食につきましては、冷凍食品事業

の収益性が継続して悪化しているため、事業

に使用している資産の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、建物及び構築物257,286千円、

機械装置50,297千円、土地20,793千円及びそ

の他32,070千円であります。 

  賃貸マンションにつきましては、市場価格

の著しい下落により、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4,317千円及び土地62,807

千円であります。 

 なお、当資産グループの回収可能価額は使

用価値により測定しており、将来キャッシ

ュ・フローを14.72％で割り引いて算出してお

ります。 

場所 用途 種類 
減損損失

（千円）

㈱日本冷食

（北海道 

 網走郡） 

本社・工場 

建物、機械

装置及び 

土地等 

360,446

賃貸マンシ

ョン 

（東京都 

 新宿区） 

投資不動産  
建物及び土

地 
67,124
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（中間連結株主資本等変動計算書関係） 

当中間連結会計期間（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 

 （注）１．普通株式の自己株式の株式数の増加59千株は、市場での買付けによる増加57千株及び単元未満株式の買取り 

     による増加2千株であります。 

    ２．普通株式の自己株式の株式数の減少1千株は、単元未満株式の買増請求による減少であります。 

  

２．配当に関する事項 

 配当金支払額 

 (中間連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

 
前連結会計年度末株
式数（千株） 

当中間連結会計期間
増加株式数（千株）

当中間連結会計期間
減少株式数（千株） 

当中間連結会計期間
末株式数（千株） 

発行済株式     

普通株式 12,398 － － 12,398 

合計 12,398 － － 12,398 

自己株式 (注）１，２     

普通株式 450 59 1 508 

合計 450 59 1 508 

（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23日 

定時株主総会 
普通株式 322,599 27.0 平成18年３月31日 平成18年６月23日 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（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

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９月30日現在） 

（単位：千円） 

※現金及び現金同等物の中間期末残高と中間

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18年９月30日現在） 

（単位：千円） 

※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18年３月31日現在） 

（単位：千円） 

現金及び預金勘定 6,023,927 

投資その他の資産の「そ

の他」に計上されている

長期性預金 

100,000 

預入期間３ヶ月を超える

定期預金 
 △2,274,792 

有価証券勘定  333,088 

現金及び現金同等物  4,182,223 

現金及び預金勘定 3,449,245 

預入期間３ヶ月を超える

定期預金 
   △242,500 

有価証券勘定       372,144 

現金及び現金同等物   3,578,889 

現金及び預金勘定 6,554,312 

預入期間３ヶ月を超える

定期預金 
△1,941,400 

有価証券勘定 333,135 

現金及び現金同等物 4,946,047 
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（リース取引関係） 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

 リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース取

引 

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額、減損損失累計額相当額及

び中間期末残高相当額 

 リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース取

引 

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額、減損損失累計額相当額及

び中間期末残高相当額 

 リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース取

引 

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額、減損損失累計額相当額及

び期末残高相当額 

  
取得価額
相当額 
（千円） 

減価償却
累計額相
当額 
（千円） 

減損損
失累計
額相当
額  
 （千円）

中間期末
残高相当
額 
（千円） 

(有形固
定資産) 
その他 

2,351,117 1,206,190 30,049 1,114,877 

無形固定
資産 

18,161 10,151 － 8,009 

合計 2,369,278 1,216,342 30,049 1,122,887 

  
取得価額
相当額 
（千円） 

減価償却
累計額相
当額 
（千円） 

中間期末
残高相当
額 
（千円） 

(有形固定資産) 
その他 

2,405,928 1,062,752 1,343,176 

無形固定資産 － － － 

合計 2,405,928 1,062,752 1,343,176 

  
取得価額
相当額 
（千円） 

減価償却
累計額相
当額 
（千円） 

期末残高
相当額 
（千円） 

(有形固定資産) 
その他 

2,126,182 1,145,512 980,670 

無形固定資産 － － － 

合計 2,126,182 1,145,512 980,670 

２．未経過リース料中間期末残高相当額等 

未経過リース料中間期末残高相当額 

２．未経過リース料中間期末残高相当額等 

未経過リース料中間期末残高相当額 

２．未経過リース料期末残高相当額等 

  未経過リース料期末残高相当額 

１年内 355,606千円

１年超 811,554千円

合計 1,167,160千円

リース資産減損勘定

の残高  
 27,618千円

１年内 373,343千円

１年超    976,161千円

合計  1,349,505千円

リース資産減損勘定

の残高  
      －

１年内 294,180千円

１年超 696,343千円

合計 990,523千円

リース資産減損勘定

の残高 
－

３．支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額、支払利息相当

額及び減損損失 

３．支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額、支払利息相当

額及び減損損失 

３．支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額、支払利息相当

額及び減損損失 

支払リース料 211,039千円

リース資産減損勘定

の取崩額  

 2,431千円

減価償却費相当額 202,909千円

支払利息相当額 5,951千円

減損損失   30,049千円

支払リース料    207,698千円

リース資産減損勘定

の取崩額  

  －

減価償却費相当額  203,967千円

支払利息相当額 2,013千円

減損損失  －

（注）当連結会計年度末における株式売却に

より連結の範囲から除外した株式会社

日本冷食の数値を支払リース料、減価

償却相当額、支払利息相当額及び減損

損失に含めております。 

支払リース料 411,342千円

リース資産減損勘定

の取崩額 

－

減価償却費相当額 393,957千円

支払利息相当額 10,938千円

減損損失  30,049千円

４．減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額を

零とする定額法によっております。 

４．減価償却費相当額の算定方法 

同左 

４．減価償却費相当額の算定方法 

同左 

５．利息相当額の算定方法 

 リース料総額とリース物件の取得価額相

当額との差額を利息相当額とし、各期への

配分方法は利息法によっております。 

５．利息相当額の算定方法 

同左 

５．利息相当額の算定方法 

同左 

     ──────────── 

  

     ──────────── 

  

（減損損失について）  

  連結除外となった株式会社日本冷食を除

き、リース資産に配分された減損損失はあり

ません。 
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（有価証券関係） 

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの 

２．その他有価証券で時価のあるもの 

 （注）減損処理にあたっては、中間連結会計期間末および連結会計年度末における時価が取得原価に比べ50％以上下

落した場合には、全て減損処理を行い、同一銘柄について２期間（中間・期末）継続して30～50％下落した場合には、

当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理を行っております。 

３．時価のない主な有価証券の内容 

  

前中間連結会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前連結会計年度末 
（平成18年３月31日） 

中間連結貸
借対照表計
上額 
（千円） 

時価 
（千円） 

差額 
（千円） 

中間連結貸
借対照表計
上額 
（千円） 

時価 
（千円） 

差額 
（千円） 

連結貸借対
照表計上額 
（千円） 

時価 
（千円） 

差額 
（千円） 

(1）国債・地方債等 226,208 234,349 8,141 1,274,994 1,281,901 6,906 226,425 228,135 1,709 

(2）社債 － － － － － － － － － 

(3）その他 － － － － － － － － － 

合計 226,208 234,349 8,141 1,274,994 1,281,901 6,906 226,425 228,135 1,709 

  

前中間連結会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前連結会計年度末 
（平成18年３月31日） 

取得原価 
（千円） 

中間連結貸
借対照表計
上額 
（千円） 

差額 
（千円） 

取得原価 
（千円） 

中間連結貸
借対照表計
上額 
（千円） 

差額 
（千円） 

取得原価 
（千円） 

連結貸借対
照表計上額 
（千円） 

差額 
（千円） 

(1）株式 478,287 1,044,093 565,805 718,152 1,209,935 491,783 714,890 1,383,420 668,529 

(2）債券                   

① 国債・地方債

等 
－ － － － － － － － － 

② 社債 － － － － － － － － － 

③ その他 － － － － － － － － － 

(3）その他 － － － － － － － － － 

合計 478,287 1,044,093 565,805 718,152 1,209,935 491,783 714,890 1,383,420 668,529 

  

前中間連結会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前連結会計年度末 
（平成18年３月31日） 

中間連結貸借対照表計上額 
（千円） 

中間連結貸借対照表計上額 
（千円） 

連結貸借対照表計上額 
（千円） 

満期保有目的の有価証券       

コマーシャル・ペーパー 499,924 999,835 － 

その他有価証券        

非上場株式 14,700 9,100 14,700 

投資事業組合出資金  2,684 － － 

マネー・マネージメン

ト・ファンド 
282,271 331,570 282,290 

中期国債ファンド 10,270 － 10,271 

公社債投資信託 40,545 40,573 40,573 
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（デリバティブ取引関係） 

   前中間連結会計期間（自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日）、当中間連結会計期間（自 平成18年 

 ４月１日 至 平成18年９月30日）及び前連結会計年度（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日） 

  当社グループは、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。 

（ストック・オプション等関係） 

    当中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

        当社グループは、ストック・オプションを付与しておりませんので、該当事項はありません。  
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（セグメント情報） 

ａ．事業の種類別セグメント情報 

前中間連結会計期間（自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日） 

  
食品事業 
（千円） 

その他事業 
（千円） 

計（千円） 
消去又は全社 
（千円） 

連結（千円） 

売上高           

(1）外部顧客に対する売上高 22,491,153 1,972,792 24,463,945 － 24,463,945 

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
－ － － － － 

計 22,491,153 1,972,792 24,463,945 － 24,463,945 

営業費用 21,119,317 1,898,129 23,017,446 211,854 23,229,300 

営業利益 1,371,835 74,662 1,446,498 (211,854) 1,234,644 

  
食品事業 
（千円） 

その他事業 
（千円） 

計（千円） 
消去又は全社 
（千円） 

連結（千円） 

売上高           

(1）外部顧客に対する売上高 19,634,842 2,261,824 21,896,667 － 21,896,667 

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
－ － － － － 

計 19,634,842 2,261,824 21,896,667 － 21,896,667 

営業費用 18,487,725 2,145,656 20,633,381 194,036 20,827,418 

営業利益 1,147,117 116,167 1,263,285 (194,036) 1,069,249 

  
食品事業 
（千円） 

その他事業 
（千円） 

計（千円） 
消去又は全社 
（千円） 

連結（千円） 

売上高           

(1）外部顧客に対する売上高 43,191,754 3,867,625 47,059,379 － 47,059,379 

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
－ － － － － 

計 43,191,754 3,867,625 47,059,379 － 47,059,379 

営業費用 41,474,018 3,719,446 45,193,465 403,045 45,596,510 

営業利益 1,717,736 148,178 1,865,914 (403,045) 1,462,868 
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 （注）１．事業区分の方法 

事業は製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

２．各区分に属する主要な製品 

（前中間連結会計期間及び前連結会計年度）  

  

     （当中間当中間連結会計期間） 

３．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の金額は、前中間連結会計期間211,854千

円、当中間連結会計期間194,036千円及び前連結会計年度403,045千円であり、その主なものは、親会社の管

理部門に係わる費用等であります。 

ｂ．所在地別セグメント情報 

 前中間連結会計期間（自平成17年４月１日 至平成17年９月30日）、当中間連結会計期間（自平成18年４月１

日 至平成18年９月30日）及び前連結会計年度（自平成17年４月１日 至平成18年３月31日） 

 本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合がいずれも90％超であるため、所在地別セグメン

ト情報の記載を省略しております。 

ｃ．海外売上高 

 前中間連結会計期間（自平成17年４月１日 至平成17年９月30日）及び前連結会計年度（自平成17年４月１日

至平成18年３月31日） 

      海外売上高がないため該当事項はありません。 

      当中間連結会計期間（自平成18年４月１日 至平成18年９月30日） 

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

事業区分 主要製品 

食品事業 肉まわり調味料、鍋物調味料、野菜まわり調味料、スープ、冷凍食品等 

その他事業 広告代理、物流、人材派遣等 

事業区分 主要製品 

食品事業 肉まわり調味料、鍋物調味料、野菜まわり調味料、スープ等 

その他事業 広告代理、物流、人材派遣等 
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（１株当たり情報） 

 （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。 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（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 1,500.01円

１株当たり中間純利益 19.62円

１株当たり純資産額  1,529.19円

１株当たり中間純利益 49.23円

１株当たり純資産額 1,516.59円

１株当たり当期純利益 30.29円

 なお、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

式が存在しないため記載しておりま

せん。 

 当社は、平成17年５月20日付で株

式１株につき1.2株の株式分割を行っ

ております。 

 なお、当該株式分割が前期首に行

われたと仮定した場合の１株当たり

情報については、それぞれ以下のと

おりとなります。 

 なお、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

式が存在しないため記載しておりま

せん。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり

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。 

 当社は平成17年５月20日付で株式

１株につき1.2株の株式分割を行って

おります。 

 なお、当該株式分割が前期首に行

われたと仮定した場合の前連結会計

年度における１株当たり情報につい

ては、以下のとおりとなります。 

前中間連結 

会計期間 
前連結会計年度 

1株当たり純資産

額 

1株当たり純資産

額 

1,487円65銭 1,498円41銭

1株当たり中間純

利益 

1株当たり当期純

利益 

89円16銭 97円88銭

 なお、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

式が存在しないた

め記載しておりま

せん。 

 なお、潜在株式

調整後1株当たり

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。 

 

 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。 

１株当たり純資産額 1,498.41円

１株当たり当期純利益 97.88円

  
前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日)

  １株当たり中間（当期）純利益金額    

中間（当期）純利益（千円） 239,578 585,914 379,795 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 12,500 

（うち利益処分による役員賞与金） (－) (－) (12,500) 

普通株式に係る中間（当期）純利益

（千円） 
239,578 585,914 367,295 

期中平均株式数（株） 12,210,862 11,901,099 12,124,449 
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（重要な後発事象） 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

────── ────── ────── 
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５．生産、受注及び販売の状況 
(1）生産実績 

 （注）１．金額は製造原価によっており、セグメント間の内部振替前の数値によっております。 

２．上記の金額には、消費税は含まれておりません。 

(2）受注状況 

 当社グループ（当社及び連結子会社）は受注生産を行っていないため、該当事項はありません。 

(3）販売実績 

 （注）１．セグメント間の取引については相殺消去しております。 

２．前中間連結会計期間及び当中間連結会計期間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。 

３．本表の金額には、消費税等は含まれておりません。 

事業の種類別セグメントの名称 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日）

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日）

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日）

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

食品事業 8,454 100.0 6,943 100.0 16,775 100.0 

その他事業 － 0.0 － 0.0 － 0.0 

合計 8,454 100.0 6,943 100.0 16,775 100.0 

事業の種類別セグメントの名称 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日）

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日）

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日）

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

食品事業 22,491 91.9 19,634 89.7 43,191 91.8 

その他事業 1,972 8.1 2,261 10.3 3,867 8.2 

合計 24,463 100.0 21,896 100.0 47,059 100.0 

相手先 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

金額（百万円） 割合（％） 金額（百万円） 割合（％） 

株式会社菱食 3,530 14.4 2,932 13.4 
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