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１．18 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） 
（1）連結経営成績                                                             （百万円未満切り捨て） 

 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 10,116 12.2 △1,360 ― △1,625 ― 
17 年９月中間期 9,015 △1.9 △1,320 ― △1,608 ― 
18 年３月期 23,721  908  345  

 

 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 △992 ― △32 69 ― ― 
17 年９月中間期 △1,059 ― △34 76 ― ― 
18 年３月期 221  7 30 7 28 
(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 1 8 年３月期 ―百万円
 ② 期中平均株式数(連結) 18 年９月中間期 30,373,851 株 17 年９月中間期 30,466,041 株 1 8 年３月期 30,398,172 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 

 
（2）連結財政状態                                                             （百万円未満切り捨て） 
 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 35,558  5,579  15.5  181  48  
17 年９月中間期 36,933  5,456  14.8  179  90  
18 年３月期 33,771  6,705  19.9  221  09  
(注)  期末発行済株式数(連結) 18 年９月中間期 30,458,268 株 17 年９月中間期 30,330,580 株 1 8 年３月期 30,329,260 株

 
（3）連結キャッシュ・フローの状況                                             （百万円未満切り捨て） 

 
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 △2,403  △339  2,853  860  
17 年９月中間期 △1,660  △708  2,595  1,477  
18 年３月期 2,152  △825  △1,837  749  

 
（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     ６社    持分法適用非連結子会社数    ―社    持分法適用関連会社数    ―社 
 
（5）連結範囲及び持分法の適用の異動状況 
     連結（新規）     ―社    （除外）    ―社      持分法（新規）    ―社    （除外）    ―社 
 
２．19 年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 27,700  1,600  900  
（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）29 円 55 銭 
  ※上記の業績予想につきましては、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであります。 
    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。 

 
 



 

 １．企 業 集 団 の 状 況   

 
当社グループは、株式会社雪国まいたけ（当社）と子会社 12 社及び関連会社２社で構成され、まいたけ・えりんぎ・ぶな

しめじの生産販売を主な事業とし、更に加工食品の製造販売、石油類の販売等を事業としております。 

当社グループの事業内容と当社及び子会社、関連会社の当該事業に係わる位置付け並びに事業の種類別セグメントとの関連

は、次のとおりであります。 

（1）食品事業  主要な商製品は、まいたけ・えりんぎ・ぶなしめじ等の菌茸類と、水煮、乾燥、水産品等の加工食品、も

やし、健康食品及び農産物等であります。 

菌 茸 類 ………… 当社が生産及び販売を行い、培地主原料は子会社雪国アグリ㈱及び㈱トミオカ、培地副原料は

主に子会社㈲今町興産が製造しております。なお、販売の一部は子会社雪国アグリ㈱及びユキ

グニマイタケコーポレーションオブアメリカが行っております。 

加工食品 ………… 当社がまいたけ・えりんぎ・ぶなしめじの加工食品を製造販売し、子会社㈱トータクが主に水

産品の加工食品を製造しております。 

も や し ………… 子会社㈱雪国バイオフーズが製造、当社が販売しております。 

健康食品 ………… 当社が製造し、当社及び関連会社タナベ雪国アソシエイツ㈱が販売しております。 

農 産 物 ………… 当社及び子会社雪国アグリ㈱が仕入販売しております。 

（2）その他の事業   石油類販売で、子会社㈱雪国商事が販売しております。 

 

以上の当社グループの状況について、事業の系統図を示すと次のとおりであります。 
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 ２．経  営  方  針   
 

１．経営の基本方針 

      当社グループは、「食品の生産・販売事業を通じ、健康によい高品質な食品を社会に提供し、国民生活の充実と食文化の 

繁栄に貢献する」ことを基本理念として掲げ、きのこ事業を中心とした企業活動を通じて、株主、顧客、社員及び地域社会 

に貢献すると共に、企業価値の向上を目指してまいります。 

 

２．利益配分に関する基本方針 

      当社は、企業価値を高め、株主利益を増大させていくことを最重要課題と位置付け、収益力の強化に努めております。利 

    益配分につきましては、事業基盤や財務体質の強化を図りつつ、安定的な配当の継続を目指しております。 

      内部留保金につきましては、既存の生産能力増強と中長期事業戦略の展開に必要な設備投資、研究開発投資に資金を効率 

的に投下し、業績の向上に努めてまいります。 

 

３．投資単位の引下げに関する考え方及び基本方針 

      当社は、平成 14 年６月１日に投資単位を 1,000 株から 100 株に引き下げ、投資家層の拡大及び株式の流動性の向上を図 

ってまいりました。今後も株価水準を見ながら、適宜適切な施策を講じてまいります。 

 

４．目標とする経営指標 

      当社グループは、株主の皆様に対する利益還元の実現と当社グループの継続的成長を図る観点から、ＥＰＳ（１株当たり 

当期純利益）を重要な経営指標と位置付けております。 

きのこ業界では厳しい価格競争が続き、年々販売価格の下落が進んでおりますが、そうした中で、更なる品質改善による 

    商品価値の向上とコスト低減のための様々な施策を通じ、厳しい競争環境の中で勝ち抜ける企業体質を作り上げ、2009 年 

    ３月期におけるＥＰＳ（１株当たり当期純利益）77 円を目標に収益力の向上に努めてまいります。 
 

５．中長期的な会社の経営戦略及び会社の対処すべき課題 

      当社グループは、中長期的に安定した企業グループの発展に向け、当社が独自に開発してきた大量生産技術と品質管理技 

術を基に、生産・販売品目の拡大と生産・販売エリアの拡大に取り組んでまいります。最近の茸の市場は、栽培技術の進歩 

により新しい菌種の開発が進み、店先でも多くの種類の茸が陳列され、消費者の選択肢の幅が広がっております。当社は、 

今年７月にタカラバイオ株式会社との間で「きのこ事業業務提携契約書」を締結し、９月１日から当社の新商品として「雪 

国本しめじ」「雪国はたけしめじ」の販売を開始いたしました。この２つの新しい商品は、旨みや食感の良さがセールスポ 

イントであり、今後消費の増大が期待できる茸であります。当社グループは、この新しい茸の事業化を本格的に進め、販売 

拡大のみならず自社での生産も視野に入れて取り組んでまいります。 

また、当社の技術力と販路の利用は、茸のみならず野菜や加工食品もその対象として、新しい商品価値の創造に挑戦して 

まいります。 

  エリア戦略としては、国内では滋賀県における生産拠点の設置と西日本の販路拡大、国外においては既に進めております 

中国でのきのこ事業に次いで米国での事業展開を計画しております。国内・国外共に事業着手の諸条件がほぼ整っており、 

現在は具体的な事業計画の検討を進めている段階であります。 

  これらの中長期的事業戦略を進める上で、新しい販路の拡大、新たな生産技術の確立、市場ニーズの把握、有能な人材の 

確保、財務基盤の強化などが今後対処すべき課題であると認識しております。 

 

６．親会社等に関する事項 

      当社は親会社等を有していないため、記載すべき事項はありません。 
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３．経営成績及び財政状態   
 

１．経営成績 

（1） 当中間連結会計期間の概況 

        当中間連結会計期間におけるわが国経済は、好調な企業業績を背景に民間設備投資、個人消費とも堅調に推移し、息の 

長い景気拡大が続いております。米国経済の動向、原油価格の先行き、そして日銀の再利上げなどの懸念材料はあるもの 

の、雇用環境の改善に伴い消費は底固く推移することが予想され、この先も景気拡大は持続することが見込まれます。 

  青果市況は、日照不足や局地的な大雨などの天候不順の影響から夏季において葉物、果菜類を中心に品薄の状態となり、 

野菜高値の局面が暫く続きましたが、８月中旬以降は生産量も回復し安定した動きとなりました。きのこ類は、こうした 

青果市況を背景に総じて数量・単価共に順調に推移いたしました。 

  このような状況の中、当社グループは、生産・販売が一体となり、顧客満足度を満たす商品の供給に努め、商品価値及 

び企業価値の向上に向けた取組みを進めてまいりました。昨年設置しましたお客様相談室に寄せられたお客様の声を販売 

部門・生産部門が共有し、一層の品質・サービスの向上に繋げる体制作りに努めてまいりました。 

  また、ISO9001（品質規格）・ISO14001（環境規格）・ISO22000（食品安全規格）の各マネジメントシステムを軸に、 

当社グループが一体となり企業グループの価値向上に努めてまいりました。当社におきましては、ＴＱＭ活動の推進を通 

して、方針管理をはじめとする社内の機能強化に向け全社を挙げて取り組んでまいりました。 

  販売面では、絶対的な商品の安全性と品質の高さを基に、顧客との信頼関係の強化に努め、生きのこ事業の売上高は、 

75 億１百万円（前年同期比 16.1％増）となり、売上を拡大することができました。その他食品事業の中では、４月から 

のＴＶＣＭが大きな反響を呼んだ「雪国もやし」が、販売量を伸ばし売上高の増加に寄与したことで、当中間連結会計期 

間の売上高は 101 億 16 百万円（前年同期比 12.2％増）となりました。 

  一方利益面におきましては、原油価格が高止まりする中で、燃料費コストや素材料コストが上昇したことに加え、広告 

宣伝費６億８百万円のうち、ＴＶＣＭ等４億 61 百万円の支出などにより、経常損失は 16 億 25 百万円（前年同期は 16 

億８百万円の損失）、中間純損失は９億 92 百万円（前年同期は 10 億 59 百万円の損失）とほぼ前年並の実績に留まりま 

した。 

 

（2）事業の種類別セグメントの状況 

事業の種類 連結売上高 
（百万円） 

前年同期比 
（％） 

ま い た け 3,661 △1.4 
え り ん ぎ 1,833 12.3 

 

ぶ な し め じ 2,005 79.6 

 

生 き の こ 事 業 7,501 16.1 
加 工 食 品 事 業 565 △9.9  
そ の 他 食 品 事 業 1,574 9.6 

食 品 事 業 計 9,640 13.1 
そ の 他 の 事 業 475 △3.0 

合  計 10,116 12.2 
 

〔生きのこ事業〕 

        「まいたけ」は、依然として競合会社の安値攻勢が続き、売上高は 36 億 61 百万円（前年同期比 1.4％減）と若干の減 

少となりました。「えりんぎ」は、生産設備の改善による生産能力向上などにより販売量を伸ばした結果、売上高は 18 

億 33 百万円（前年同期比 12.3％増）となりました。「ぶなしめじ」は、昨年からの販路拡大により期初から出荷量は順 

調に推移いたしました。また、当期より食べきりタイプの新アイテムを加えるなど、売上の拡大に努めた結果、売上高は 

20 億５百万円（前年同期比 79.6％増）と大きく売上を伸ばしました。 
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〔加工食品事業〕 

  加工食品事業では、自社生産きのこを原料とする安全性の高さを背景に、多様化する消費者ニーズを捉えた商品開発力 

の強化を図り、水煮や冷凍製品を中心に販売先の開拓に取り組んでまいりました。しかし、外食産業、ＣＶＳなどのメニ 

ューの多様化に伴い、価格面はもとよりメニュー提案の競争も激しく、売上高は５億 65 百万円（前年同期比 9.9％減） 

となりました。 

 

〔その他食品事業〕 

        もやし事業は、４月下旬より開始したタレントのはなわを起用したＴＶＣＭが、そのユニークな内容から話題となり、 

「雪国もやし」の商品認知度が高まった結果、販売先が大幅に拡大し、売上高は６億１百万円（前年同期比 190.6％増） 

となりました。 

  その他食品事業全体としましては、売上高 15 億 74 百万円（前年同期比 9.6％増）となりました。 
 

〔その他の事業〕 

        石油類販売事業は、小売価格の値上げによりガソリンの消費量が低迷した影響から、売上高は前年同期を下回り、その 

他事業の売上高は４億 75 百万円（前年同期比 3.0％減）となりました。 
 

２．財政状態 

    当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前中間連結会計期間末に比べ６億 17 百万円減少（41.7％ 

減）し、８億 60 百万円となりました。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） 

    営業活動の結果減少した資金は 24 億３百万円となりました。これは主に、税金等調整前中間純損失 16 億 21 百万円の計 

  上や売上増加に伴う売上債権 10 億 84 百万円の増加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） 

  投資活動の結果支出した資金は３億 39 百万円となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出１億 51 百万 

円と関係会社株式取得による支出１億 50 百万円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） 

    財務活動の結果取得した資金は 28 億 53 百万円となりました。これは主に、運転資金等で調達した借入金の増加による 

ものであります。 
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  当社のキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。 

平成 17年３月期 平成 18年３月期 平成 19年
３月期 

 

中間 期末 中間 期末 中間 

自 己 資 本 比 率（％） 16.2 19.5 14.8 19.9 15.5 

時価ベースの自己資本比率（％） 42.3 49.0 45.9 45.5 41.4 

債 務 償 還 年 数（年） － 31.4 － 11.1 － 

ｲ ﾝ ﾀ ﾚ ｽ ﾄ ･ ｶ ﾊ ﾞ ﾚ ｯ ｼ ﾞ ･ ﾚ ｼ ｵ（倍） － 1.4 － 3.6 － 

  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（自己株式を除く）により算出しております。 
  ※営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しております。 

有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としております。 
また、利払いにつきましては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。 
なお、中間期における営業キャッシュ・フローは、当社グループの収益構造の季節変動性からキャッシュ・アウトとなり、 
債務償還年数及びインタレスト・カバレッジ・レシオの各指標を適正に表すことが困難な為、記載を省略しております。 

 
３．通期の見通し 

    今後の経済情勢につきましては、引き続き回復基調で推移することが予想されますが、米国経済の失速懸念や金利上昇が及 

ぼす影響などのマイナス材料への注意が必要と考えます。 

  当社グループにおきましても、主力の生きのこ事業が需要期を迎える中で、これまでグループ一丸となって顧客満足度の追 

求に取り組んできた成果をいかに販売実績として残すことができるかが重要な課題となります。 

  生きのこ事業では、これまで以上にきめ細かい営業活動を通じて、顧客との信頼関係構築に努め、雪国まいたけファン作り 

に取り組んでまいります。また、９月から新たに雪国ブランドのきのことして「雪国本しめじ」「雪国はたけしめじ」の販売 

を開始しましたが、これらの新しいアイテムを加えたことで、更にきのこ総合企業としての厚みのある販売体制の構築に取り 

組んでまいります。「ぶなしめじ」につきましては、食べきりタイプの新アイテムの販売比重を高め、売上拡大とぶなしめじ 

事業の採算性向上を目指してまいります。 

  その他食品事業におきましては、「雪国もやし」の一層の販売拡大が課題となります。ＣＭを通じて商品認知度が高まった 

「雪国もやし」をより多くの消費者に購入いただき、当社のもやし作りに対する高い理念を実感して貰うことで、「雪国もや 

し」のリピーターを拡大すべく、今後も効果的な諸施策を講じてまいります。 

  以上により、通期の業績見通しにつきましては、期首に公表しました見通しを継続し引き続き目標値の達成に向けて取り組 

んでまいります。 
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４．事業等のリスク 

（1）国内事業活動に関するリスク 

  ①自然災害に係るリスク 

      当社グループの主要製品である「まいたけ」「えりんぎ」「ぶなしめじ」「もやし」の生産拠点は全て新潟県内に在るた 

    め、自然災害の発生が生産活動に影響を及ぼす可能性があります。2004 年10 月 23 日に発生した新潟県中越地震では、操 

業停止に至る大きな被害こそありませんでしたが、生産施設において栽培設備や仕掛品・製品への被害が有りました。今後、 

こうしたリスクを分散させていく施策が必要であると認識しております。 

  ②気象・天候条件に係るリスク 

      当社グループの主力製品であるきのこの需要は、季節変動（９月～12 月が最需要期、１月～３月が需要期、４月～８月 

    が不需要期）があり、販売量・単価共にその影響を受け易く、その変動が大きい場合は、当社グループの業績に影響を及ぼ 

す可能性があります。 

  ③食品業界に係るリスク 

      食品業界では、消費者の品質や安全性に対する要求の高まりを受けて、トレサビリティシステムの構築などの品質管理の 

在り方が強く問われています。当社グループは、以前より製品の安全性を保証するため、「重金属検査」「残留農薬検査」 

「衛生検査」を実施するなど、高度な検査体制を構築してまいりました。また、ISO9001、ISO22000 の認証を取得したこ 

とで、そのマネジメントシステムを活用し品質管理の機能性を強化してまいりますが、食品の安全性を損なう事象の発生は、 

事業の存立基盤を揺るがす大きな問題であり、当社グループの業績に重大な影響を及ぼす可能性があります。 

  ④原材料仕入に係るリスク 

      当社グループは、食品事業の製造工程において、栽培環境設備の燃料として重油を使用しております。原油価格の更なる 

高騰が生じた場合は、燃料コストの上昇に繋がり、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

（2）海外事業活動に関するリスク 

    当社グループは、米国及び中国でのきのこ事業の展開に向けて、現地法人を設立し、米国においては市場調査並びに工場 

設置の準備を、中国においてはきのこの生産・販売事業を進めております。また、加工食品事業では、中国において加工製造 

した製品の輸入販売を、もやし事業では原料を中国から輸入しております。これら海外事業活動に関しては、現地の経済環境 

の変化、法規制の変更、テロや伝染病の発生、政治的社会混乱等による経済活動への影響から、当社グループの業績に影響を 

及ぼす可能性があります。 

（3）財政状態に関するリスク 

    当社グループは、事業拡大のための資金の多くを金融機関からの借入れにより調達しており、借入金総額は自己資本に対し 

て高い比率にあります。当社グループでは、金利上昇によるリスクを軽減するための施策は講じておりますが、今後、有利子 

負債の削減を進め財務体質の強化に努めてまいります。しかし、急激で大幅な金利変動が生じた場合は、支払利息の増加等、 

当社グループの業績及び財政状況に影響を及ぼす可能性があります。 
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４．経営成績及び財政状態   
（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(百万円) 構成比 
(％) 

金額(百万円) 構成比 
(％) 

金額(百万円) 構成比 
(％) 

(資産の部)           

Ⅰ 流動資産           

１ 現金及び預金 ※2  1,786   1,098   991  

２ 受取手形及び売掛金 ※4  1,809   2,321   1,217  

３ 棚卸資産   3,450   3,503   2,970  

４ 繰延税金資産   846   877   249  

５ その他   626   464   574  

６ 貸倒引当金   △51   △44   △48  

流動資産合計   8,467 22.9  8,220 23.1  5,955 17.6 

Ⅱ 固定資産           

１ 有形固定資産           

(1) 建物及び構築物 ※1,2 16,589   15,577   16,099   

(2) 機械装置及び運搬具 ※1,2 1,042   886   956   

(3) 土地 ※2 5,724   6,087   6,044   

(4) 建設仮勘定  1,529   1,378   1,367   

(5) その他 ※1,2 1,204 26,089 70.7 964 24,895 70.0 1,056 25,525 75.6 

２ 無形固定資産   196 0.5  162 0.5  173 0.5 

３ 投資その他の資産           

(1) 投資有価証券 ※2 982   1,053   852   

(2) 繰延税金資産  303   352   379    

(3) その他 ※2 1,089   1,053   1,082   

(4) 貸倒引当金  △195 2,180 5.9 △179 2,280 6.4 △197 2,117 6.3 

固定資産合計   28,466 77.1  27,337 76.9  27,815 82.4 

資産合計   36,933 100.0  35,558 100.0  33,771 100.0 
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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(百万円) 構成比 
(％) 

金額(百万円) 構成比 
(％) 

金額(百万円) 構成比 
(％) 

(負債の部)           

Ⅰ 流動負債           

１ 支払手形及び買掛金   492   555   551  

２ 短期借入金 ※2  13,909   14,908   10,065  

３ １年以内償還予定社債   400   ―   ―  

４ 未払金   1,447   ―   ―  

５ 賞与引当金   238   223   220  

６ その他   264   2,236   2,263  

 流動負債合計   16,752 45.3  17,924 50.4  13,099 38.8 

Ⅱ 固定負債           

１ 社債   2,100   2,050   2,300  

２ 長期借入金 ※2  11,775   9,284   10,676  

３ 退職給付引当金   18   18   23  

４ 役員退職慰労引当金   418   433   421  

５ その他   380   268   506  

 固定負債合計   14,693 39.8  12,054 33.9  13,927 41.2 

 負債合計   31,445 85.1  29,979 84.3  27,027 80.0 

(少数株主持分)           

 少数株主持分   31 0.1  ― ―  38 0.1 

(資本の部)           

Ⅰ 資本金   1,605 4.4  ― ―  1,605 4.8 

Ⅱ 資本剰余金   2,262 6.1  ― ―  2,262 6.7 

Ⅲ 利益剰余金   2,676 7.3  ― ―  3,957 11.7 

Ⅳ その他有価証券評価差額金   113 0.3  ― ―  80 0.2 

Ⅴ 為替換算調整勘定   0 0.0  ― ―  1 0.0 

Ⅵ 自己株式   △1,201 △3.3  ― ―  △1,202 △3.5 

資本合計   5,456 14.8  ― ―  6,705 19.9 

負債、少数株主持分 

及び資本合計 
  36,933 100.0  ― ―  33,771 100.0 
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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(百万円) 構成比 
(％) 

金額(百万円) 構成比 
(％) 

金額(百万円) 構成比 
(％) 

(純資産の部)           

Ⅰ 株主資本           

１ 資本金   ― ―  1,605 4.5  ― ― 

２ 資本剰余金   ― ―  2,262 6.4  ― ― 

３ 利益剰余金   ― ―  2,641 7.4  ― ― 

４ 自己株式   ― ―  △1,124 △3.2  ― ― 

株主資本合計   ― ―  5,384 15.1  ― ― 

Ⅱ 評価・換算差額等           

１ その他有価証券 
  評価差額金 

  ― ―  83 0.2  ― ― 

２ 繰延ヘッジ損益   ― ―  57 0.2  ― ― 

３ 為替換算調整勘定   ― ―  1 0.0  ― ― 

評価・換算差額等合計   ― ―  142 0.4  ― ― 

Ⅲ 新株予約権   ― ―  16 0.1  ― ― 

Ⅳ 少数株主持分   ― ―  35 0.1  ― ― 

純資産合計   ― ―  5,579 15.7  ― ― 

負債純資産合計   ― ―  35,558 100.0  ― ― 
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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(百万円) 百分比 
(％) 

金額(百万円) 百分比 
(％) 

金額(百万円) 百分比 
(％) 

Ⅰ 売上高 ※1  9,015 100.0  10,116 100.0  23,721 100.0 

Ⅱ 売上原価   7,493 83.1  8,080 79.9  16,727 70.5 

  売上総利益   1,522 16.9  2,036 20.1  6,994 29.5 

Ⅲ 販売費及び一般管理費           

１ 広告宣伝費  279   608   681   

２ 運賃  704   883   1,604   

３ 販売手数料  348   421   978   

４ 貸倒引当金繰入額  0   ―   1   

５ 報酬・給与及び諸手当  629   618   1,196   

６ 賞与引当金繰入額  58   52   51   

７ 退職給付費用  6   5   13   

８ 役員退職慰労引当金繰入額  3   17   6   

９ 減価償却費  93   96   198   

10 雑費  719 2,842 31.5 694 3,397 33.6 1,352 6,085 25.7 

  営業利益又は営業損失(△)   △1,320 △14.6  △1,360 △13.5  908 3.8 

Ⅳ 営業外収益           

１ 受取利息  2   3   6   

２ 固定資産賃貸収入  24   23   48   

３ 雑収入  54 81 0.9 34 61 0.6 118 173 0.8 

Ⅴ 営業外費用           

１ 支払利息  285   273   567   

２ 投資事業組合損失  22   3   21   

３ 雑損失  61 369 4.1 50 327 3.2 146 736 3.1 

  経常利益又は経常損失(△)   △1,608 △17.8  △1,625 △16.1  345 1.5 

Ⅵ 特別利益           

１ 投資有価証券売却益  1   ―   129   

２ 貸倒引当金戻入益  ― 1 0.0 4 4 0.1 ― 129 0.5 

Ⅶ 特別損失           

１ 減損損失 ※3 64 64 0.7 ― ― ― 64 64 0.3 

  税金等調整前中間純損失(△) 
又は税金等調整前当期純利益 

  △1,671 △18.5  △1,621 △16.0  410 1.7 

  法人税、住民税及び事業税 ※2 △607   △625   308   

  過年度還付法人税等  ―   ―   △40   

  法人税等調整額  ― △607 △6.7 ― △625 △6.2 △82 186 0.8 

少数株主利益（△）
又は少数株主損失 

  5 0.1  2 0.0  △1 △0.0 

  中間純損失(△)又は当期純利益   △1,059 △11.7  △992 △9.8  221 0.9 
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（3）中間連結剰余金計算書  
 

  
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) 

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(百万円) 金額(百万円) 

（資本剰余金の部）      

Ⅰ 資本剰余金期首残高   2,262  2,262 

Ⅱ 資本剰余金中間期末 
  (期末)残高 

  2,262  2,262 

（利益剰余金の部）      

Ⅰ 利益剰余金期首残高   4,046  4,046 

Ⅱ 利益剰余金増加高      

１ 当期純利益  ― ― 221 221 

Ⅲ 利益剰余金減少高      

１ 配当金  305  305  

２ 自己株式処分差損  5  5  

３ 中間純損失  1,059 1,369 ― 310 

Ⅳ 利益剰余金中間期末 
  (期末)残高 

  2,676  3,957 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12 

（4）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） 

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(百万円) 1,605 2,262 3,957 △1,202 6,622 

中間連結会計期間中の変動額      

 剰余金の配当（注）   △303  △303 

 中間純損失   △992  △992 

 自己株式の処分   △19 97 77 

  自己株式の取得    △19 △19 

株主資本以外の項目の中間連結会

計期間中の変動額（純額） 
     

中間連結会計期間中の変動額合計 
(百万円) 

― ― △1,315 77 △1,238 

平成18年９月30日残高(百万円) 1,605 2,262 2,641 △1,124 5,384 

 

評価・換算差額等 

 その他 
有価証券 
評価差額金 

繰延ヘッジ 
損益 

為替換算 
調整勘定 

評価・換算 
差額等合計 

新株予約権 
少数株主 
持分 純資産合計 

平成18年３月31日残高(百万円) 80 ― 1 82 ― 38 6,743 

中間連結会計期間中の変動額        

 剰余金の配当（注）       △303 

 中間純損失       △992 

 自己株式の処分       77 

自己株式の取得       △19 

 株主資本以外の項目の中間連結 
 会計期間中の変動額(純額) 

3 57 △0 60 16 △2 73 

中間連結会計期間中の変動額合計 
(百万円) 3 57 △0 60 16 △2 △1,164 

平成18年９月30日残高(百万円) 83 57 1 142 16 35 5,579 

    （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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（5）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(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 

Ⅰ 営業活動による 
キャッシュ・フロー 

    

税金等調整前中間純損失(△) 
又は税金等調整前当期純利益 

 △1,671 △1,621 410 

減価償却費及びその他の償却費  866 775 1,766 

減損損失  64 ― 64 

退職給付引当金の増加額 
（△減少額） 

 3 △4 7 

役員退職慰労引当金の増加額 
(△減少額) 

 △92 11 △89 

貸倒引当金の増加額(△減少額)  0 △22 △0 

賞与引当金の増加額(△減少額)  △13 3 △31 

固定資産除売却損（△売却益）  1 △0 1 

投資事業組合損失  22 3 21 

投資有価証券売却益  ― ― △129 

受取利息及び受取配当金  △8 △7 △12 

支払利息  288 273 574 

売上債権の減少額(△増加額）  △547 △1,084 42 

棚卸資産の減少額（△増加額）  △465 △533 15 

仕入債務の増加額(△減少額）  340 548 △65 

未払消費税等の増加額 
(△減少額) 

 168 △278 434 

その他営業活動による 
キャッシュ・フロー  △95 63 △42 

小計  △1,136 △1,873 2,968 

利息及び配当金の受取額  7 6 12 

利息の支払額  △283 △260 △590 

法人税等の支払額  △246 △276 △237 

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

 △1,660 △2,403 2,152 
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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(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 

Ⅱ 投資活動による 
キャッシュ・フロー 

    

定期預金の預入による支出  △93 △54 △161 

定期預金の払戻による収入  110 59 245 

有形固定資産の取得による支出  △624 △151 △937 

有形固定資産の売却による収入  0 28 0 

投資有価証券の取得による支出  △110 △60 △110 

投資有価証券の売却による収入  5 ― 190 

出資金の払込による支出  △10 △0 △10 

無形固定資産の取得による支出  △15 △10 △32 

関係会社株式の取得による支出  ― △150 ― 
その他投資活動による 
キャッシュ・フロー 

 28 △1 △9 

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

 △708 △339 △825 

Ⅲ 財務活動による 
キャッシュ・フロー 

    

短期借入金の純増加額  4,658 5,187 415 

長期借入れによる収入  1,000 932 2,743 

長期借入金の返済による支出  △2,324 △2,667 △4,768 

社債発行による収入  ― ― 500 

社債償還による支出  △200 △250 △400 

自己株式の取得による支出  △150 △19 △151 

自己株式の売却による収入  27 77 27 

ファイナンス・リース 
債務の返済による支出 

 △99 △57 △187 

親会社による配当金の支払額  △304 △301 △305 

その他財務活動による 
キャッシュ・フロー 

 △9 △46 290 

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

 2,595 2,853 △1,837 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る 
換算差額 

 5 0 13 

Ⅴ 現金及び現金同等物の 
増加額（△減少額） 

 231 111 △496 

Ⅵ 現金及び現金同等物の 
期首残高 

 1,246 749 1,246 

Ⅶ 現金及び現金同等物の 
中間期末(期末)残高 

※ 1,477 860 749 
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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 

(1) 連結子会社数  ６社 
  連結子会社名は、以下に
記載のとおりであります。 
㈱雪国商事 

  ㈲今町興産 
  雪国アグリ㈱ 
  ㈱トータク 
  ユキグニマイタケコーポ

レーションオブアメリカ 
  ㈱雪国バイオフーズ 

(1) 連結子会社数   ６社 
  連結子会社名は、以下に
記載のとおりであります。 
㈱雪国商事 

  ㈲今町興産 
  雪国アグリ㈱ 
  ㈱トータク 
  ユキグニマイタケコーポ

レーションオブアメリカ 
  ㈱雪国バイオフーズ 

(1) 連結子会社数  ６社 
  連結子会社名は、以下に
記載のとおりであります。 
㈱雪国商事 

  ㈲今町興産 
  雪国アグリ㈱ 
  ㈱トータク 
  ユキグニマイタケコーポ

レーションオブアメリカ 
㈱雪国バイオフーズ 

 (2) 主要な非連結子会社の名
称等 

  非連結子会社名 
  文登泰東食品有限公司 
  大連東拓食品有限公司 
  青島東冷食品有限公司 
  ユキグニマイタケマニュ

ファクチャリングコーポ
レーションオブアメリカ 

  ㈱トミオカ 
上海雪国高榕生物技術有
限公司 
非連結子会社６社は小規

模会社であり、合計の総資
産、売上高、中間純損益（持
分に見合う額）及び利益剰余
金（持分に見合う額）等は、
いずれも中間連結財務諸表
に重要な影響を及ぼしてい
ないため連結の範囲から除
いております。 

(2) 主要な非連結子会社の名
称等 

  非連結子会社名 
  青島東冷食品有限公司 
  ユキグニマイタケマニュ

ファクチャリングコーポ
レーションオブアメリカ 

  ㈱トミオカ 
上海雪国高榕生物技術有
限公司 
非連結子会社は、いずれも

小規模会社であり、合計の総
資産、売上高、中間純損益（持
分に見合う額）及び利益剰余
金（持分に見合う額）等は、
いずれも中間連結財務諸表
に重要な影響を及ぼしてい
ないため連結の範囲から除
いております。 

(2) 主要な非連結子会社の名
称等 

  非連結子会社名 
  青島東冷食品有限公司 
  ユキグニマイタケマニュ

ファクチャリングコーポ
レーションオブアメリカ 
㈱トミオカ 
上海雪国高榕生物技術有
限公司 
非連結子会社は、いずれ

も小規模であり、合計の総
資産、売上高、当期純損益
（持分に見合う額）及び利
益剰余金（持分に見合う額）
等は、いずれも連結財務諸
表に重要な影響を及ぼして
いないため連結の範囲から
除いております。 

２ 持分法の適
用に関する
事項 

非連結子会社（文登泰東食
品有限公司・大連東拓食品有
限公司・青島東冷食品有限公
司・ユキグニマイタケマニュ
ファクチャリングコーポレー
ションオブアメリカ・㈱トミ
オカ・上海雪国高榕生物技術
有限公司）及び関連会社（タ
ナベ雪国アソシエイツ㈱）に
ついては、それぞれ中間純損
益（持分に見合う額）及び利
益剰余金（持分に見合う額）
等からみて、持分法の対象か
ら除いても中間連結財務諸表
に及ぼす影響が軽微であり、
かつ、全体としても重要性が
ないため、これらの会社に対
する投資勘定については、持
分法を適用せず原価法により
評価しております。 

非連結子会社（青島東冷食
品有限公司・ユキグニマイタ
ケマニュファクチャリングコ
ーポレーションオブアメリ
カ・㈱トミオカ・上海雪国高
榕生物技術有限公司）及び関
連会社（タナベ雪国アソシエ
イツ㈱）については、それぞ
れ中間純損益（持分に見合う
額）及び利益剰余金（持分に
見合う額）等からみて、持分
法の対象から除いても中間連
結財務諸表に及ぼす影響が軽
微であり、かつ、全体として
も重要性がないため、これら
の会社に対する投資勘定につ
いては、持分法を適用せず原
価法により評価しておりま
す。 

非連結子会社（青島東冷食
品有限公司・ユキグニマイタ
ケマニュファクチャリングコ
ーポレーションオブアメリ
カ・㈱トミオカ・上海雪国高
榕生物技術有限公司）及び関
連会社（タナベ雪国アソシエ
イツ㈱）については、それぞ
れ当期純損益（持分に見合う
額）及び利益剰余金（持分に
見合う額）等からみて、持分
法の対象から除いても連結財
務諸表に及ぼす影響が軽微で
あり、かつ、全体としても重
要性がないため、これらの会
社に対する投資勘定について
は、持分法を適用せず原価法
により評価しております。 
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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) 

３ 連結子会社
の中間決算
日(決算日)
等に関する
事項 

 連結子会社のうちユキグニマ
イタケコーポレーションオブア
メリカの中間決算日は、６月30
日であります。 
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
中間財務諸表を使用しており
ます。ただし、中間連結決算日
までの期間に発生した重要な
取引については、連結上必要な
調整を行っております。 

同左 
 

 連結子会社のうちユキグニ
マイタケコーポレーションオ
ブアメリカの決算日は、12月
31日であります。 
連結財務諸表の作成にあた

っては、決算日現在の財務諸
表を使用しております。ただ
し、連結決算日までの期間に
発生し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。 

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 

① 有価証券 
  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
算定) 

① 有価証券 
  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
定) 

 

① 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) 

 時価のないもの 
移動平均法による 
原価法 
なお、投資事業有限責任

組合及びこれに類する組
合への出資（証券取引法第
２条第２項により有価証
券とみなされるもの）につ
いては、組合契約に規定さ
れる決算報告日に応じて
入手可能な最近の決算書
を基礎とし、持分相当額を
純額で取り込む方法によ
っております。 

時価のないもの 
同左 

 

   時価のないもの 
同左 

 ② 棚卸資産 
商品・原材料・貯蔵品 
主として移動平均法に
よる原価法 

  製品・半製品・仕掛品 
   総平均法による原価法 

② 棚卸資産 
商品・原材料・貯蔵品 

同左 
 
  製品・半製品・仕掛品 

同左 

② 棚卸資産 
  商品・原材料・貯蔵品 

同左 
 
  製品・半製品・仕掛品 

同左 
 ③ デリバティブ 

   時価法 
③ デリバティブ 

同左 
③ デリバティブ 

同左 
 (2) 重要な減

価償却資
産の減価
償却の方
法 

① 有形固定資産 
定率法。ただし、第４バ

イオセンター（旧 津久野
工場）、種菌開発センター、
第５バイオセンター及び塩
沢バイオセンターの建物
（それぞれ建物附属設備は
除く）につきましては、定
額法を採用しております。 
 
 
 
 
 
 

② 無形固定資産 
定額法。なお、ソフトウ

ェア(自社利用)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 

③ 長期前払費用 
均等償却 

① 有形固定資産 
定率法。ただし、第４バ

イオセンター、種菌開発セ
ンター、第５バイオセンタ
ー及び塩沢バイオセンター
の建物（それぞれ建物附属
設備は除く）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、

以下のとおりであります。 
建物及び構築物 
        ７年～50年 
機械装置及び運搬具 
        ２年～13年 

② 無形固定資産 
同左 

 
 
 
③ 長期前払費用 

同左 

① 有形固定資産 
定率法。ただし、第４バ

イオセンター、種菌開発セ
ンター、第５バイオセンタ
ー及び塩沢バイオセンター
の建物（それぞれ建物附属
設備は除く）につきまして
は、定額法を採用しており
ます。 

 
 
 
 
 
 
② 無形固定資産 

同左 
 
 
 

③ 長期前払費用 
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) 

 (3) 重要な引
当 金 の 計
上基準 

① 貸倒引当金 
 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。 

① 貸倒引当金 
同左 

① 貸倒引当金 
同左 

 ② 賞与引当金 
 従業員賞与の支払に備え
るため、将来の支給見込額
のうち当中間連結会計期間
の負担額を計上しておりま
す。 

② 賞与引当金 
同左 

② 賞与引当金 
 従業員賞与の支払に備え
るため、将来の支給見込額
のうち当連結会計年度の負
担額を計上しております。 

 ③ 退職給付引当金 
 当社及び連結子会社のう
ち１社は、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(５
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。 
 なお、当社は平成17年４
月１日より執行役員制度を
導入し、執行役員退職慰労
金規程（内規）を制定いた
しました。これに伴い、当
中間連結会計期間より、当
社の執行役員の退職慰労金
の支払に備えるため、執行
役員退職慰労金規程（内規）
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。 

③ 退職給付引当金 
当社及び連結子会社の

うち１社は、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(５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。 
  また、当社の執行役員の
退職慰労金の支払に備え
るため、執行役員退職慰労
金規程（内規）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。 

③ 退職給付引当金 
 当社及び連結子会社のう
ち１社は、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、当連結会計年度
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の従
業員の平均残存勤務期間以
内の一定の年数(５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。 
  なお、当社は平成17年４
月１日より執行役員制度を
導入し、執行役員退職慰労
金規程（内規）を制定いた
しました。これに伴い、当
連結会計年度より、当社の
執行役員の退職慰労金の支
払に備えるため、執行役員
退職慰労金規程（内規）に
基づく期末要支給額を計上
しております。 

 ④ 役員退職慰労引当金 
 当社及び連結子会社のう
ち１社は、役員の退職慰労
金の支払に備えるため、役
員退職慰労金規程(内規)に
基づく当中間連結会計期間
末要支給額を計上しており
ます。 

④ 役員退職慰労引当金 
同左 

④ 役員退職慰労引当金 
 当社及び連結子会社のう
ち１社は、役員の退職慰労
金の支払に備えるため、役
員退職慰労金規程(内規)に
基づく期末要支給額を計上
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) 

 (4) 重要なリ
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 

 (5) 重要なヘ
ッ ジ 会 計
の方法 

① ヘッジ会計の方法 
   原則として繰延ヘッジ処

理を採用しております。 
なお、特例処理の要件を

満たしている金利スワップ
については特例処理によっ
ております。 

① ヘッジ会計の方法 
同左 

① ヘッジ会計の方法 
同左 

 ② ヘッジ手段とヘッジ対象 
  ・ヘッジ手段 

金利スワップ取引、通
貨オプション取引、燃
料油スワップ取引 

  ・ヘッジ対象 
長期借入金、外貨建債
権・債務及び外貨建予
定取引、燃料油購入価
格 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 
  ・ヘッジ手段 

金利スワップ取引、通
貨オプション取引 
 

・ヘッジ対象 
        長期借入金、外貨建債 
        権・債務及び外貨建予 
        定取引 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 
  ・ヘッジ手段 

金利スワップ取引、通
貨オプション取引、燃
料油スワップ取引 

・ヘッジ対象 
        長期借入金、外貨建債 
        権・債務及び外貨建予 
        定取引、燃料油購入価 
        格 

 ③ ヘッジ方針 
金利固定化により将来の

金利変動リスクを軽減する
ことを目的としておりま
す。 
外貨建取引における将来

の為替相場変動のリスクを
一定の範囲内に軽減するこ
とを目的としております。 
燃料油購入における価格

相場変動リスクに備えるこ
とを目的としております。 

③ ヘッジ方針 
金利固定化により将来の

金利変動リスクを軽減する
ことを目的としておりま
す。 
外貨建取引における将来

の為替相場変動のリスクを
一定の範囲内に軽減するこ
とを目的としております。 

 

③ ヘッジ方針 
金利固定化により将来の

金利変動リスクを軽減する
ことを目的としておりま
す。 
外貨建取引における将来

の為替相場変動のリスクを
一定の範囲内に軽減するこ
とを目的としております。 

    燃料油購入における価格 
  相場変動リスクに備えるこ 
  とを目的としております。 

 ④ ヘッジ有効性評価の方法 
ヘッジ対象の相場変動又

はキャッシュ・フロー変動の
累計とヘッジ手段の相場変
動又はキャッシュ・フロー変
動の累計を比較し、その変動
額の比率によって有効性を
評価しております。 
ただし、特例処理によって

いる金利スワップについて
は、有効性の評価を省略して
おります。 

④ ヘッジ有効性評価の方法 
同左 

④ ヘッジ有効性評価の方法 
同左 

 (6) 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 

① 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。 

① 消費税等の会計処理 
同左 

① 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 

 中間連結キャッシュ・フロ
ー計算書における資金(現金
及び現金同等物)は、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ヵ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  連結キャッシュ・フロー計
算書における資金(現金及び
現金同等物)は、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
ヵ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。 
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会計処理の変更 
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） 
 当中間連結会計期間から「固定資
産の減損に係る会計基準」（「固定資
産の減損に係る会計基準の設定に関
する意見書」（企業会計審議会 平成
14年８月９日））及び「固定資産の減
損に係る会計基準の適用指針」（企業
会計基準委員会 平成15年10月31日 
企業会計基準適用指針第６号）を適
用しております。 
 これにより税金等調整前中間純損
失が64百万円増加しております。 
 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
づき当該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5,470百万円であります。 
  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。 
 
（ストック・オプション等に関する
会計基準） 
  当中間連結会計期間より、「ストッ
ク・オプション等に関する会計基準」
（企業会計基準第８号平成17年12月
27日）及び「ストック・オプション等
に関する会計基準の適用指針」（企業
会計基準適用指針第11号平成18年５
月31日）を適用しております。 
  これにより営業損失、経常損失及
び税金等調整前中間純損失は、それぞ
れ16百万円増加しております。 
 

（固定資産の減損に係る会計基準） 
 当連結会計年度から、「固定資産の
減損に係る会計基準」（「固定資産の減
損に係る会計基準の設定に関する意
見書」（企業会計審議会 平成14年８
月９日））及び「固定資産の減損に係
る会計基準の適用指針」（企業会計基
準委員会 平成15年10月31日 企業
会計基準適用指針第６号）を適用して
おります。 
 これにより税金等調整前当期純利
益が64百万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
当該各資産の金額から直接控除して
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年法律
第97号）が平成16年６月９日に公布され、平成16年12月
１日より適用となること及び「金融商品会計に関する実
務指針」（会計制度委員会報告第14号）が平成17年２月15
日付で改正されたことに伴い、当中間連結会計期間から
投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資
（証券取引法第２条第２項により有価証券とみなされる
もの）を投資有価証券として表示する方法に変更いたし
ました。 
 なお、当中間連結会計期間の投資有価証券に含まれる
当該出資の額は、376百万円であり、前中間連結会計期間
における投資その他の資産の「その他」に含まれている
当該出資の額は247百万円であります。 
（中間連結キャッシュ・フロー計算書） 
  営業活動によるキャッシュ・フローの「その他資産
の増加額」（当中間連結会計期間△108百万円）、「その他
負債の増加額」（当中間連結会計期間12百万円）につきま
しては、当中間連結会計期間より金額的に重要性が乏し
いと判断したため、「その他営業活動によるキャッシュ・
フロー」に含めて表示しております。 
 

（中間連結貸借対照表） 
  前中間連結会計期間まで区分掲記されておりました
「１年以内償還予定社債」（当中間連結会計期間末の残高
は500百万円）及び「未払金」（当中間連結会計期間末の
残高は1,510百万円）につきましては、100分の５以下と
なっているため、流動負債の「その他」に含めて表示し
ております。 
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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) 

前連結会計年度末 
(平成18年３月31日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 
14,928百万円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 
16,240百万円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 
15,769百万円 

 
※２ 担保資産及び担保付債務 
 (1) 担保に供している資産は次の

とおりであります。 
現金及び預金 
（定期預金） 

40百万円 

建物及び構築物 15,950 
機械装置及び 
運搬具 

591 

土地 4,250 
有形固定資産 
その他 

240 

投資有価証券 74 
投資その他の 
資産 
その他(会員権) 

0 

計 21,147  

 
※２ 担保資産及び担保付債務 
 (1) 担保に供している資産は次の

とおりであります。 
現金及び預金 
（定期預金） 

40百万円 

建物及び構築物 14,963 
機械装置及び 
運搬具 

451 

土地 4,291 
有形固定資産 
その他 

179 

投資有価証券 69 
投資その他の 
資産 
その他 

39 

計 20,035  

 
※２ 担保資産及び担保付債務 
 (1) 担保に供している資産は次の

とおりであります。 
現金及び預金 
（定期預金） 

40百万円 

建物及び構築物 15,461 
機械装置及び 
運搬具 

510 

土地 4,248 
有形固定資産 
その他 

206 

投資有価証券 77 
投資その他の 
資産 
その他(会員権) 

0 

計 20,545  
 
 (2) 上記のうち工場財団設定分は

次のとおりであります。 
建物及び構築物 10,375百万円 
機械装置及び 
運搬具 549 

土地 1,650 
有形固定資産 
その他 240 

計 12,815  

 
 (2) 上記のうち工場財団設定分は

次のとおりであります。 
建物及び構築物 9,807百万円 
機械装置及び 
運搬具 417 

土地 1,650 
有形固定資産 
その他 177 

計 12,054  

 
 (2) 上記のうち工場財団設定分は

次のとおりであります。 
建物及び構築物 10,078百万円 
機械装置及び 
運搬具 473 

土地 1,650 
有形固定資産 
その他 205 

計 12,408  
 
 (3) 担保付債務は次のとおりであ

ります。 
短期借入金 5,029百万円 
長期借入金 9,162 

計 14,191  

 
 (3) 担保付債務は次のとおりであ

ります。 
短期借入金 7,956百万円 
長期借入金 8,344 

計 16,301 
（うち工場財団分） （11,370） 

 
 (3) 担保付債務は次のとおりであ

ります。 
短期借入金 6,466百万円 
長期借入金 8,685 

計 15,151 
（うち工場財団分） （8,724） 

 
――――― 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  ３  偶発債務 

連結会社以外の会社の金融機関 
    等からの借入れに対し、保証を行 

っております。 
 
    上海雪国高榕生物技術有限公司 
                         74百万円 
 
※４  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             2百万円 

 
――――― 
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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 当社グループの売上高は、事業
年度の上期と下期とで著しい相違
があります。 
その状況は、当社グループの主

要製品であります生まいたけ等き
のこ類の商品性から、９月～12月
が最需要期、１月～３月が需要期、
４月～８月が不需要期となってい
るためであります。 

同左 ――――― 

※２ 当中間連結会計期間における税
金費用については、簡便法により
計算しているため、法人税等調整
額は「法人税、住民税及び事業税」
に含めて表示しております。 

同左 ――――― 

※３ 減損損失 
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
ております。 

（1）減損損失を認識した主な資産 
場 所 主な用途 種 類 

岩手県 
上閉伊郡大槌町 

賃貸用資産 建物・ 
構築物等 

（2）資産のグルーピングの方法 
当社グループは、独立したキャ

ッシュ・フローを生み出す最小の
単位を識別し、資産のグルーピン
グを行っております。 

（3）減損損失の認識に至った経緯 
継続的に営業損失を計上してお

り、かつ将来キャッシュ・フロー
の見積り総額が当資産グループの
帳簿価額を下回るため、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。 

（4）減損損失の金額 

種類 金額 
(百万円) 

建物及び構築物 62 
無形固定資産 1 
その他 1 
合計 64 
（5）回収可能価額の算定方法 

回収可能価額の算定に当たって
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４％の
割引率で割り引いて算定しており
ます。 

――――― 
 

※３ 減損損失 
当連結会計年度において、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てお
ります。 

（1）減損損失を認識した主な資産 
場 所 主な用途 種 類 

岩手県 
上閉伊郡大槌町 

賃貸用資産 建物・ 
構築物等 

（2）資産のグルーピングの方法 
当社グループは、独立したキャ

ッシュ・フローを生み出す最小の
単位を識別し、資産のグルーピン
グを行っております。 

（3）減損損失の認識に至った経緯 
継続的に営業損失を計上してお

り、かつ将来キャッシュ・フロー
の見積り総額が当資産グループの
帳簿価額を下回るため、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。 

（4）減損損失の金額 

種類 金額 
(百万円) 

建物及び構築物 62 
無形固定資産 1 
その他 1 
合計 64 
（5）回収可能価額の算定方法 

回収可能価額の算定に当たって 
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４％の 
割引率で割り引いて算定しており 
ます。 
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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 発行済株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末 

普通株式(株) 32,408,646 ― ― 32,408,646 

 

２ 自己株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末 

普通株式(株) 2,079,386 40,092 169,100 1,950,378 

（変動事由の概要） 
増加数の主な内訳は、次の通りであります。 
 単元未満株式の買取りによる増加       992 株 
  市場買付により取得した自己株式     39,100 株 
減少数の主な内訳は、次の通りであります。 
 新株予約権の行使による減少     169,100 株 

 

３ 新株予約権等に関する事項 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 

区分 新株予約権の内訳 
新株予約権 
の目的となる 
株式の種類 前連結会計 

年度末 
当中間連結 
会計期間増加

当中間連結 
会計期間減少

当中間連結 
会計期間末 

当中間連結 
会計期間末 

残高 
(百万円) 

平成18年新株予約権(注)1、2 
(自己新株予約権)(注)1、2 

普通株式 
― 
― 

3,000 
(3,000)

3,000 
(3,000)

― 
― 

― 
― 提出会社 

(親会社) ストック・オプションとしての 
新株予約権 

― ― ― ― ― 16 

合計  ― ― ― ― ― 16 

(注)１．平成18年度の新株予約権及び自己新株予約権の増加は、新株予約権の取得によるものであります。 
    ２．平成18年度の新株予約権及び自己新株予約権の減少は、新株予約権の消却によるものであります。 
    ３．上表の新株予約権は、すべて権利行使可能なものであります。 

 

４ 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 
（百万円） 

１株当たり配当額 
（円） 基準日 効力発生日 

平成18年６月29日
定時株主総会 普通株式 303 10 平成 18年３月 31日 平成 18年６月 29日 

 

(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係) 
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) 

※ 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) 
現金及び預金勘定 1,786百万円
預入期間が３か月 
を超える定期預金 

△308 

現金及び現金同等物 1,477 
  

※ 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) 
現金及び預金勘定 1,098百万円
預入期間が３か月 
を超える定期預金 

△238 

現金及び現金同等物 860  

※ 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) 
現金及び預金勘定 991百万円
預入期間が３か月 
を超える定期預金 

△242 

現金及び現金同等物 749  
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（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

  前中間連結会計期間（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）並びに前連結会計年度（自平成 17 年４月１日  至平成 18 年３月31 日） 

事業の種類として「食品事業」及び「その他の事業」に区分しておりますが、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の合計額に占める「食品事業」の割合がいずれも 90％を超えているため、事業の種類別セグメン 

ト情報の記載を省略しております。 

 

【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）及び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）並びに前連結会計年度（自平成 17 年４月１日  至平成 17 年３月31 日） 

  全セグメントの売上高の合計額に占める国内事業の割合が、いずれも 90％を超えているため、所在地別セグメント情報の 

記載を省略しております。 

 

【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）並びに前連結会計年度（自平成 17 年４月１日  至平成 18 年３月31 日） 

  海外売上が、連結売上高の 10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

 

（リース取引関係） 

ＥＤＩＮＥＴにより開示を行うため、記載を省略しております。 
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（有価証券関係） 
前中間連結会計期間末(平成17年９月30日現在) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

 取得原価(百万円) 中間連結貸借 
対照表計上額(百万円) 

差額(百万円) 

(1) 株式 191 336 144 
(2) 債券    
   国債・地方債等 ― ― ― 
   社債 ― ― ― 
   その他 ― ― ― 
(3) その他 ― ― ― 

合計 191 336 144 
 
２ 時価評価されていない主な有価証券の内容 

 中間連結貸借対照表計上額 
(百万円) 

その他有価証券  
非上場株式 93 
投資事業組合出資 376 

 
 
当中間連結会計期間末(平成18年９月30日現在) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

 取得原価(百万円) 中間連結貸借 
対照表計上額(百万円) 

差額(百万円) 

(1) 株式 208 321 113 
(2) 債券    
   国債・地方債等 ― ― ― 
   社債 ― ― ― 
   その他 ― ― ― 
(3) その他 ― ― ― 

合計 208 321 113 
 
２ 時価評価されていない主な有価証券の内容 

 中間連結貸借対照表計上額 
(百万円) 

その他有価証券  
非上場株式 18 
投資事業組合出資 388 

 
 
前連結会計年度末(平成18年３月31日現在) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

 取得原価(百万円) 連結貸借対照表計上額 
(百万円) 

差額(百万円) 

(1) 株式 133 223 90 
(2) 債券    
   国債・地方債等 ― ― ― 
   社債 ― ― ― 
   その他 ― ― ― 
(3) その他 ― ― ― 

合計 133 223 90 
 
２ 時価評価されていない主な有価証券の内容 

 連結貸借対照表計上額 
(百万円) 

その他有価証券  
非上場株式 123 
投資事業組合出資 330 
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（デリバティブ取引関係） 

ＥＤＩＮＥＴにより開示を行うため、記載を省略しております。 

 
（ストック・オプション等関係） 

ＥＤＩＮＥＴにより開示を行うため、記載を省略しております。 

 

（１株当たり情報） 

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株当たり純資産額 179円90銭 181円48銭 221円09銭 

１株当たり 
中間純損失(△) 
又は当期純利益 

△34円76銭 △32円69銭 7円30銭 

 
潜在株式調整後 
１株当たり中間 
（当期）純利益 

 
１株当たり中間純損失が

計上されているため、記載
しておりません。 

7円28銭 

  当社は、平成17年2月21
日付けで株式1株につき1.3
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
場合の前中間連結会計期間
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。 

 1株当たり純資産額 
 202円97銭 
 1株当たり中間純損失金額 

（△） 
 △11円71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、１株当たり中間
純損失が計上されているた
め、記載しておりません。 
 

 
１株当たり中間純損失が

計上されているため、記載
しておりません。 
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（注）１株当たり中間純損失金額又は当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の 

基礎は、以下のとおりであります。 

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株当たり中間（当期）純利益金額    

中間（当期）純利益(△)   (百万円) △1,059 △992 221 

普通株主に帰属しない金額 (百万円) ― ― ― 

普通株式に係る中間（当期）純利益 
(百万円) 

△1,059 △992 221 

期中平均株式数(千株) 30,466 30,373 30,398 

潜在株式調整後１株当たり当期純利

益金額 
   

当期純利益調整額（百万円） ― ― ― 

普通株式増加数（千株） ― ― 63 

希薄化効果を有しないため、潜在株式
調整後１株当たり中間（当期）純利益
の算定に含めなかった潜在株式の概

要 

新株予約権３種類（新
株予約権の数14,368
個）。 
 
種類  普通株式 

新株予約権３種類（新
株予約権の数16,990
個）。 
 
種類  普通株式 

新株予約権２種類（新
株予約権の数11,260
個）。 
 
種類  普通株式 
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５．生産、受注及び販売の状況   
 
(1) 生産実績 

事業の種類別セグメントの名称 生産高(百万円) 前年同期比(％) 

食品事業 7,598 138.6 

その他の事業 ― ― 

合計 7,598 138.6 

(注) １ 金額は製造単価によっております。 
２ 上記金額には消費税等は含まれておりません。 

 
(2) 商品仕入実績 

事業の種類別セグメントの名称 商品仕入高(百万円) 前年同期比(％) 

食品事業 682 121.4 

その他の事業 140 29.0 

合計 823 78.6 

(注) １ 金額は仕入価格によっております。 
２ 上記金額には消費税等は含まれておりません。 

 
(3) 外注実績 

事業の種類別セグメントの名称 外注加工高(百万円) 前年同期比(％) 

食品事業 82 72.1 

その他の事業 ― ― 

合計 82 72.1 

(注) １ 金額は外注加工価格によっております。 
２ 上記金額には消費税等は含まれておりません。 

 

(4) 受注状況 
当社グループは、販売計画に基づいて作成した生産計画により生産を行っているため、受注生産は行ってお 

りません。 

 
(5) 販売実績 

事業の種類別セグメントの名称 販売高(百万円) 前年同期比(％) 

食品事業 9,640 113.1 

その他の事業 475 97.0 

合計 10,116 112.2 

(注) １ 上記金額には消費税等は含まれておりません。 
２ 主要な販売先については、連結売上高の10％以上に該当する販売先がないため、その記載を省略しております。 

 

 

 

 

 

 

 


