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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 1,904 (2.2) △74 (－) △74 (－)

17年９月中間期 1,863 (8.0) 29 (－) 25 (－)

18年３月期 3,845 60 49

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 △286 (－) △68 61 － －

17年９月中間期 2 (△97.9) － 70 － －

18年３月期 △7 △1 71 － －

（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（連結） 18年９月中間期 4,176,467株 17年９月中間期 4,177,450株 18年３月期 4,177,134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  

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 3,710 1,299 35.0 310 22

17年９月中間期 4,033 1,658 41.1 396 94

18年３月期 3,948 1,648 41.8 394 73

（注）期末発行済株式数（連結） 18年９月中間期 4,175,811株 17年９月中間期 4,177,450株 18年３月期 4,176,650株

(3）連結キャッシュ・フローの状況  

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

18年９月中間期 △29 △39 65 656

17年９月中間期 109 △29 △86 707

18年３月期 184 △81 △156 659

(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

２．19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 3,868 △64 △279

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　△66円80銭

※　業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき作成したものであり、予想につきましては様々な不確定

要素が内在しておりますので、実際の予想数値と異なる場合があります。
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１．企業集団の状況
　当社グループ（当社及び当社の子会社）は、当社（株式会社秋川牧園）、連結子会社４社（有限会社あきかわ牛乳、

有限会社菊川農場、株式会社チキン食品及び有限会社むつみ牧場）で構成されております。

　また、資本関係はないものの協力関係がある法人7社、生産農家27軒とともに、農薬・化学肥料・抗生物質等の薬物・

化学添加物に頼らない安全な健康食肉、健康加工食品、健康鶏卵、健康牛乳、一般健康食品等に関連する事業活動を展

開しております。

　当社グループの事業内容及び関係会社の当該事業に係る位置付けは次のとおりであります。

(1）製造卸売事業

　主要な製品は、健康鶏肉、健康加工食品、健康鶏卵等であります。

　健康鶏肉、健康加工食品は、当社の子会社㈲菊川農場と当社の協力農場において生産された若鶏を当社で製品化し、

販売しております。

　また、健康鶏卵は、当社の子会社㈲菊川農場と当社の協力農場であるアイ・ティー・エスファーム㈱において生産

された鶏卵を当社において製品化し、販売しております。

　その他扱い商品として健康牛乳、一般健康食品等を販売しております。健康牛乳は、当社子会社㈲あきかわ牛乳が

生産し、当社が販売しております。

　販売先としましては、生協、量販店、小売店等であります。

(2）宅配事業

　製造卸売事業において製造された製品及び商品を一般消費者に宅配しております。

　以上当社グループについて図示すると次のとおりであります。

 

当  社 

一次処理加工委託 

※㈱チキン食品 
福岡食肉市場㈱ 

外注仕掛品 外注仕掛品 

原材料有償支給 

製品 
※㈲菊川農場、法人3社、生産農家14軒 

一次処理加工委託 

※㈱チキン食品 
外注仕掛品 外注仕掛品 

原材料有償支給 
生産農家５軒 

販
売
先 

※(

株)

チ
キ
ン
食
品 

当               

社 

製品 

アイ・ティー・エスファーム㈱、 
※㈲菊川農場、 原材料有償支給 

健康鶏卵外注仕掛品 

木次乳業㈲、㈱みるくたうん 
ヨーグルト原材料無償支給 

※㈲むつみ牧場 
飼料有償支給 

牛乳 
※㈲あきかわ牛乳 

外注仕掛品 

野菜生産農家（生産農家８軒） 
商品 

原乳有償支給 

一般消費者 
商品・製品の販売 

販    

売    

先 

商品 

製品 

（宅配事業） 

（製造卸売事業） 

ヨーグルト製品 

　（注）　※　連結子会社
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２．経営方針
(1）会社経営の基本方針

　21世紀は、食の安心安全と健康の時代といわれています。その中で当社グループは、安心・安全でおいしい食べ物

づくりのパイオニアであり、農業の分野での第一号での株式上場企業として、着実な地歩を固めつつあります。

　今後、食の市場は、生活提案という形で、生産（つくる）ところから食べるところ、さらに食と医とクオリティー・

オブ・ライフ（生活の質）とが一体化したものへと進化するものと判断しており、これらをトータライズすることの

できるオンリーワンの企業として、当社グループの強みが如何なく発揮できるものと考えております。

　併せて当社グループは、食の信頼の課題について創業以来一貫して真剣に取り組み、この面でも大きな信頼を得て

きました。これら、食の安心・安全、信頼、健康、おいしさ、豊かさ、環境等のすべてを網羅した競争力とブランド

を確立していきます。

(2）利益配分に対する基本方針

　当社グループは、株主の皆様への利益還元を重視し、かつ、秋川牧園ブランドの確立と中長期的な成長に向けての

積極的な投資と堅実な財務体質を両立す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

　当社グループは、投資単位の引き下げは、株式の流通の活発化を図り、投資家層を拡大する上では、重要かつ効果

的なものと認識しております。

　株価の動向、業績等を勘案し、今後とも慎重に検討してまいります。

  (4）目標とする経営指標

  当社グループでは、売上高経常利益率5％以上の安定的確保を当面の目標としております。さらに、中長期的な目標

として、売上高50億円、売上高経常利益率5％の達成を目指しております。

 

(5）中長期的な会社の経営戦略

　今から34年前、当社グループが先駆的に取り組んだ食の安心・安全は、今や時代の大きな核となり、ほとんどの消

費者が認める共通の価値感となってきました。

　一方近年では、LOHAS、スローフード、食育、地産地消、生活習慣病予防など、新しい文脈と価値観で、食を考える

トレンドが育ちつつあります。さらには、後継者問題や国際競争力の低さなどの問題をかかえる日本の農業について、

逆に今後の有望なビジネスととらえるトレンドが生まれています。

　そこで、当社グループとしましては、食の安心安全や信頼性をさらに強化すると同時に、これらの新たな分野にお

いてもイニシアティブをとって事業展開を進め、秋川牧園ブランドの確立と新たな成長期に向けて、積極的にチャレ

ンジしてまいります。

(6）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。

(7）親会社等に関する事項

　該当事項はありません。

(8）会社の対処すべき課題

①　強いコスト競争力の確立　

　当社グループは、食の安全性や品質の分野で先駆的な開発を進めてまいりましたが、併せてそのコスト構造につ

いても「強い会社」への進化を目指します。

  具体的には、かねてから検討を進めてきた「コスト構造改革」について、工程表を取りまとめ、平成20年3月まで

を重点期間として、集中的な取り組みをスタートしています。このアクションにより、より強いコスト競争力を確

立し、大幅な収支改善を達成してまいります。

　また、今回の「コスト構造改革」は、短期的な収支改善効果にとどまるものではなく、今までの秋川牧園のウィー

クポイントともいえるコスト面での課題を克服し、今後の成長力にも大きくつながるものと期待しております。

 

  ②　顧客志向の徹底と売上の拡大

　既存の製造卸売事業につきましては、顧客志向を徹底し、食の信頼や品質面のさらなる強化、若鶏や野菜等の生

産現場における生産技術の高度化、顧客により密着した商品の開発と提案を積極的に行い、売上の拡大を目指しま
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す。

 

③  健康、安心、安全の秋川牧園ブランドの確立

　今から34年前から当社グループが先駆的に取り組んだ食の安心・安全は今や時代の大きな核となり、ほとんどの

消費者が認める共通の価値観となってきました。また、近年では健康や環境との調和を目指す「LOHAS」の考え方が

注目されるなど、そのトレンドはさらに大きく育ちつつあります。この分野で、パイオニアとして高い評価をいた

だいている当社グループではありますが、秋川牧園ブランドをさらに確立すべく信頼性や品質の強化に努めてまい

ります。

 

    ④  フードデザイン～健康な食生活の提案

 消費者が食の安心・安全を求めるのは、生活習慣病の予防など「健康」のためであります。そこで、今後は食の安

心・安全に対する当社グループの優位性をキープしつつ、さらに消費者の「健康」に対して、より広く貢献できる

提案力、開発力を確立していきたいと考えています。それは当社グループの考える「フードデザイン」のコンセプ

トであり、食べ方提案や食生活コンサルティング、医と食の融合、健康をより意識した加工食品の開発などを今後

展開していきたいと考えています。
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３．経営成績及び財政状態
(1）経営成績

　当中間連結会計年度におけるわが国の経済は、堅調な企業収益を背景に、設備投資の増加や雇用情勢の改善など、

緩やかな回復基調が続きましたが、原油価格の高騰や金利上昇懸念等、景気の先行きに不透明感も残る展開となりま

した。

　食品業界におきましては、価格競争が一層激しくなる一方、消費者の食の安心・安全、健康に対する関心は年々高

まっており、先駆的に取り組んできた当社グループに対して、大きな期待が集まりつつあります。

　このような状況の中、当社グループは、顧客志向の徹底を進め、食の信頼や品質面のさらなる強化、顧客により密

着した商品の開発と提案に積極的に取り組みました。

　一方、鶏肉事業におきましては、価格競争の激化が進んでおり、収益環境は一層厳しいものとなりました。また、

鶏卵事業につきましては、健康鶏卵としての販売が前年と比べて若干減少したため、鶏卵の需給調整コストが膨らみ

ました。

　以上の結果、当中間連結会計期間の売上高は19億4百万円（前年同期比2.2％増）、経常損失は74百万（前年同期は

25百万円の純利益）、純損失は286百万（前年同期は2百万円の純利益）となりました。

　なお、中間純利益が大幅な減少となりますが、これは、養鶏の直営生産農場において、鶏糞の処理方法を変更した

ため、使用価値が低減した鶏糞処理設備等で減損損失を51百万計上したこと、上半期の業績を勘案し、繰延税金資産

について、いったん全額を取り消し、単体で法人税調整額を140百万計上すること等の特別な要因によるものでありま

す。

 ただし、この減損損失と法人税等調整額の計上は、キャッシュ・フローには影響はなく、現行の会計基準を的確に適

用したものであります。

 また、当中間連結会計年度における当社グループの自己資本比率は35％であり、今後も堅実な財務体質の確保に努め

ます。

 

　事業のセグメント別の状況は次のとおりであります。

（製造卸売事業）

　製造卸売事業におきましては、鶏肉は価格競争の激化、余剰部位の在庫の評価減及び売却損の発生により利益率

が低下しました。また、鶏卵事業につきましては、健康鶏卵としての販売が前年と比べて若干減少したこともあり、

需給バランスが崩れ、需給調整コストが増加しました。

　一方、平成17年2月より当社の100％子会社とした鶏肉の一次処理場である㈱チキン食品につきましては、当社の

鶏肉事業とのトータライズにより、品質強化と効率化を引き続き推進することができました。また、牛乳事業につ

きましては、昨秋からの新規開拓の効果から、売上げは増加しました。

　この結果、製造卸売事業の売上は15億99百万円（前年同期比1.8％増）、営業利益は82百万円（同47.5％減）とな

りました。 

 

（宅配事業）

　当社の食品を中心に会員宅に毎週商品をお届けする会員制宅配事業「スマイル生活」につきましては、引き続き

品揃えや商品カタログの改善など、顧客満足度の向上に努め、会員数も増加いたしました。一方、今後の展開に備

えて体制の強化を行ったことから販売管理費が増加しました。

　この結果、宅配事業の売上高は3億4百万円（同4.6％増）、営業損失は40百万円（前年同期は17百万円の損失）と

なりました。

(2）財政状態

　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」と言う。）は、税金等調整前中間純

損失が133百万円（前中間連結会計期間は18百万円の純利益）となり、長期借入れによる収入（100百万円）や短期借

入金の増加（80百万円）、減価償却費（71百万円）等がありましたが、配当金の支払（62百万円）や有形固定資産の

取得による支出（56百万円）等により、前連結会計年度末に比べ3百万円減少し、656百万円となりました。

　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）

　営業活動による資金収支は29百万円減少（前年同期は109百万円増加）しました。

　税金等調整前中間純損失133百万円に対して、減価償却費（71百万円）、減損損失（51百万円）等があったものの、

仕入債務の減少（55百万円）、売上債権の増加（10百万円）等のため資金収支の減少となりました。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動による資金収支は39百万円減少（前年同期は29百万円減少）しました。
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　主な要因は、有形固定資産の取得による支出（56百万円）、貸付金の回収による収入（19百万円）等によるもの

で資金収支の減少となりました。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動による資金収支は65百万円増加（前年同期は86百万円減少）しました。

　主な要因は、配当金の支払（62百万円）、長期借入金の返済による支出（47百万円）等があったものの、長期借

入れによる収入（100百万円）、短期借入金の増加（80百万円）等により、資金収支の増加となりました。

(3）通期の見通し

　当社では、かねてから検討を進めてきた、より強いコスト競争力の確立を目的とした「コスト構造改革」について、

工程表を取りまとめ、既に集中的な取り組みをスタートしています。

　この改革は、①製造部門における生産効率の大幅改善、②組織や業務の抜本的な見直しによる間接部門の人件費の

削減、③徹底した経費の削減、④鶏卵部門における需給バランスの正常化、⑤鶏肉の販売の部位バランスの改善、⑥

宅配事業における売上アップとコスト削減アクション等を、平成20年3月末までを重点的な改革期間として進めるもの

であります。

　この取り組みによって、来期（平成20年3月期）において、170百万円もの収支改善効果を達成する見込みであり、

既に鶏肉パック工場における大幅な効率改善など、大きな成果が実現し始めております。

　また、当社の売上げは鶏肉等の需要が秋から冬にかけて多くなるため、中間期は利益が少なく、その大半が下半期

に発生するという特徴があります。

　ただし、通期におきましても固定資産の減損損失、繰延税金資産の取り崩し等の上期の業績の影響が残るため、連

結の通期業績につきましては、売上高が38億68百万円（同0.6％増）、経常損失64百万円（前期は49百万円の経常利

益）、当期純損失279百万円（前期は繰延税金資産の取り崩しという特殊要因があり7百万円の損失）となる見込みで

あります。

　なお、配当金につきましては、上記の業績の見通しを受け、無配とさせていただく予定であります。

　また、来期（平成20年3月期）につきましては、上記のコスト構造改革の成果等により、安定的な黒字額を確保する

見込みであります。

(4）事業等のリスク

　当社の経営成績、株価及び財務状況に影響を及ぼす可能性のある主な事項を下記に記載いたしました。

①　飼料原料価格の変動

　飼料原料価格は、作況や船運賃、為替変動や世界的な需要動向により支配されます。これらの変動に対し、国

からの助成と、飼料業界・生産者の積み立てにより運営される飼料安定基金制度があり、価格の高騰時には、こ

の基金からの補填により、生産段階の負担増が大きく軽減される仕組みとなっています。

②　鶏病の防疫対策として実施される、行政による生産物等の移動制限措置

　平成16年１月に日本で高病原性鳥インフルエンザが発症したことに伴い、全国的に大きな消費減退があり、そ

れによる売上への影響が平成16年秋まで続きました。日本を始め、韓国等で発症した鳥インフルエンザは、東南

アジアのものとは遺伝子型が異なり、人への感染は全くないものでしたが、社会的な不安が大きく、消費者が必

要以上に反応したものでありました。

③　特定取引先への依存について

　当社グループは、生活協同組合への売上依存度が高い状況があります。これは、食の安全、安心の面で当社グ

ループの方針と生活協同組合の安全な食品を消費者に届ける目的が共通することによるものです。また、当社グ

ループは、安全な食べ物を、高い信頼性の中で総合的に生産する能力を有しており、一方、生活協同組合は、多

くの消費者を組織化し、学習会等の開催で、安全な食べ物の必要性について教育活動を行いながら、食品を供給

する事業を行っており、良い形で双方の機能分担と互恵的な関係が長期的に保持されています。しかしながら、

生活協同組合の中でも主取引先である生活協同組合連合会グリーンコープ連合の売上構成比は33.7％と高く、そ

の業績の影響を受ける可能性があります。
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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   696,771   646,288   649,670  

２．受取手形及び売掛
金

  413,778   430,237   419,306  

３．有価証券   10,299   10,306   10,300  

４．たな卸資産   297,252   334,678   336,495  

５．未収入金   179,715   165,443   186,120  

６．繰延税金資産   99,023   12,089   42,458  

７．その他   43,118   37,324   34,322  

貸倒引当金   △1,725   △1,732   △1,872  

流動資産合計   1,738,233 43.1  1,634,636 44.1  1,676,802 42.5

Ⅱ　固定資産           

１．有形固定資産           

(1）建物及び構築物 ※１ 1,484,329   1,423,228   1,440,216   

減価償却累計額  708,375 775,953  715,752 707,475  685,711 754,505  

(2）機械装置及び運
搬具

 752,687   781,067   757,671   

減価償却累計額  580,008 172,678  610,714 170,353  590,572 167,098  

(3）土地 ※１  693,613   669,210   679,188  

(4）建設仮勘定   3,046   9,997   6,307  

(5）その他  156,670   160,433   159,891   

減価償却累計額  116,172 40,497  112,141 48,292  101,916 57,974  

有形固定資産合計   1,685,790   1,605,329   1,665,074  

２．無形固定資産           

(1）連結調整勘定   123,482   －   112,175  

(2）のれん   －   105,578   －  

(3）その他   8,968   5,452   7,882  

無形固定資産合計   132,451   111,031   120,057  
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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
（％）

３．投資その他の資産           

(1）投資有価証券   71,038   58,130   62,210  

(2）長期貸付金   267,428   257,482   271,154  

(3）繰延税金資産   99,117   8,788   114,747  

(4）その他   38,800   35,446   38,041  

貸倒引当金   △53   △517   △2  

投資その他の資産
合計

  476,330   359,331   486,151  

固定資産合計   2,294,572 56.9  2,075,692 55.9  2,271,284 57.5

Ⅲ　繰延資産   653 0.0  217 0.0  435 0.0

資産合計   4,033,459 100.0  3,710,546 100.0  3,948,522 100.0

（負債の部）           

Ⅰ　流動負債           

１．支払手形及び買掛
金

  310,334   272,554   327,639  

２．短期借入金 ※１  1,355,000   1,350,000   1,270,000  

３．未払法人税等   5,666   6,094   8,502  

４．賞与引当金   32,478   27,730   21,300  

５．その他   261,834   406,067   241,477  

流動負債合計   1,965,312 48.7  2,062,447 55.6  1,868,918 47.3

Ⅱ　固定負債           

１. 社債   100,000   －   100,000  

２．長期借入金   138,760   177,815   162,600  

３．退職給付引当金   125,296   128,448   125,785  

４．その他   42,100   42,407   37,814  

固定負債合計   406,156 10.1  348,671 9.4  426,199 10.8

負債合計   2,371,469 58.8  2,411,118 65.0  2,295,118 58.1

           

（少数株主持分）           

少数株主持分   3,808 0.1  － －  4,768 0.1

           

（資本の部）           

Ⅰ　資本金   714,150 17.7  － －  714,150 18.1

Ⅱ　資本剰余金   681,030 16.9  － －  681,030 17.3

Ⅲ　利益剰余金   244,127 6.0  － －  234,044 5.9

Ⅳ　その他有価証券評価
差額金

  19,988 0.5  － －  21,252 0.5

Ⅴ　自己株式   △1,113 △0.0  － －  △1,841 △0.0

資本合計   1,658,182 41.1  － －  1,648,635 41.8

負債、少数株主持分
及び資本合計

  4,033,459 100.0  － －  3,948,522 100.0
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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   － －  714,150 19.2  － －

　２　資本剰余金   － －  681,030 18.4  － －

　３　利益剰余金   － －  △115,185 △3.1  － －

　４　自己株式   － －  △2,525 △0.1  － －

　　株主資本合計   － －  1,277,468 34.4  － －

Ⅱ　評価・換算差額等           

１　その他有価証券評

価差額金
  － －  17,986 0.5  － －

評価・換算差額等合

計
  － －  

17,986

 

0.5

 
 － －

Ⅲ　少数株主持分   － －  3,972 0.1  － －

純資産合計   － －  1,299,427 35.0  － －

負債純資産合計   － －  3,710,546 100.0  － －
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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   1,863,595 100.0  1,904,776 100.0  3,845,257 100.0

Ⅱ　売上原価   1,380,781 74.1  1,495,116 78.5  2,861,502 74.4

売上総利益   482,813 25.9  409,659 21.5  983,754 25.6

Ⅲ　販売費及び一般管理
費

※１  453,033 24.3  484,058 25.4  922,754 24.0

営業利益又は営業
損失（△）

  29,780 1.6  △74,398 △3.9  60,999 1.6

Ⅳ　営業外収益           

１．受取利息  3,561   2,594   6,028   

２．補填金収入  －   1,854   －   

３．その他  5,511 9,073 0.5 7,386 11,835 0.6 8,806 14,835 0.4

Ⅴ　営業外費用           

１．支払利息  11,537   11,266   22,839   

２. その他  1,719 13,256 0.7 1,102 12,369 0.6 3,089 25,928 0.7

経常利益又は経常
損失（△）

  25,597 1.4  △74,931 △3.9  49,906 1.3

Ⅵ　特別利益           

１．貸倒引当金戻入益  698   173   604   

２．固定資産売却益 ※２ 31   74   2,101   

３．投資有価証券売却
益

 －   －   14,261   

４．保険解約益  2,452   －   2,452   

５．その他  － 3,182 0.1 － 247 0.0 － 19,419 0.5

Ⅶ　特別損失           

１．固定資産売却損 ※３ 317   －   625   

２．固定資産除却損 ※４ 679   690   1,783   

３．連結調整勘定償却
額

※５ 6,108   －   9,763   

４．減損損失 ※６ 1,394   51,845   1,394   

５．保険解約損  1,284   －   1,284   

６．役員退職慰労金  －   6,549   －   

７．ゴルフ会員権売却
損 

 － 9,784 0.5 － 59,085 3.1 190 15,042 0.4

税金等調整前中間
(当期）純利益又は
純損失（△）

  18,995 1.0  △133,769 △7.0  54,282 1.4

法人税、住民税及
び事業税

 2,780   2,871   6,048   

法人税等調整額  13,914 16,694 0.9 150,734 153,606 8.0 53,990 60,038 1.6

少数株主利益又は
少数株主損失(△)

  △628 0.0  △795 0.0  1,397 0.0

中間(当期)純利益
又は純損失（△）

  2,929 0.1  △286,580 △15.0  △7,153 △0.2
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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（千円） 金額（千円）

（資本剰余金の部）      

Ⅰ　資本剰余金期首残高   681,030  681,030

Ⅱ　資本剰余金中間期末(期
末)残高

  681,030  681,030

      

（利益剰余金の部）      

Ⅰ　利益剰余金期首残高   324,746  324,746

Ⅱ　利益剰余金増加高      

１．中間(当期）純利益  2,929 2,929 － －

Ⅲ　利益剰余金減少高      

１．配当金  83,549  83,549  

２．役員賞与  －  －  

３. 中間(当期）純損失  － 83,549 7,153 90,702

Ⅳ　利益剰余金中間期末(期
末)残高

  244,127  234,044
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(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

（千円）
714,150 681,030 234,044 △1,841 1,627,382

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当（千円）（注）   △62,649  △62,649

中間純損失（千円）   △286,580  △286,580

自己株式の取得（千円）    △683 △683

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）

（千円）

     

中間連結会計期間中の変動額合計

（千円）
－ － △349,230 △683 △349,913

平成18年9月30日　残高

（千円）
714,150 681,030 △115,185 △2,525 1,277,468

評価・換算差額等

少数株主持
分

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）
21,252 21,252 4,768 1,653,403

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当（千円）（注）    △62,649

中間純損失（千円）    △286,580

自己株式の取得（千円）    △683

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）

（千円）

△3,266 △3,266 △795 △4,061

中間連結会計期間中の変動額合計

（千円）
△3,266 △3,266 △795 △353,975

平成18年9月30日　残高

（千円）
17,986 17,986 3,972 1,299,427

 （注）平成18年6月の定時株主総会における利益処分であります。
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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（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）純利益又は純損
失（△）

 18,995 △133,769 54,282

減価償却費  69,829 71,132 136,521

営業権償却額  199 － 399

連結調整勘定償却額  13,761 － 26,082

のれん償却額  － 7,130 －

減損損失  1,394 51,845 1,394

貸倒引当金の増減額
（減少：△）

 △397 374 △301

賞与引当金の増減額
（減少：△）

 12,874 6,430 1,696

退職給付引当金の増
減額（減少：△）

 7,780 2,662 8,269

受取利息及び受取配
当金

 △3,561 △2,594 △6,314

支払利息  11,537 11,266 22,839

投資有価証券売却益  － － △14,261

固定資産売却益  △31 △74 △2,101

固定資産売却損  317 － 625

固定資産除却損  679 690 1,783

保険解約益  △2,452 － △2,452

保険解約損  1,284 － 1,284

売上債権の増減額
（増加：△）

 15,504 △10,931 9,976

たな卸資産の増減額
（増加：△）

 △14,118 1,817 △53,361

未収入金の増減額
（増加：△）

 △659 20,677 △7,065

仕入債務の増減額
（減少：△）

 △11,786 △55,084 5,518

その他  250 12,254 18,665

小計  121,401 △16,171 203,484

利息及び配当金の受
取額

 2,750 2,382 6,313

利息の支払額  △11,136 △10,861 △22,099
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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）

法人税等の支払額  △3,051 △4,884 △3,483

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 109,964 △29,534 184,216

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

 △53,353 △56,197 △145,283

有形固定資産の売却
による収入

 589 154 20,035

投資有価証券の売却
による収入

 － － 25,360

連結子会社持分の追
加取得による収入

 － － △2,080

貸付けによる支出  △2,100 △3,316 △25,520

貸付金の回収による
収入

 16,055 19,604 38,101

ソフトウエアの取得
による支出

 △1,157 △535 △1,634

その他  10,242 1,194 9,683

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 △29,722 △39,095 △81,336

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

    

短期借入金の増減額
(減少：△)

 59,300 80,000 △25,700

長期借入れによる収
入

 － 100,000 60,000

長期借入金の返済に
よる支出

 △57,868 △47,160 △98,828

配当金の支払額  △83,549 △62,649 △83,549

自己株式の取得によ
る支出

 － △683 △728

その他  △4,182 △4,251 △7,232

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 △86,299 65,254 △156,037

Ⅳ　現金及び現金同等物の
増減額(減少：△)

 △6,058 △3,375 △53,158

Ⅴ　現金及び現金同等物の
期首残高

 713,129 659,971 713,129

Ⅵ　現金及び現金同等物の
中間期末(期末)残高

※１ 707,070 656,595 659,971
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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）連結子会社の数　４社

連結子会社の名称

㈲あきかわ牛乳

㈲菊川農場

㈱チキン食品

㈲むつみ牧場

(1）連結子会社の数　４社

連結子会社の名称

㈲あきかわ牛乳

㈲菊川農場

㈱チキン食品

㈲むつみ牧場

(1）連結子会社の数　４社

連結子会社の名称

㈲あきかわ牛乳

㈲菊川農場

㈱チキン食品

㈲むつみ牧場

 (2）非連結子会社の名称等

　非連結子会社はありません。

(2）非連結子会社の名称等

同左

(2）非連結子会社の名称等

同左

２．持分法の適用に関する事

項

　持分法適用会社はありません。 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

　連結子会社の中間決算日は以下の

通りであります。

㈲あきかわ牛乳：６月30日

㈲菊川農場　　：７月31日

㈱チキン食品　：７月31日

㈲むつみ牧場　：８月31日

　中間連結財務諸表の作成に当たっ

ては、同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、

各社中間決算日から中間連結決算日

９月30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 　連結子会社の決算日は以下の通り

であります。

㈲あきかわ牛乳：12月31日

㈲菊川農場　　：１月31日

㈱チキン食品　：１月31日

㈲むつみ牧場　：２月28日

　連結財務諸表の作成に当たっては、

同決算日現在の財務諸表を使用して

おります。ただし、各社決算日から

連結決算日３月31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。
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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．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

(イ）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、売却原価は主

として移動平均法により算定）

イ　有価証券

　(イ）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

主として移動平均法により算定）

イ　有価証券

(イ）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、売却原価は主とし

て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

  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

　移動平均法による原価法

 ロ　たな卸資産

製品・仕掛品

　主として総平均法による原価法

ロ　たな卸資産

同左

ロ　たな卸資産

同左

 商品・原材料(包装材料等を除

く)

　主として先入先出法による原価

法

  

 貯蔵品・その他原材料

　最終仕入原価法

  

(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

定率法

　ただし、採卵施設、原乳生産施

設及び平成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、動物（採

卵用鶏）については採卵期間にわ

たり日割償却

　なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。

　建物　　　15～38年

　構築物　　10～15年

　機械装置　９～13年

イ　有形固定資産

同左

イ　有形固定資産

同左

 ロ　無形固定資産

定額法

　なお、耐用年数は営業権、自社

利用ソフトウエアともに５年であ

ります。

ロ　無形固定資産

同左

 なお、耐用年数はのれん、自社

利用ソフトウエアともに５年であ

ります。

ロ　無形固定資産

同左

 なお、耐用年数は営業権、自社

利用ソフトウエアともに５年であ

ります。

(3）重要な引当金の計上基

準

イ　貸倒引当金

　債権の貸倒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
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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）

 ロ　賞与引当金

　従業員賞与の支給に充てるため、

冬季賞与支給見込額のうち、当中間

連結会計期間に対応する額を計上し

ております。

ロ　賞与引当金

同左

ロ　賞与引当金

　従業員賞与の支給に充てるため、

夏季賞与支給見込額のうち、当連結

会計年度に対応する額を計上してお

ります。

 ハ　退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、

当中間連結会計期間末における退職

給付債務に基づき、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。なお、

会計基準変更時差異はありません。

ハ　退職給付引当金

 　　　　　　 同左

 

ハ　退職給付引当金

　当連結会計年度末における退職給

付債務に基づき、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。なお会計基

準変更時差異はありません。

(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処

理によっております。

同左 同左

(5）その他中間連結財務諸

表(連結財務諸表)作成の

ための重要な事項

消費税等の会計処理方法

　税抜方式によっております。

消費税等の会計処理方法

同左

消費税等の会計処理方法

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

－ 17 －



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、1,394千

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。

　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

等調整前純利益は、1,394千円減少し

ております。

　なお、減損損失累計額については、

改正後の連結財務諸表規則に基づき各

資産の金額から直接控除しておりま

す。

────── （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、1,295,455千円でありま

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）

　前中間連結会計期間において「連結調整勘定」として

掲記されていたもの及び無形固定資産の「その他」に含

めて表示されていた「営業権」については、当中間連結

会計期間から「のれん」と表示しております。

　なお、前中間連結会計期間末の「営業権」の金額は733

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区分掲記していた「補填金収

入」（当期における金額は45千円）につきましては、営業

外収益の総額の100分の10以下となったため、営業外収益

の「その他」に含めて表示しております。

 （中間連結損益計算書）

　「補填金収入」は前中間連結会計期間では営業外収益

の「その他」に含めて表示していましたが、営業外収益

の総額の100分の10を超えたため区分掲記しました。

　なお前中間連結会計期間における「補填金収入」の金

額は45千円であります。

                   ─────── （中間連結キャッシュ・フロー計算書）

　前中間連結会計期間において「営業権償却額」及び

「連結調整勘定償却額」として掲記されていたものは、

当中間連結会計期間から「のれん償却額」と表示してお

ります。 

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．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及びこれ

に対応する債務は次のとおりであ

ります。

(イ）担保に供している資産 (イ）担保に供している資産 (イ）担保に供している資産

建物 58,846千円

土地 31,521千円

計 90,368千円

建物 54,924千円

土地 31,521千円

計  86,445千円

建物 57,010千円

土地 31,521千円

計  88,532千円

(ロ）上記に対応する債務 (ロ）上記に対応する債務 (ロ）上記に対応する債務

短期借入金 420,000千円 短期借入金  500,000千円 短期借入金  420,000千円
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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．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。

運賃 93,958千円

給与手当 118,400千円

貸倒引当金繰入
額

300千円

賞与引当金繰入
額

14,183千円

退職給付引当金
繰入額

4,209千円

連結調整勘定償
却額

7,652千円

運賃  93,545千円

給与手当  134,700千円

貸倒引当金繰入
額

548千円

賞与引当金繰入
額

  12,830千円

退職給付引当金
繰入額

△298千円

のれん償却額 7,130千円

運賃  190,659千円

給与手当  236,537千円

貸倒引当金繰入
額

325千円

賞与引当金繰入
額

 10,312千円

退職給付引当金
繰入額

 5,021千円

連結調整勘定償
却額

16,318千円

※２．固定資産売却益の内訳は、次の

とおりであります。

※２．固定資産売却益の内訳は、次の

とおりであります。

※２．固定資産売却益の内訳は、次の

とおりであります。

動物 31千円 動物 74千円 建物 1,055千円

動物 1,046

　計 2,101

※３．固定資産売却損の内訳は、次の

とおりであります。

※３．　　　────── ※３．固定資産売却損の内訳は、次の

とおりであります。

動物 292千円

車輌運搬具 24

計 317

動物  516千円

車輌運搬具 109

　計 625　  

※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。

構築物 375千円

動物 261

工具器具備品 22

機械装置 19

計 679

工具器具備品 266千円

機械装置  179

車輌運搬具  115

動物  107

構築物  21

計 690

動物    921千円

構築物     375

機械装置      352

工具器具備品      105

車輌運搬具      29

計 1,783

※５．連結調整勘定一時償却は、子会

社の㈲菊川農場及び㈲むつみ牧場

の税務上の繰越欠損金等のうち、

繰延税金資産の計上要件を満たし

たため新たに繰延税金資産を計上

した部分について、一時償却を

行ったものであります。

※５．　　　────── ※５．連結調整勘定一時償却は、子会

社の㈲菊川農場及び㈲むつみ牧場

の税務上の繰越欠損金等のうち、

繰延税金資産の計上要件を満たし

たため新たに繰延税金資産を計上

した部分について、一時償却を

行ったものであります。　　
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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）

※６．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ました。

※６．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ました。

※６．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

減損損失を計上しました。

地域 種類 用途
減損損失

（千円）

山口県

新南陽市
土地 遊休資産 1,394

地域 種類 用途
減損損失

（千円）

山口県

山口市 
建物

宅配事業

用資産
6,060

山口県

山口市 
土地

宅配事業

用資産
2,721

山口県

山口市他 

有形固定

資産（そ

の他）

宅配事業

用資産
4,006

山口県

山口市 

無形固定

資産

宅配事業

用資産
1,602

山口県

下関市 
建物 遊休資産 18,311

山口県

下関市
土地 遊休資産 7,256

山口県

下関市

有形固定

資産（そ

の他）

遊休資産 11,885

地域 種類 用途
減損損失

（千円）

山口県

周南市
土地 遊休資産 1,394

　当社グループは事業の種類別に資産

をグルーピングしております。そのう

ち、現在遊休状態となっている当社の

土地の一部については今後も事業の用

に供する予定がないため、当該資産の

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（1,394千円）

として特別損失に計上しておりま

す。

　なお、遊休不動産の回収可能価額は

正味売却価額により測定しており、不

動産鑑定評価額等に基づいて算定して

おります。

　当社グループは事業用資産について

は事業の種類に基づき、賃貸用資産及

び遊休資産については個別物件単位で

グルーピングしております。減損損失

を認識するに至った上記資産のうち、

宅配事業用資産については収益性の著

しい低下のため、遊休資産については

今後の使用見込みがないため、当該資

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（51,845千

円）として特別損失に計上しておりま

す。

  なお、宅配事業用資産の回収可能価

額は正味売却価額により測定しており、

不動産鑑定評価額等に基づいて算定し

ております。また、遊休資産の回収可

能価額も正味売却価額により測定して

おり、土地については固定資産税評価

額に基づき算定し、その他については

他への転用、売却が困難であることか

ら零円としております。

　当社グループは、事業用資産につい

ては事業の種類に基づき、賃貸用資産

及び遊休資産については個別物件単位

でグルーピングしております。現在遊

休状態となっている当社の土地の一部

については今後も事業の用に供する予

定がないため、当該資産の帳簿価額を

回収可能価額まで減額し、当該減少額

を減損損失（1,394千円）として特別

損失に計上しております。

　なお、遊休不動産の回収可能価額は

正味売却価額により測定しており、不

動産鑑定評価額等に基づいて算定して

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

 
前連結会計年度末　

株式数（株）

当中間連結会計期間

増加株式数（株）

当中間連結会計期間

減少株式数（株）

当中間連結会計期間

末株式数（株）

 発行済株式     

 　　普通株式　 4,179,000 －  4,179,000

合計 4,179,000 － － 4,179,000

 自己株式     

 　　普通株式　（注） 2,350 839  3,189

合計 2,350 839  3,189

 （注） 普通株式の自己株式の株式数の増加839株は、単元未満株式の買取による増加であります。

 

 

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 62,649 15  平成18年３月31日  平成18年６月27日

  （２）基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間連結会計期間末後となるもの

 　　　該当事項はありません。
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（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）

※１．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

※１．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

※１．現金及び現金同等物の期末残高

と連結貸借対照表に掲記されてい

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

696,771千円

マネー・マネー
ジメント・ファ
ンド

10,299

現金及び現金同
等物

707,070

現金及び預金勘
定

646,288千円

マネー・マネー
ジメント・ファ
ンド

10,306

現金及び現金同
等物

656,595

現金及び預金勘
定

649,670千円

マネー・マネー
ジメント・ファ
ンド

10,300

現金及び現金同
等物

659,971
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①　リース取引

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

　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

　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

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

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)

中間期
末残高
相当額
(千円)

建物及び構築
物

16,050 13,361 2,688

機械装置及び
運搬具

36,850 31,641 5,208

合計 52,900 45,003 7,896

 

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)

建物及び構築
物

10,160 6,447 3,712

機械装置及び
運搬具

29,835 13,065 16,769

合計 39,995 19,513 20,481

 

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)

建物及び構築
物

6,500 5,416 1,083

機械装置及び
運搬具

11,650 8,944 2,705

合計 18,150 14,361 3,788

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 6,022千円

１年超 2,256千円

合計 8,278千円

１年内 6,036千円

１年超 14,725千円

合計 20,762千円

１年内 3,130千円

１年超 796千円

合計   3,927千円

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 4,722千円

減価償却費相当額 4,410千円

支払利息相当額 104千円

支払リース料 3,891千円

減価償却費相当額 3,652千円

支払利息相当額 312千円

支払リース料 9,131千円

減価償却費相当額  8,518千円

支払利息相当額 162千円

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、各期への配分方法については、

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）

　リース資産に配分された減損損失

はありません。

（減損損失について）

　            同左

 (減損損失について） 　　　　

 　　　　　　　 同左
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②　有価証券

前中間連結会計期間末（平成17年９月30日現在）

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの

　該当事項はありません。

２．その他有価証券で時価のあるもの

 取得原価（千円）
中間連結貸借対照表計上
額（千円）

差額（千円）

(1）株式 24,798 53,220 28,421

(2）その他 9,792 14,908 5,115

合計 34,590 68,128 33,537

３．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（千円）

その他有価証券  

マネー・マネージメント・ファンド 10,299

非上場株式 2,910

合計 13,209

当中間連結会計期間末（平成18年９月30日現在）

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの

　該当事項はありません。

２．その他有価証券で時価のあるもの

 取得原価（千円）
中間連結貸借対照表計上
額（千円）

差額（千円）

(1）株式 23,641 53,820 30,178

(2）その他 － － －

合計 23,641 53,820 30,178

３．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（千円）

その他有価証券  

マネー・マネージメント・ファンド 10,306

非上場株式 4,310

合計 14,616
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前連結会計年度末（平成18年３月31日現在）

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの

　該当事項はありません。

２．その他有価証券で時価のあるもの

 取得原価（千円）
連結貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

(1）株式 23,641 59,300 35,658

(2）その他 － － －

合計 23,641 59,300 35,658

３．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（千円）

その他有価証券  

マネー・マネージメント・ファンド 10,300

非上場株式 2,910

合計 13,210

③　デリバティブ取引

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）

　当社グループはデリバティブ取引は、全く行っておりませんので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）

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

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は、全く行っておりませんので該当事項はありません。
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④　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）

 
製造卸売事業
（千円）

宅配事業
（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 1,572,162 291,433 1,863,595 － 1,863,595

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
67,864 966 68,831  (68,831) －

計 1,640,027 292,399 1,932,427  (68,831) 1,863,595

営業費用 1,482,211 310,001 1,792,212 41,601 1,833,814

営業利益又は営業損失（△） 157,815 △17,601 140,214  (110,433) 29,780

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）

 
製造卸売事業
（千円）

宅配事業
（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 1,599,805 304,970 1,904,776 － 1,904,776

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
58,337 981 59,318 (59,318) －

計 1,658,142 305,951 1,964,094  (59,318) 1,904,776

営業費用 1,575,291 346,327 1,921,618 57,555 1,979,174

営業利益又は営業損失（△） 82,851 △40,375 42,475  (116,873) △74,398

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）

 
製造卸売事業
（千円）

宅配事業
（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 3,253,004 592,252 3,845,257 － 3,845,257

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
125,617 1,948 127,566  (127,566) －

計 3,378,622 594,201 3,972,823 (127,566) 3,845,257

営業費用 3,050,658 637,864 3,688,522 95,734 3,784,257

営業利益又は営業損失（△） 327,964 △43,663 284,301  (223,301) 60,999

　（注）１．事業区分の方法

　事業は、業務の専門性及び業態を考慮して区分しております。

２．各区分に属する主要な商・製品

事業区分 主要な商・製品

製造卸売事業 健康食肉　健康加工食品　健康鶏卵　健康牛乳

宅配事業
健康食肉　健康加工食品　健康鶏卵　健康牛乳

有機農産物　一般健康食品等
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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以下のとおりであり、その主なもの

は当社の総務・経理部門等の管理部門に係る費用です。

前中間連結会計期間（千円） 当中間連結会計期間（千円） 前連結会計年度（千円）

105,993 111,810 215,083

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において、本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、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）

　当中間連結会計期間において、本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該

当事項はありません。

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）

　当連結会計年度において、本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事

項はありません。

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）

　当中間連結会計期間において、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）

　当中間連結会計期間において、海外売上高がないため該当事項はありません。

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）

　当連結会計年度において、海外売上高がないため該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

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）

１株当たり純資産額 396円94銭

１株当たり中間純利益
金額

70銭

１株当たり純資産額    310円22銭

１株当たり中間純損失
金額

  68円61銭

１株当たり純資産額 394円73銭

１株当たり当期純損失
金額

1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、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株当たり中

間純利益金額については、1株当たり

中間純損失であり、また、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、１株当たり

当期純損失であり、また、潜在株式が

存在しないため記載しておりません。

　（注）　１株当たり中間(当期）純利益金額又は純損失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)

中間(当期）純利益又は純損失（△）（千

円）
2,929 △286,580 △7,153

普通株主に帰属しない金額（千円） － － －

(うち利益処分による役員賞与金(千円)) (－） (－） （－） 

普通株式に係る中間(当期）純利益又は純

損失（△）（千円）
2,929 △286,580 △7,153

期中平均株式数（千株） 4,177 4,176 4,177

（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）

　該当事項はありません。 　該当事項はありません。 　該当事項はありません。
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５．生産、受注及び販売の状況
(1）生産実績

１）生産実績

　当中間連結会計期間の生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと次のとおりであります。

区分
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）

前年同期比（％）

製造卸売事業（千円） 1,588,024 96.6

宅配事業（千円）  　　　　                     　　－ －

合計（千円） 1,588,024 96.6

　（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）商品仕入実績

　当中間連結会計期間の商品仕入実績を事業の種類別セグメントごとに示すと次のとおりであります。

区分
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）

前年同期比（％）

製造卸売事業（千円） 13,949 36.5

宅配事業（千円） 133,648 121.2

合計（千円） 147,597 99.4

　（注）１．金額は仕入価格で表示しております。

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(2）受注状況

　当社グループは見込み生産を行っているため、該当事項は有りません。

(3）販売実績

　当中間連結会計期間の販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと次のとおりであります。

区分
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）

前年同期比（％）

製造卸売事業（千円） 1,599,805 101.8

宅配事業（千円） 304,970 104.6

合計（千円） 1,904,776 102.2

　（注）１．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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