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１．18年12月中間期の連結業績（平成18年７月１日～平成18年12月31日） 

(1) 連結経営成績                                 （百万円未満は切捨表示） 

 売  上  高 営 業 利 益 経 常 利 益 
 

18年12月中間期 

17年12月中間期 

百万円   ％

6,825  （ △3.4）

7,067  （   8.5）

百万円   ％

321  （  9.8）

292  （△46.1）

百万円   ％

323  （  8.4）

298  （△46.0）

18年６月期 13,326       313       338       

 

 
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 

 

18年12月中間期 

17年12月中間期 

百万円   ％

161  （ 11.8）

144  （△32.7）

円  銭

28  70 

25  67 

円  銭

－  － 

－  － 

18年６月期 163         29  14 －  － 

(注)①持分法投資損益    18年12月中間期  －百万円 17年12月中間期  －百万円 18年６月期  －百万円 

  ②期中平均株式数(連結) 18年12月中間期 5,616,135株 17年12月中間期 5,616,668株 18年６月期 5,616,402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                                 （百万円未満は切捨表示） 

 総 資 産 純 資 産 自己資本比率 1株 当 た り 純 資 産

 

18年12月中間期 

17年12月中間期 

百万円 

8,015    

8,130    

百万円

4,755   

4,665   

％ 

59.3  

57.4  

円  銭

846  80 

830  78 

18年６月期 7,620    4,671   61.3    831  84 

(注)期末発行済株式数（連結）18年12月中間期 5,616,135株 17年12月中間期 5,616,135株 18年６月期 5,616,135株 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況                         （百万円未満は切捨表示） 

 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

 

18年12月中間期 

17年12月中間期 

百万円 

1    

50    

百万円

1   

△334   

百万円 

△43    

△32    

百万円

546   

665   

18年６月期 308    △495   △207    587   

(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  ７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６月期の連結業績予想（平成18年７月１日～平成19年６月30日） 

 売  上  高 経 常 利 益 当 期 純 利 益 

通   期 

百万円

13,460   

百万円

600   

百万円

324   

(参考)１株当たり予想当期純利益（通期）   57円 71銭 

 ※ 上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき算定しており、今後の経済状況等の変化に

より、実際の業績は予想値と異なる結果となる場合があります。 
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１．企業集団の状況 

 当社グループは、当社及び連結子会社７社で構成されており、一般消費者に日常の生活に必要な鶏肉を提供するこ

とを主たる業務としております。 

 この円滑な業務遂行のため、当社グループでは、安全性が高く、消費者のニーズに適合した鶏肉を安定的、継続的

に供給する観点に立ち、飼料製造から種鶏飼育、雛生産、ブロイラー飼育、鶏肉加工、鶏肉加工食品製造及び外食ま

で、グループ内での一貫した事業運営体制により、鶏肉製造販売、加工食品製造販売、外食の各事業を行うインテグ

レーションを構築しております。 

 

(1）鶏肉事業 

 当社グループの食品に対する安全、安心にこだわった健康な鶏を飼育するという基本的な考え方を実践できる直

営の農場で飼育したブロイラーによる鶏肉を製造販売しております。 

(2）加工食品事業 

 鶏肉事業の補完的役割を担う事業として、季節要因等や販売しづらい鶏肉及び鶏肉副産物に付加価値をつけるた

め、加工製造し販売しております。 

(3）外食事業 

 日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社のフランチャイズ店舗（ケンタッキーフライドチキン及びＰｉｚ

ｚａ Ｈｕｔ）や自社交配させた薩摩しゃもを使用した郷土料理店（郷土料理薩摩しゃも店）を経営しております。 

(4)その他の事業 

 鹿児島に産出する「ゼオライト原石」を原料としたゼオライト製品、｢シラス土壌｣を原料としたシラスバルーン

の製造販売及び外食店舗向けの無化学肥料減農薬野菜の販売を行っております。 

 

 なお、事業系統図については、次のとおりであります。 

鶏肉販売 

外食売上

得 
 

意 
 

先 

株
式
会
社 

ア
ク
シ
ー
ズ
（
当
社
）

株 式 会 社 

アクシーズフーズ 

錦江湾飼料 

株 式 会 社 

株 式 会 社
ア ク シ ー ズ
ケ ミ カ ル

加工食品販売

事務管理委託

飼育業務委託

鶏

肉

加

工

食

品

外

食

飼育管理委託

鶏舎等賃貸

株式会社 アイエムポートリー 

有限会社 南九州畜産 

有限会社 求名ファーム 
有 限 会 社 
城山サービス 

販売業務委託

ゼオライト製品販売 
シラスバルーン販売 

飼 料 原 料
仕 入 販 売

飼 料 販 売

そ

の

他

無化学肥料減農薬野菜販売

肥料販売
株 式 会 社
ア ク シ ー ズ
ケ ミ カ ル

肥料販売 
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２．経営方針 

(1）経営の基本方針 

当社グループの経営方針は、次のとおりであります。 

我々が日頃口にする、日常の生活に必要な食品を取り扱う企業である。 

当社グループの製品は、 

一．安心して食べられ、健康に良いものであること。 

一．鮮度が良く、美味しいものであること。 

一．お客様に満足いただける価値をもっていること。 

一．低価格で提供できること。 

一．整然とした清潔な工場で造られていること。 

 

以上の経営方針のもと、当社グループは良質な鶏肉の安価かつ継続安定的な供給を通して社会へ貢献していくた

めに、グループ内での一貫した事業運営体制により、科学的実験及び研究による技術の追求、飼育環境コントロー

ルの開発及びその実施、当社独自の設備への投資等、事業運営基盤を更に強化し、家内工業的な畜産業から近代産

業としての食品業への進化を目指しております。 

 

(2）利益配分に関する基本方針 

当社は、安定的な経営基盤の確保に努めるための積極的な設備投資と会社の競争力の維持強化を行うとともに、

株主の皆様に対する利益還元を経営の 重要政策として位置付けており、業績に裏付けされた成果の配分を行うこ

とを基本方針としております。 

なお、内部留保資金については、今後予想される業界他社との競争激化に対処し、今まで以上に生産基盤の強化

を行うための生産設備への投資やお客様からより一層の信頼を得るための環境保全ならびに製品品質向上への投資

と考えております。 

 

(3）投資単位の引下げに関する考え方及び方針等 

当社は、株式の流動性を高め、また株主数増加を資本政策の重要な課題と認識しております。現在の投資金額を

勘案し、投資家の皆様に投資しやすい環境を整備するため１単元の株式数及び当社の上場市場であるジャスダック

証券取引市場における売買方式の見直し等を視野にいれながら、慎重に検討して参ります。 

 

(4）目標とする経営指標 

当社グループ全体の自己資本比率（当中間期末現在59.3％）の向上は、安定的な経営と規模拡大に向けて安定的

な資金の調達を行うため、これまで同様着実に実行すべき課題と認識しております。 

 

(5）中長期的な経営戦略及び対処すべき課題 

今後の当社グループ（当社及び連結子会社）の中長期的な経営戦略及び対処すべき課題は、①製造、販売量の拡

大、②人材の確保及び育成が挙げられます。 

 

① 当社グループの業界シェア向上のためには、生産基盤である肥育農場の新設または拡充は欠かせない要件であ

り、このためにも現有施設の見直しに加え新規設備の取得が課題と考えております。なお、この拡大は当社グ

ループの特色である事業の一貫体制を維持していくという観点から、飼料工場を中心としたエリアでの展開と

考えております。 

 

② 上記の規模拡大を遂行するなかで、当社グループといたしましては、人材の確保及び育成が不可欠といえます。

そこで、今後も中途、新卒者ともに新規募集を強化する予定であり、また、採用後における教育体制の充実を

図ることが必要であると考えております。 

 



－  － 4

(6）親会社に関する事項 

該当事項はありません。 

 

(7）内部管理体制の整備・運用状況 

有価証券上場規程第８条の３及び適時開示規則第10条第３項に規定されるコーポレート・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」において記載しました事項と重複しますの

で省略いたします。 

 

(8）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。 

 

 

３．経営成績及び財政状況 

(1)経営成績 

①業績 

 当中間連結会計期間におけるわが国経済は、設備投資の増加や雇用情勢の改善を背景に景気拡大が戦後 長の

いざなぎ景気を超えるなど、緩やかな回復基調が続いておりました。しかしながら、石油製品の高騰は依然とし

て続いており、また、個人消費の伸びが鈍化するなど景気の先行きは予断を許さない情勢下で推移しました。 

 鶏肉業界におきましては、国内生産の伸びと鶏肉調製品の輸入増加によって需給失調に陥り、鶏肉は低相場で

推移、更に飼料原料となる穀物の相場が高騰し、依然として厳しい経営環境が続きました。 

 このような状況下で、当社グループの業績は鶏肉相場が軟調であったことから、売上高は6,825百万円と前年同

期に比べ241百万円（△3.4％）の減収となりました。 

 一方、生産性向上に向けた既存設備の改修費の減少、生産効率の向上による燃料費の減少により、経常利益は

323百万円と前年同期に比べ24百万円（＋8.4％）の増益となりました。なお、中間純利益は161百万円と前年同期

に比べ17百万円（＋11.8％）の増益となりました。 

 事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりであります。 

 

イ．鶏肉 

 鶏肉セグメントにおける売上高は、上述要因等により5,279百万円と前年同期に比べ292百万円（△5.2％）の

減収となり、営業利益は353百万円と前年同期に比べ27百万円（△7.1％）の減益となりました。 

ロ．加工食品 

 加工食品セグメントにおける売上高は、販売数量の減少により648百万円と前年同期に比べ47百万円（△

6.9％）減収となり、営業利益は31百万円と前年同期に比べ23百万円（△42.7％）の減益となりました。 

ハ．外食 

 外食セグメントにおける売上高は、前連結会計年度の新規出店（10店舗）が奏功し、1,060百万円と前年同期

に比べ66百万円（＋6.6％）の増収となり、営業利益は64百万円と前年同期に比べ66百万円の増益となりました。 

ニ．その他 

 その他セグメントにおける売上高は、66百万円と前年同期に比べ１百万円（△2.2％）の減収となったものの、

営業利益は23百万円と前年同期に比べ１百万円（＋9.3％）の増益となりました。 
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(2)財政状況 

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、前年同期に比べ

119百万円減少し546百万円となりました。 

 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、１百万円の資金増加（前中間連結会計期間50百万円資金増加）となりました。こ

れは、税金等調整前中間純利益326百万円、仕入債務の増加29百万円、未払金の増加94百万円、未払費用の増加31

百万円等によるものと、売上債権の増加555百万円等による減少によるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動による資金収支は、１百万円の資金増加（前中間連結会計期間334百万円資金減少）となりました。こ

れは、主に貸付金の回収による収入150百万円等によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動による資金収支は、43百万円の資金減少（前中間連結会計期間32百万円資金減少）となりました。こ

れは、新規農場建設等に備えた長期借入れによる収入200百万円があったものの、長期借入金の約定返済による支

出173百万円に加え、配当金の支払いが70百万円あったことによるものであります。 

 

 通期の見通しにつきましては、引き続き肥育農場の取得等の鶏肉増産に向けての設備投資を行う予定ですので、

現金及び現金同等物の当連結会計年度末残高は、当中間連結会計期間末より減少する見通しであります。 

 

②キャッシュ・フロー指標等のトレンド 

 平成17年６月期 平成18年６月期 平成19年６月期

 中間 期末 中間 期末 中間 

自己資本比率（％）  53.9  57.1  57.4 61.3  59.3 

時価ベースの自己資本
比率（％） 

 43.2  51.2  62.1 69.9  58.6 

債務償還年数（年）   1.6   1.2  27.0  3.9 775.7 

インタレスト・カバ
レッジ・レシオ（倍） 

 82.1  55.0   5.2 16.5   0.2 

（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 

１．各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

２．株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。 

３．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、利払いについては、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。 
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(3)通期の見通し 

 今後の見通しにつきましては、当面、国内経済は緩やかな回復基調が続くものと想定され、一定の経済成長が期

待されますが、飼料原料となる穀物の高騰や鶏肉相場の低迷、更に国内で高病原性鳥インフルエンザ発生等、依然

として不透明な環境が続くと考えられます。 

 こうした状況下において、当社グループにおきましては、利益確保を 優先に更なる原価低減、経費削減及び生

産性向上に努めて参ります。また、引き続き肥育農場の新増設や鶏肉加工設備の改修等、鶏肉増産に向けての生産

体制の改善を進めながら、当社製品（薩摩ハーブ悠然どり）の安全性・鮮度等の高い品質をアピールした販売活動

等を行いつつ鶏肉セグメントの更なる強化を目指してまいります。 

 加工食品セグメントにつきましては、今後も鶏肉副産品を主体とした加工食品の拡販に努め、さらに製造効率の

向上を図ってまいりたいと考えております。 

 また、外食セグメントにつきましては、新規２店舗の出店を計画しており、前期に取得した10店舗と合わせ販売

強化を図ってまいりたいと考えております。 

 

４．事業等のリスク 

 中間決算短信に記載した経営成績及び財政状態に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性の

ある事項には、以下のようなものがあります。なお、下記における将来に関する事項は、当中間連結会計期間末現在

において判断したものであります。 

 

(1）種鶏の調達について 

 種鶏は、海外の育種会社で改良された複数種を採用しており、商社系販売会社等を通じ調達をおこなっており

ます。当社は今後とも、複数鶏種を調達し、種鶏自体の能力の不具合等に備えたリスク回避策を講じております

が、種鶏の確保が困難となる等不測の事態が生じた場合は、鶏肉の製造に重大な影響を及ぼす可能性があります。 

 

(2）市況変動の影響について 

① 飼料原料および鶏肉の市況変動 

 当社グループは、鶏肉を主力製品として製造、販売しております。鶏肉は、特にもも肉を中心に市況変動が大

きく、また、クリスマス向け商品や鍋物等冬場の需要増加による価格上昇に見られる固有の季節要因が存在して

おります。また、当社が輸入する飼料原料市況と鶏肉市況の間には、これまで一定の連動性は認められるものの、

タイムラグをともなっており、これらの動向によっては当社の業績にも影響を及ぼす可能性があります。 

② 為替変動 

 当社の飼料原料輸入取引にかかる決済方法については、為替変動リスクが存在しております。決済期間は比較

的短期間であることから、これまで決済条件が大幅に悪化した事例はありませんが、予期せぬ大幅な為替変動に

よる不測の事態が生じた際には、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

(3)主要な販売先について 

 当社グループの総販売実績に対し、内部売上を除き、10％を超える販売先は「６．生産、受注及び販売の状況 

（3） 販売実績」に記載のとおりであります。特に日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社と株式会社ニ

チレイフレッシュに対する販売が全体の売上高の約50％を占めていることから、同社の経営戦略の影響が当社の

業績に影響を及ぼす可能性があります。 
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(4）競合について 

① 輸入品等との競合について 

 輸入鶏肉に代表される冷凍鶏肉と当社の冷蔵鶏肉を比較すると、冷凍することによりその細胞膜が破壊され、

解凍する際にドリップとして肉汁が逃げ出しやすいため、肉質が硬くなり旨みがなくなると同時に鮮度も悪くな

りますが、鮮度の良い冷蔵鶏肉は、細胞膜内に肉汁を保ち、柔らかさや旨みを保つことができる特徴があります。 

 当社の冷蔵鶏肉は、製造工程及び輸送中の品温管理の徹底により、当社製品の品質面の優位性はあると判断さ

れますが、景気動向に伴い、品質面にこだわらず、価格面からのみ鶏肉を購入する価格重視の消費動向によって

は、当社製品の販売動向に影響を受ける可能性があります。 

 

② 国産品との競合について 

 国内において多くの鶏肉生産業者が存在しております。当社は卸売業者や小売業者と連携強化をはかることに

加え、広告宣伝等も含めた営業力を強化し、抗生物質・抗菌製剤を全く投与せずに飼育したブロイラー（特別飼

育鶏）による当社製品の販売拡大に努めておりますが、品質面および価格面における競争上の優位性が確保され

ない場合には、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 また、他の食品メーカーとの競合に関しましては、当社が鶏肉生産メーカーである利点（食品加工工場を食鳥

処理工場に隣接させ当日処理した新鮮な鶏肉の原材料を使用したチルド商品製品等）を生かし商品開発をおこ

なっておりますが、それによって差別化がはかれるとは限りません。 
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(5）食品の安全性の確保および関係法令について 

 当社は、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律に基づく「食鳥処理業」として、鶏肉およびその関

連製品の製造、販売をおこなっております。食鳥処理業は食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律をは

じめとして、衛生上、食品衛生法等各種法令により規制を受けております。また、当社連結子会社である株式会

社アクシーズフーズは食品衛生法に基づく「飲食業」として飲食店の経営をおこなっております。 

 主な関係法令は次のとおりであります。 

 

関係法令名 許認可等交付者 当社グループの該当業務 法令の概要 

食品衛生法 都道府県知事 
鶏肉、鶏肉加工食品製造
外食店舗営業 

飲食に起因する衛生上の危害の発生防
止および公衆衛生の向上、増進をはか
る見地から食品の規格、添加物、衛生
管理、営業許可等が定められておりま
す。 

食鳥処理の事業の規制及
び食鳥検査に関する法律 

都道府県知事 食鳥加工 

食鳥処理の事業について、衛生上の見
地から必要な規制をおこなうととも
に、食鳥検査の制度を設けることによ
り、食鶏肉等に起因する衛生上の危害
の発生を防止し、公衆衛生の向上およ
び増進をはかる見地から、営業許可、
衛生管理の基準、食鳥の検査等が定め
られております。 

薬事法 都道府県知事 薬品の販売 

医薬品、医薬部外品等の品質、有効性
および安全性の確保のために必要な規
制をおこなうとともに、医療上特にそ
の必要性が高い、医薬品および医療用
具の研究開発の促進のために必要な措
置を講ずることにより、保健衛生の向
上をはかる見地から、営業の許可制度
等が定められております。 

毒物及び劇物取締法 都道府県知事 毒物および劇物の販売 

毒物および劇物について、保健衛生上
の必要な取締をおこなう見地から、営
業の登録制度等が定められておりま
す。 

関税定率法 税関長 
飼料原料のとうもろこし
およびこうりゃんの輸入 

関税の税率、関税を課する場合におけ
る課税標準および関税の減免その他関
税制度について定められております。

農林物資の規格化及び品
質表示の適正化に関する
法律（ＪＡＳ法） 

－ 
鶏肉、鶏肉加工食品の販
売 

生鮮食品の品質に関し、販売業者は名
称、原産地、内容量の表示が定められ
ております。 
加工食品の品質に関し、製造業者は名
称、原材料名、内容量、賞味期限、保
存方法、製造者等の氏名又は名称及び
住所の表示が定められております。 

 

 

 また、当社の社内の検査体制は、「食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律」に定める検査補助員に

より、食鳥加工時に、疾病および放血、脱毛、中抜き工程（内臓等の摘出）における不良品の摘出をおこなって

おります。さらに、同法に基づき、日々搬入される生鳥に対し、県もしくは政令指定都市の検査機関から農場毎

に生鳥検査および内臓・鶏肉等の検査を受けておりますが、当社においても自主的に社内検査を実施しておりま

す。 

 

 食品産業にとって製造過程における安全の確保は社会的責務と認識しております。当社は、飼育過程において

は、抗生物質や合成抗菌剤を与えないため、肥育農場や鶏肉加工工場の安全管理を徹底してまいりました。 

 さらに流通過程においても品温管理等安全管理を徹底しておりますが、万が一、食中毒等不測の事態が生じた

際には、企業の信用や業績に大きな影響を及ぼす可能性があります。 
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５．中間連結財務諸表等 

(1）中間連結財務諸表 

  ① 中間連結貸借対照表 

  
前中間連結会計期間末 
（平成17年12月31日） 

当中間連結会計期間末 
（平成18年12月31日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成18年６月30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   929,564 789,034  840,076

２．受取手形及び売掛
金 

※４  1,610,442 1,574,194  1,018,233

３．棚卸資産   718,620 940,037  831,259

４．その他   83,374 154,347  290,491

貸倒引当金   △858 △1,098  △1,756

流動資産合計   3,341,143 41.1 3,456,515 43.1  2,978,304 39.1

Ⅱ 固定資産    

１．有形固定資産 ※１   

(1）建物及び構築物 ※2,3 670,850 627,474 643,649 

(2）工具器具備品 ※２ 574,349 481,182 485,605 

(3）土地 ※３ 2,728,912 2,728,437 2,728,495 

(4）その他  122,045 4,096,157 96,004 3,933,098 110,813 3,968,564

２．無形固定資産   52,181 30,458  40,231

３．投資その他の資産   641,160 595,668  633,041

固定資産合計   4,789,499 58.9 4,559,226 56.9  4,641,837 60.9

資産合計   8,130,643 100.0 8,015,742 100.0  7,620,141 100.0
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前中間連結会計期間末 
（平成17年12月31日） 

当中間連結会計期間末 
（平成18年12月31日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成18年６月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（負債の部）    

Ⅰ 流動負債    

１．買掛金   458,523 408,784  379,325

２．一年内返済予定長
期借入金 

※３  347,500 264,375  292,500

３．未払金   1,033,859 969,614  884,216

４．未払法人税等   106,664 144,306  37,871

５．その他   129,402 138,685  71,013

流動負債合計   2,075,949 25.5 1,925,766 24.0  1,664,926 21.9

Ⅱ 固定負債    

１．社債   499,800 499,800  499,800

２．長期借入金 ※３  528,125 463,750  409,375

３．退職給付引当金   267,488 267,665  276,033

４．役員退職慰労引当
金 

  91,354 101,366  96,360

５．その他   2,147 1,642  1,894

固定負債合計   1,388,916 17.1 1,334,224 16.7  1,283,463 16.8

負債合計   3,464,865 42.6 3,259,990 40.7  2,948,389 38.7

（資本の部）    

Ⅰ 資本金   452,370 5.6 － －  － －

Ⅱ 資本剰余金   428,340 5.3 － －  － －

Ⅲ 利益剰余金   3,702,356 45.5 － －  － －

Ⅳ その他有価証券評価
差額金 

  83,745 1.0 － －  － －

Ⅴ 自己株式   △1,034 △0.0 － －  － －

資本合計   4,665,777 57.4 － －  － －

負債、少数株主持分
及び資本合計 

  8,130,643 100.0 － －  － －
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前中間連結会計期間末 
（平成17年12月31日） 

当中間連結会計期間末 
（平成18年12月31日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成18年６月30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   － 452,370  452,370

２．資本剰余金   － 428,340  428,340

３．利益剰余金   － 3,812,841  3,721,838

４．自己株式   － △1,034  △1,034

株主資本合計   － － 4,692,516 58.5  4,601,513 60.4

Ⅱ 評価・換算差額等    

１．その他有価証券評
価差額金 

  － 63,235  70,238

評価・換算差額等合
計 

  － － 63,235 0.8  70,238 0.9

純資産合計   － － 4,755,751 59.3  4,671,751 61.3

負債純資産合計   － － 8,015,742 100.0  7,620,141 100.0
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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７月１日 
至 平成17年12月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年７月１日 
至 平成18年12月31日） 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

（自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30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   7,067,547 100.0 6,825,668 100.0  13,326,074 100.0

Ⅱ 売上原価   4,932,093 69.8 4,691,251 68.7  9,435,649 70.8

売上総利益   2,135,453 30.2 2,134,417 31.3  3,890,424 29.2

Ⅲ 販売費及び一般管理
費 

※１  1,842,624 26.1 1,812,825 26.6  3,576,581 26.8

営業利益   292,828 4.1 321,591 4.7  313,843 2.4

Ⅳ 営業外収益    

１．受取利息  93 978 425 

２．受取配当金  1,699 1,743 3,929 

３．匿名組合投資収益  6,189 7,416 13,002 

４．補助金収入  3,676 2,144 6,899 

５．受取社宅使用料  4,481 4,119 8,840 

６．その他  3,037 19,178 0.3 5,297 21,700 0.3 12,159 45,257 0.3

Ⅴ 営業外費用    

１．支払利息  9,752 8,605 18,977 

２．為替差損  1,924 7,275 － 

３．その他  1,712 13,389 0.2 3,796 19,678 0.3 1,497 20,475 0.2

経常利益   298,617 4.2 323,614 4.7  338,625 2.5

Ⅵ 特別利益    

１．固定資産売却益 ※２ － 581 － 

２．受取保険金  9,175 9,175 0.2 3,376 3,958 0.1 12,813 12,813 0.1

Ⅶ 特別損失    

１．固定資産除却損 ※３ 723 1,032 5,023 

２．固定資産売却損 ※４ － 37 － 

３．減損損失 ※５ 70,214 70,937 1.0 － 1,070 0.0 70,631 75,655 0.5

税金等調整前中間
（当期）純利益 

  236,855 3.4 326,501 4.8  275,784 2.1

法人税、住民税及
び事業税 

 102,306 140,903 122,742 

法人税等調整額  △9,618 92,688 1.4 24,393 165,297 2.4 △10,607 112,135 0.9

中間（当期）純利
益 

  144,167 2.0 161,204 2.4  163,648 1.2
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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 

  
前中間連結会計期間 

（自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日）

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 

（資本剰余金の部）  

Ⅰ 資本剰余金期首残高  428,340

Ⅱ 資本剰余金中間期末残
高 

 428,340

  

（利益剰余金の部）  

Ⅰ 利益剰余金期首残高  3,635,701

Ⅱ 利益剰余金増加高  

  中間純利益  144,167 144,167

Ⅲ 利益剰余金減少高  

１．配当金  70,211

２．取締役賞与  6,700

３．監査役賞与  600 77,511

Ⅳ 利益剰余金中間期末残
高 

 3,702,356
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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７月１日 至 平成18年12月31日） 

株 主 資 本 
評価・ 

換算差額等
 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 
その他有価証券
評価差額金

純資産合計

平成18年６月30日残高（千円） 452,370 428,340 3,721,838 △1,034 4,601,513 70,238 4,671,751

中間連結会計期間中の変動額   

剰余金の配当  △70,201 △70,201 △70,201

中間純利益  161,204 161,204 161,204

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) 

  △7,003 △7,003

中間連結会計期間中の変動額 
合計（千円） 

－ － 91,002 － 91,002 △7,003 83,999

平成18年12月31日残高（千円） 452,370 428,340 3,812,841 △1,034 4,692,516 63,235 4,755,751

 

前連結会計年度（自 平成17年７月１日 至 平成18年６月30日） 

株 主 資 本 
評価・ 

換算差額等
 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 
その他有価証券
評価差額金

純資産合計

平成17年６月30日残高（千円） 452,370 428,340 3,635,701 △367 4,516,043 60,077 4,576,121

連結会計年度中の変動額   

剰余金の配当  △70,211 △70,211 △70,211

利益処分による役員賞与  △7,300 △7,300 △7,300

当期純利益  163,648 163,648 163,648

自己株式の取得  △667 △667 △667

株主資本以外の項目の連結 
会計年度中の変動額(純額) 

  10,160 10,160

連結会計年度中の変動額 
合計（千円） 

－ － 86,137 △667 85,470 10,160 95,630

平成18年６月30日残高（千円） 452,370 428,340 3,721,838 △1,034 4,601,513 70,238 4,671,751
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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７月１日 
至 平成17年12月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年７月１日 
至 平成18年12月31日） 

前連結会計年度の 
連結キャッシュ・フロー計算書
（自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30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 

 236,855 326,501 275,784 

減価償却費  167,404 139,972 344,675 

減損損失  70,214 － 70,631 

貸倒引当金の増減額（減
少：△） 

 250 △640 1,145 

退職給付引当金の増減額
（減少：△） 

 △18,818 △8,367 △10,273 

役員退職慰労引当金の増
減額（減少：△） 

 2,714 5,006 7,720 

受取利息及び受取配当金  △1,792 △2,722 △4,355 

その他営業外収益  △17,385 △18,337 △38,381 

支払利息  9,752 8,605 18,977 

その他営業外費用  1,712 3,796 1,877 

有形固定資産除売却損益
（益：△） 

 723 489 5,023 

受取保険金  △9,175 △3,376 △12,813 

売上債権の増減額（増
加：△） 

 △637,026 △555,961 △44,817 

棚卸資産の増減額（増
加：△） 

 212,977 △108,778 100,339 

前払費用の増減額（増
加：△） 

 △4,615 △6,030 △440 

その他流動資産の増減額
（増加：△） 

 4,574 △4,395 △10,039 

その他固定資産の増減額
（増加：△） 

 △30 △67 △26 

仕入債務の増減額（減
少：△） 

 103,204 29,459 24,006 

未払金の増減額（減少：
△） 

 117,965 94,770 △30,893 

未払費用の増減額（減
少：△） 

 31,762 31,376 － 

その他流動負債の増減額
（減少：△） 

 26,309 31,990 3,330 

役員賞与の支払額  △7,300 － △7,300 

小計  290,276 △36,709 694,170 
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前中間連結会計期間 

（自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年７月１日 
至 平成18年12月31日） 

前連結会計年度の 
連結キャッシュ・フロー計算書
（自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

利息及び配当金の受取額  1,831 2,584 4,380 

利息の支払額  △9,866 △8,419 △18,732 

賃貸料の受取額  4,229 3,866 8,335 

その他の営業活動収入  15,889 10,178 29,351 

その他の営業活動支出  △1,712 △3,796 △1,877 

法人税等の還付額  － 63,924 － 

法人税等の支払額  △249,771 △30,045 △407,230 

営業活動によるキャッ
シュ・フロー 

 50,876 1,583 308,397 
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前中間連結会計期間 

（自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年７月１日 
至 平成18年12月31日） 

前連結会計年度の 
連結キャッシュ・フロー計算書
（自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30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 

    

定期預金の預入による支
出 

 △263,800 △242,800 △263,800 

定期預金の払戻による収
入 

 263,800 252,800 274,800 

有形固定資産の取得によ
る支出 

 △299,651 △101,894 △331,883 

有形固定資産の売却によ
る収入 

 － 3,910 － 

投資有価証券の取得によ
る支出 

 △6,055 △5,737 △12,032 

貸付けによる支出  △600 △57,415 △150,600 

貸付金の回収による収入  275 150,825 10,575 

その他の投資活動支出  △30,468 △4,572 △30,753 

その他の投資活動収入  2,335 6,197 8,606 

投資活動によるキャッ
シュ・フロー 

 △334,165 1,312 △495,086 

Ⅲ 財務活動によるキャッ
シュ・フロー 

    

長期借入れによる収入  200,000 200,000 200,000 

長期借入金の返済による
支出 

 △162,500 △173,750 △336,250 

自己株式の取得による支
出 

 △667 － △667 

配当金の支払額  △69,046 △70,187 △70,383 

財務活動によるキャッ
シュ・フロー 

 △32,213 △43,937 △207,300 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減
額（減少：△） 

 △315,501 △41,041 △393,989 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首
残高 

 981,266 587,276 981,266 

Ⅵ 現金及び現金同等物の中間
期末（期末）残高 

 665,764 546,234 587,276 
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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７月１日 
至 平成17年12月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年７月１日 
至 平成18年12月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日） 

１．連結の範囲に関する事項 連結子会社の数 ７社 

連結子会社 

 ㈱アクシーズフーズ 

 錦江湾飼料㈱ 

 ㈱アクシーズケミカル 

 ㈱アイエムポートリー 

 ㈲南九州畜産 

 ㈲求名ファーム 

 ㈲城山サービス 

同左 同左 

２．持分法の適用に関する事

項 

 持分法を適用していない関連会

社（㈲南九州バイオマス）は、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

響が軽微であるため、持分法の適

用範囲から除いております。 

同左  持分法を適用していない関連会

社（㈲南九州バイオマス）は、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

軽微であるため、持分法の適用範

囲から除いております。 

３．連結子会社の中間決算日

（決算日）等に関する事

項 

 連結子会社の中間会計期間は、

中間連結会計期間と同一でありま

す。 

同左  連結子会社の事業年度は、連結

会計年度と同一であります。 

４．会計処理基準に関する事

項 

(イ）重要な資産の評価基準及び

評価方法 

(イ）重要な資産の評価基準及び

評価方法 

(イ）重要な資産の評価基準及び

評価方法 

 ① 有価証券 ① 有価証券 ① 有価証券 

 その他有価証券 その他有価証券 その他有価証券 

 時価のあるもの 時価のあるもの 時価のあるもの 

  中間決算日の市場価格

等に基づく時価法（評価

差額は全部資本直入法に

より処理し、売却原価は

移動平均法により算定し

ております） 

 中間決算日の市場価格

等に基づく時価法（評価

差額は全部純資産直入法

により処理し、売却原価

は移動平均法により算定

しております） 

 決算期末日の市場価格

等に基づく時価法（評価

差額は全部純資産直入法

により処理し、売却原価

は移動平均法により算定

しております） 

 ② 棚卸資産 ② 棚卸資産 ② 棚卸資産 

 製品・原材料・仕掛品 製品・原材料・仕掛品 製品・原材料・仕掛品 

  主として売価還元法よる

低価法 

同左 同左 

 貯蔵品 貯蔵品 貯蔵品 

  終仕入原価法 同左 同左 
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項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年７月１日 
至 平成18年12月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日） 

 (ロ）重要な減価償却資産の減価

償却の方法 

(ロ）重要な減価償却資産の減価

償却の方法 

(ロ）重要な減価償却資産の減価

償却の方法 

 ① 有形固定資産 ① 有形固定資産 ① 有形固定資産 

  定率法（但し、平成10年４

月１日以降に取得した建物

（附属設備を除く）について

は定額法）を採用しておりま

す。 

同左 同左 

  なお、主な耐用年数は次の

とおりであります。 

 なお、主な耐用年数は次の

とおりであります。 

 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 ２～50年

工具器具備品 ２～13年
  

 
建物及び構築物 ２～50年

工具器具備品 ２～14年
  

 
建物及び構築物 ２～50年

工具器具備品 ２～13年
  

 ② 無形固定資産 ② 無形固定資産 ② 無形固定資産 

  営業権については、商法施

行規則に規定する 長期間

（５年）にわたり均等償却し

ております。 

 のれんの償却については、

その効果の発現する期間にわ

たって均等償却を行うことと

しております。 

 なお、金額的重要性の乏し

い場合には、発生年度の損益

として処理することとしてお

ります。 

 のれんについては、５年で

均等償却しております。 

 (ハ）重要な引当金の計上基準 (ハ）重要な引当金の計上基準 (ハ）重要な引当金の計上基準 

 ① 貸倒引当金 ① 貸倒引当金 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検討

し、回収不能見込額を計上し

ております。 

同左 同左 

 ② 退職給付引当金 ② 退職給付引当金 ② 退職給付引当金 

  従業員の退職給付に備える

ため、当連結会計年度末にお

ける退職給付債務の見込額

（自己都合退職による期末要

支給額）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。 

同左  従業員の退職給付に備える

ため、当連結会計年度末にお

ける退職給付債務の見込額

（自己都合退職による期末要

支給額）に基づき計上してお

ります。 

 ③ 役員退職慰労引当金 ③ 役員退職慰労引当金 ③ 役員退職慰労引当金 

  役員の退職慰労金の支給に

備えるため、内規に基づく中

間期末要支給見込額を計上し

ております。 

同左  役員の退職慰労金の支給に

備えるため、内規に基づく期

末要支給見込額を計上してお

ります。 
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項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年７月１日 
至 平成18年12月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日） 

 (ニ）重要な外貨建の資産又は負

債の本邦通貨への換算の基準

(ニ）重要な外貨建の資産又は負

債の本邦通貨への換算の基準

(ニ）重要な外貨建の資産又は負

債の本邦通貨への換算の基準

  外貨建金銭債権債務は、原

則として中間決算日の直物為

替相場により円貨に換算し、

換算差額は損益として処理し

ております。 

同左  外貨建金銭債権債務は、原

則として連結決算日の直物為

替相場により円貨に換算し、

換算差額は損益として処理し

ております。 

 (ホ）その他中間連結財務諸表作

成のための基本となる重要な

事項 

(ホ）その他中間連結財務諸表作

成のための基本となる重要な

事項 

(ホ）その他連結財務諸表作成の

ための基本となる重要な事項

 消費税等の会計処理 消費税等の会計処理 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。 

同左 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

か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 

 

 



－  － 21

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７月１日 
至 平成17年12月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年７月１日 
至 平成18年12月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30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70,214千円減少しておりま

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70,631千円減少しておりま

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。 

   

（役員賞与に関する会計基準） ―――――― （役員賞与に関する会計基準） 

 当中間連結会計期間から、「役員

賞与に関する会計基準」（企業会計

基準第４号 平成17年11月29日）を

適用しております。これによる損益

に与える影響はありません。 

  当連結会計年度から、「役員賞与

に関する会計基準」（企業会計基準

第４号 平成17年11月29日）を適用

しております。これによる損益に与

える影響はありません。 

   

―――――― ―――――― （貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準） 

   当連結会計年度から、「貸借対照

表の純資産の部の表示に関する会計

基準」（企業会計基準第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。 

従来の資本の部の合計に相当する

金額は、4,671,751千円でありま

す。 

なお、連結財務諸表規則の改正に

より、当連結会計年度における連結

貸借対照表の純資産の部について

は、改正後の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７月１日 
至 平成17年12月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年７月１日 
至 平成18年12月31日） 

―――――― （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おりました「法

人税等還付加算金」（当中間連結会計期間1,504千円）

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。 

 

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12月31日） 

当中間連結会計期間末 
（平成18年12月31日） 

前連結会計年度 
（平成18年６月30日） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 ※１ 有形固定資産の減価償却累計額 ※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

3,750,509千円 3,996,466千円 3,946,929千円

※２ 有形固定資産の取得価額から控除され

ている保険差益の圧縮記帳額は次のとお

りであります。 

※２ 有形固定資産の取得価額から控除され

ている保険差益の圧縮記帳額は次のとお

りであります。 

※２ 有形固定資産の取得価額から控除され

ている保険差益の圧縮記帳額は次のとお

りであります。 
 

建物 28,469千円 

工具器具備品 7,742 
  

 
建物 28,469千円

工具器具備品 7,742 
  

 
建物 28,469千円

工具器具備品 7,742 
  

※３ 担保資産及び担保に供されている債務

は次のとおりであります。 

※３ 担保資産及び担保に供されている債務

は次のとおりであります。 

※３ 担保資産及び担保に供されている債務

は次のとおりであります。 

（担保資産） （担保資産） （担保資産） 
 

建物 86,963千円 (     －千円) 

土地 2,086,007 (577,000  ) 

計 2,172,970千円 (577,000千円) 

  

 

建物 77,994千円 (     －千円)

土地 2,086,007 (577,000  )

計 2,164,001千円 (577,000千円)

  

 

建物 82,777千円 (     －千円)

土地 2,086,007 (577,000  )

計 2,168,785千円 (577,000千円)

  
（担保に供されている債務） （担保に供されている債務） （担保に供されている債務） 
 

長期借入金 875,625千円  

  

 

長期借入金 728,125千円

  

 

長期借入金 701,875千円

  
（注） （ ）書きは内書で工場財団抵当に

供している資産を示しております。ま

た、長期借入金には、一年以内に返済予

定の長期借入金も含まれております。 

（注）      同左 （注）      同左 

※４ 中間連結期末日満期手形の会計処理 ※４ 中間連結期末日満期手形の会計処理 ――――― 

 手形交換日をもって決済処理しておりま

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、次の満期手形

が中間連結期末残高に含まれております。 

同左  

   受取手形    2,575千円    受取手形    2,208千円  

 ５ 保証債務  ５ 保証債務  ５ 保証債務 

 次の関係会社の金融機関からの借入に

対し保証を行っております。 

同左 同左 

 
有限会社南九州バイオマス 75,000千円 

  

 
有限会社南九州バイオマス 966,800千円

  

 
有限会社南九州バイオマス 991,500千円
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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７月１日 
至 平成17年12月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年７月１日 
至 平成18年12月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日） 

※１ 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。 
 

販売手数料 59,079千円 

荷造運搬費 470,337 

貸倒引当金繰入額 250 

役員報酬 63,743 

従業員給与手当 252,224 

雑給 282,865 

役員退職慰労引当金
繰入額 

5,319 

退職給付費用 6,449 

減価償却費 59,068 

賃借料 215,328 

研究開発費 55,697 
  

 
販売手数料 57,201千円

荷造運搬費 463,267 

役員報酬 59,974 

従業員給与手当 266,595 

雑給 279,677 

役員退職慰労引当金
繰入額 

5,006 

退職給付費用 5,431 

減価償却費 51,499 

賃借料 219,545 

研究開発費 51,386 

  
  

 
販売手数料 116,821千円

荷造運搬費 893,624 

役員報酬 123,732 

従業員給与手当 504,214 

雑給 554,534 

役員退職慰労引当金
繰入額 

10,325 

退職給付費用 10,927 

減価償却費 124,386 

賃借料 416,276 

研究開発費 110,554 
  

――――― ※２ 固定資産売却益は、土地の売却益581

千円であります。 

――――― 

※３ 固定資産除却損は、車両運搬具の除却

損373千円ほかであります。 

※３ 固定資産除却損は、工具器具備品の除

却損908千円ほかであります。 

※３ 固定資産除却損は、工具器具備品の除

却損3,116千円ほかであります。 

――――― ※４ 固定資産売却損は、車両運搬具の売却

損37千円であります。 

――――― 
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前中間連結会計期間 
（自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年７月１日 
至 平成18年12月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日） 

※５ 減損損失 ――――― ※５ 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。 

  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。 
  

用途 種類 場所 
金額 

（千円） 

外食店舗 建物等 
山口県 
山口市 

3,068 

外食店舗 建物等 
山口県 
萩市 

4,668 

外食店舗 
構築物
等 

東京都 
品川区 

2,324 

遊休資産 土地 
鹿児島県 
鹿児島市 

44,150 

遊休資産 土地 
鹿児島県 
霧島市 

5,006 

遊休資産 土地 
福島県 
双葉郡 

240 

遊休資産 土地 
鹿児島県 
薩摩川内市

3,903 

遊休資産 土地 
福岡県 
嘉穂郡 

6,852 

  

   

用途 種類 場所 
金額 

（千円）

外食店舗 建物等 
山口県 
山口市 

3,068

外食店舗 建物等 
山口県 
萩市 

4,668

外食店舗
構築物
等 

東京都 
品川区 

2,324

遊休資産 土地 
鹿児島県 
鹿児島市 

44,150

遊休資産 土地 
鹿児島県 
霧島市 

5,006

遊休資産 土地 
福島県 
双葉郡 

240

遊休資産 土地 
鹿児島県 
薩摩川内市

3,903

遊休資産 土地 
福岡県 
嘉穂郡 

7,270

  
 当社グループは、事業の種類別セグメ

ントを基準として、鶏肉事業、加工食品

事業、外食事業及び遊休資産にグループ

化し、減損損失の認識を行っておりま

す。その結果、外食店舗につきましては

収益性の改善の見込みがないことから、

対象となる資産（建物等）の全額を減損

損失10,060千円として特別損失に計上し

ております。また、遊休資産については

地価の下落により減損損失60,153千円を

特別損失に計上しております。 

 なお、回収可能価額は正味売却価額に

より測定しており、固定資産税評価額に

に基づき合理的な調整を行って算定して

おります。 

  当社グループは、事業の種類別セグメ

ントを基準として、鶏肉事業、加工食品

事業、外食事業及び遊休資産にグループ

化し、減損損失の認識を行っておりま

す。その結果、外食店舗につきましては

収益性の改善の見込みがないことから、

対象となる資産（建物等）の全額を減損

損失10,060千円として特別損失に計上し

ております。また、遊休資産については

地価の下落により減損損失60,570千円を

特別損失に計上しております。 

 なお、回収可能価額は正味売却価額に

より測定しており、固定資産税評価額に

に基づき合理的な調整を行って算定して

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７月１日 至 平成18年12月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項 

株式の種類 
前連結会計年度末 

株式数 

当中間連結会計期間 

増加株式数 

当中間連結会計期間 

減少株式数 

当中間連結会計期間末 

株式数 

普通株式（株） 5,617,500 ― ― 5,617,500

 

２．自己株式の種類及び株式数に関する事項 

株式の種類 
前連結会計年度末 

株式数 

当中間連結会計期間 

増加株式数 

当中間連結会計期間 

減少株式数 

当中間連結会計期間末 

株式数 

普通株式（株） 1,365 ― ― 1,365

 

３．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９月22日 

定時株主総会 
普通株式 70,201 12.50 平成18年６月30日 平成18年９月25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。 

 

 

前連結会計年度（自 平成17年７月１日 至 平成18年６月30日） 

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項 

株式の種類 
前連結会計年度末 

株式数 

当連結会計年度 

増加株式数 

当連結会計年度 

減少株式数 

当連結会計年度末 

株式数 

普通株式（株） 5,617,500 ― ― 5,617,500

 

２．自己株式の種類及び株式数に関する事項 

株式の種類 
前連結会計年度末 

株式数 

当連結会計年度 

増加株式数 

当連結会計年度 

減少株式数 

当連結会計年度末 

株式数 

普通株式（株） 565 800 ― 1,365

（変更事由の概要） 

  増加は単元未満株式の買取によるものであります。 

 

３．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17年９月22日 

定時株主総会 
普通株式 70,211 12.50 平成17年６月30日 平成17年９月26日 

 

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

決議 株式の種類 配当の原資 
配当金の総額

（千円） 

１株当たり配当額

（円） 
基準日 効力発生日 

平成18年９月22日 

定時株主総会 
普通株式 利益剰余金 70,201 12.50 平成18年６月30日 平成18年９月25日
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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７月１日 
至 平成17年12月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年７月１日 
至 平成18年12月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30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 

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 

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12月31日現在） （平成18年12月31日現在） （平成18年６月30日現在）
 

現金及び預金勘定 929,564千円 

預入期間が３か月を超え
る定期預金 

△263,800 

現金及び現金同等物 665,764千円 
  

 
現金及び預金勘定 789,034千円

預入期間が３か月を超え
る定期預金 

△242,800 

現金及び現金同等物 546,234千円
  

 
現金及び預金勘定 840,076千円

預入期間が３か月を超え
る定期預金 

△252,800 

現金及び現金同等物 587,276千円
  

   

 

 

（リース取引関係） 

 該当事項はありません。 

 

 

（有価証券関係） 

前中間連結会計期間末（平成17年12月31日現在） 

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） 

株式 168,721 309,625 140,903 

合計 168,721 309,625 140,903 

 

 

当中間連結会計期間末（平成18年12月31日現在） 

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） 

株式 180,436 286,929 106,493 

合計 180,436 286,929 106,493 

 

 

前連結会計年度（平成18年６月30日現在） 

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） 

株式 174,698 292,969 118,271 

合計 174,698 292,969 118,271 

 

 

（デリバティブ取引関係） 

 該当事項はありません。 
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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７月１日 至 平成17年12月31日） 

 
鶏肉事業 
（千円） 

加工食品事業
（千円） 

外食事業 
（千円） 

その他の事業
（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 5,331,264 695,727 994,505 46,050 7,067,547 － 7,067,547

(2）セグメント間の内部売上
高又は振替高 

240,587 327 － 22,378 263,292 (263,292) －

計 5,571,851 696,054 994,505 68,428 7,330,840 (263,292) 7,067,547

営業費用 5,191,348 641,727 997,407 47,147 6,877,630 (102,912) 6,774,718

営業利益又は営業損失（△） 380,503 54,327 △2,901 21,280 453,209 (160,380) 292,828

 

当中間連結会計期間（自 平成18年７月１日 至 平成18年12月31日） 

 
鶏肉事業 
（千円） 

加工食品事業
（千円） 

外食事業 
（千円） 

その他の事業
（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 5,076,451 647,633 1,060,599 40,984 6,825,668 － 6,825,668

(2）セグメント間の内部売上
高又は振替高 

203,105 541 － 25,918 229,565 (229,565) －

計 5,279,556 648,175 1,060,599 66,902 7,055,234 (229,565) 6,825,668

営業費用 4,926,232 617,019 996,501 43,634 6,583,388 (79,311) 6,504,077

営業利益 353,324 31,155 64,098 23,268 471,845 (150,253) 321,591

 

前連結会計年度（自 平成17年７月１日 至 平成18年６月30日） 

 
鶏肉事業 
（千円） 

加工食品事業
（千円） 

外食事業 
（千円） 

その他の事業
（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 9,932,296 1,333,156 1,965,005 95,616 13,326,074 － 13,326,074

(2）セグメント間の内部売上
高又は振替高 

491,959 673 － 44,764 537,397 (537,397) －

計 10,424,256 1,333,829 1,965,005 140,380 13,863,471 (537,397) 13,326,074

営業費用 9,907,022 1,267,821 1,961,089 97,570 13,233,504 (221,273) 13,012,230

営業利益 517,233 66,008 3,915 42,809 629,967 (316,123) 313,843

 （注）１．事業区分の方法及び各区分に属する主要な製品の名称 

（1）事業区分の方法…製品の種類別区分によっております。 

（2）各区分に属する主要な製品の名称 

① 鶏肉事業  …鶏肉の非加工品 

② 加工食品事業…鶏肉に加熱、味付け等の加工を施した商品 

③ 外食事業  …日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社のフランチャイジーと郷土料理店舗

の経営 
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④ その他の事業…複合材であるシラスバルーン、土壌改良剤、飼料原料等に使用されるゼオライト及

び無化学肥料減農薬野菜 

２．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は、当社の管理部門に係る費用であり

ます。 

前中間連結会計期間  162,948千円 

当中間連結会計期間  152,821千円 

前連結会計年度    321,259千円 

 

【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７月１日 至 平成17年12月31日）、当中間連結会計期間（自 平

成18年７月１日 至 平成18年12月31日）及び前連結会計年度（自 平成17年７月１日 至 平成18年６

月30日） 

 本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び支店はないため、該当事項はありません。 

 

【海外売上高】 

 前中間連結会計期間（自 平成17年７月１日 至 平成17年12月31日）、当中間連結会計期間（自 平

成18年７月１日 至 平成18年12月31日）及び前連結会計年度（自 平成17年７月１日 至 平成18年６

月30日） 

 海外売上高はないため、該当事項はありません。 

 

（１株当たり情報） 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年７月１日 
至 平成18年12月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日） 

  
１株当たり純資産額 830円78銭 

１株当たり中間純利益金額 25円67銭 

  

  
１株当たり純資産額 846円80銭

１株当たり中間純利益金額 28円70銭

  

  
１株当たり純資産額 831円84銭

１株当たり当期純利益金額 29円14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。 

同左  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。 

 （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７月１日
至 平成17年12月31日)

当中間連結会計期間 
(自 平成18年７月１日 
至 平成18年12月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年７月１日
至 平成18年６月30日)

中間（当期）純利益（千円） 144,167 161,204 163,648 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － － 

普通株式に係る中間（当期）純利益
（千円） 

144,167 161,204 163,648 

期中平均株式数（株） 5,616,668 5,616,135 5,616,402 
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６．生産、受注及び販売の状況 

(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。 

事業の種類別セグメントの名称 金額（千円） 前年同期比（％） 

鶏肉 3,806,328 △3.6 

加工食品 530,908 △1.7 

その他 11,596 △6.8 

合計 4,348,833 △3.4 

 （注）１．金額は製造価格によっております。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

(2）受注状況 

 当社グループは、製品の性質上そのほとんどについて需要予測に基づく見込生産を行っております。 

 

(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。 

事業の種類別セグメントの名称 金額（千円） 前年同期比（％） 

鶏肉 
5,279,556 
（203,105） 

△5.2 

加工食品 
648,175 
（541） 

△6.9 

外食 
1,060,599 

（－） 
＋6.6 

その他 
66,902 

（25,918） 
△2.2 

合計 
7,055,234 
（229,565） 

△3.8 

 （注）１．（ ）書きは内書で、セグメント間の内部売上高又は振替高であります。 

    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。 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年７月１日 
至 平成18年12月31日） 相手先 

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％） 

日本ケンタッキー・フライド・
チキン株式会社 

2,366,245 33.5 2,266,029 33.2 

株式会社ニチレイフレッシュ 1,102,553 15.6 1,203,988 17.6 

三菱商事株式会社 906,360 12.8 870,420 12.8 

３．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 


