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１．18年12月期の連結業績（平成18年１月１日～平成18年12月31日）

(1）連結経営成績 （注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

売上高 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年12月期 1,436,738 11.6 5,700 △51.9 6,406 △49.9

17年12月期 1,287,517 1.6 11,854 0.5 12,786 1.6

当期純利益
１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

自己資本
当期純利益率

総資産
経常利益率

売上高
経常利益率

百万円 ％ 円 銭 円 銭 ％ ％ ％

18年12月期 314 △94.6 7.55 － 0.4 1.4 0.5

17年12月期 5,863 1.7 140.74 － 9.4 3.1 1.0

（注）①持分法投資損益 18年12月期 60百万円 17年12月期 32百万円
②期中平均株式数（連結） 18年12月期 41,607,573株 17年12月期 40,876,318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、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率

(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12月期 453,162 85,399 16.2  1,677.85

17年12月期 429,732 66,924 15.6  1,634.59

（注）期末発行済株式数（連結） 18年12月期 43,801,143株 17年12月期 40,874,759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12月期 11,532 △1,101 △3,882 46,170

17年12月期 13,737 △9,388 △463 39,622

(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 31社 持分法適用非連結子会社数 － 社 持分法適用関連会社数 ４社

(5）連結範囲及び持分法の適用の異動状況
連結（新規） ４社 （除外） ２社 持分法（新規） －社 （除外） ３社

２．19年12月期の連結業績予想（平成19年１月１日～平成19年12月31日）

売上高 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

中間期 655,000 750 △550

通期 1,400,000 9,100 4,350

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　99円31銭
（注）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作成したものであり、実際の業績は今後様々な

要因によって予想数値と異なる場合があります。
なお、上記業績予想に関する事項は、決算短信（連結）添付資料６ページをご参照下さい。
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１．企業集団の状況
当社の企業集団は、当社及び親会社（三菱商事㈱）、子会社38社、関連会社８社で構成されており、日本国内の加工食

品卸売事業を主な事業内容とし、さらに物流事業、不動産管理業及びその他サービス等の事業活動を展開しております。

当社の企業集団の事業に係わる各社の位置づけ及び事業の系統図は次のとおりであります。

(1)事業に係わる各社の位置づけ

［食品卸売事業］

親会社は食料品流通チャネルのうち、原料供給業務及びメーカー代理店業務等を行っております。当社及び当社の連

結子会社㈱関東リョーショク他13社は主に加工食品、低温食品・フードサービスの卸売を、連結子会社の㈱リョーショ

クリカー他４社は主に酒類の卸売を、連結子会社の㈱リョーカジャパン他１社は主に菓子の卸売を行っております。

［その他の事業］

当社の連結子会社キャリテック㈱他10社は物流関連事業を、㈱ラサコーポレーション他５社は当社及び当社の子会社

の当該事業支援業務（不動産管理等事業）を行っております。

なお、㈱バリュープライス他３社は食料品等小売事業、㈱サイリョーデリカは生鮮食品等加工事業、イー・ショッピ

ング・ワイン㈱はインターネットを利用したワインの通信販売事業を行っております。

以上に述べた企業集団の事業系統図は次のとおりであります。
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(2）事業系統図
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２．経営方針
１．経営の基本方針

　当社グループは、中間流通機能を担う企業として「消費と生産を結ぶ価値あるかけ橋」を企業理念とし、生活者の

豊かな食生活の向上に貢献することを基本方針としております。

　生活者への提供機能を持つ小売業と製造機能を持つメーカーとの間をつなぐ中間流通機能は不可欠なものであり、

物流機能、マーケティング機能、さらにはマーチャンダイジング機能を最も効率よく効果的に、最低コストでサービ

ス提供できる企業を目指しております。

　社会の動向、生活者の変化をいち早くつかみ、より良い満足にお応えするため、常に自らの技能を点検し日々進化

していく一方、志を同じくする小売業様、メーカー様と協同して事業を推進していくこともまた大事なこととして位

置づけております。

　以上に基づき21世紀型流通機能の確立に向けて事業推進し、お客様、株主様、従業員等すべてのステークホルダー

に対し、それぞれのご期待に隔てなくお応えできるよう努めてまいる所存であります。

２．利益配分に関する基本方針

　当社は株主の皆様への安定的な配当を維持するとともに、内部留保の有効活用により、グループ全体としての企業

競争力の強化、業容拡大に取り組んでおります。今後ますます厳しさを増すと予想される国際水準での競争に打ち勝

つことのできる企業体質を作り上げ、企業価値の増大を通じ、株主の皆様への利益還元を充実することを基本といた

しております。

　なお、期末配当金につきましては、1株当たり11円の普通配当に加え、当社と株式会社アールワイフードサービスと

の合併を記念して、1株当たり10円の合併記念配当を実施し、計21円を予定しております。これにより年間配当金は前

期に比べ10円増配の32円を見込んでおります。

３．目標とする経営指標

　当社グループは長期経営計画2010年プラン「ＥＶＯＬＵＴＩＯＮ　２１」を策定、新しい時代が求める豊かな「食」

をフルラインでお届けするために、中間流通機能の革新と創造を目指して取組中であります。数値目標といたしまし

ては、その最終年度である2010年までのできるだけ早い年度に、売上高１兆5,000億円、経常利益200億円（経常利益

率1.3％）、株主資本1,000億円の達成をリョーショクグループの具体的な目標として掲げております。

４．中長期的な経営戦略及び対処すべき課題

　当社グループでは、加工食品、低温食品・フードサービス、酒類、菓子の4カテゴリーの専門性を高めることにより、

中間流通機能の強化を目指してまいりましたが、今後、ますます進行すると予想される人口減少による食品需要の減

少、また、少子高齢化、単身世帯の増加、女性の社会進出による生活者のライフスタイルの多様化等、社会の急激な

構造的変化を見据え、「多様化への個別対応の提供方法の開発」が不可欠であると認識しております。当社と株式会

社アールワイフードサービスの合併により加工食品・低温食品を取扱う「新菱食」は、川上から川下へ、川下から川

上へというように、双方向への食品全般におけるコーディネート役として、商品開発・調達機能に磨きをかけるため、

全温度帯フルライン機能の進化を目指しております。またグループとして、酒類、菓子を含めた総合力を高めること

で、生活者の食に対する要求を満たすべく、中間流通機能の向上に取り組んでおります。

　各カテゴリーの基本戦略・課題は次のとおりであります。

(1）加工食品・低温食品カテゴリー

  ・ライフスタイルの多様化に伴う個別対応への取り組み

・全温度帯フルライン機能の確立

・商品開発、調達機能の強化によるフードコーディネート機能の発揮

・情報提供機能強化等によるソフト面の充実

(2）酒類カテゴリー

・酒類流通構造の変革への対応

・マーチャンダイジング力の強化による安定収益構造の確立

・物流ネットワーク戦略に基づく酒類新物流の構築

(3）菓子カテゴリー

・全国菓子ネットワークの構築

・海外、国内における商品調達機能の強化

・収益、経費のバランスによる経営体質の強化
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 このような基本戦略・課題に加え、当社グループは情報システム「ＮＥＷ－ＴＯＭＡＳ」、ロジスティクスといった

ハード面においてもさらなる強化を図り、「21世紀型ビジネスモデルの確立」を目指し、取り組んでまいります。

　また、世界的な人口増加の中、我が国においては、将来的に現在の食品における供給過剰構造が逆転し供給過少と

なることも考えられ、世界各地から必要な食品を調達し、生活者に提供するという課題等も視野に入れ、常に危機感

を持ちながら、中間流通機能の革新を図ってまいります。

　以上本業を誠実に遂行することが、「社会的責任を果たすこと」の基本であると位置づけております。また、内部

統制システムの構築・体制整備、環境問題等につきましても、本業に並行して対応すべき重要事項と認識し、鋭意取

り組んでおります。

５．親会社等に関する事項

（1)親会社等の商号等

親会社等 属性
親会社等の

議決権所有割合

親会社等が発行する株券が

上場されている証券取引所等

 三菱商事株式会社  親会社
50.2％

（0.0％）

 株式会社東京証券取引所　市場第一部

 株式会社大阪証券取引所　市場第一部

 株式会社名古屋証券取引所　市場第一部

 ロンドン証券取引所（英国）

 　 （注）親会社等の議決権所有割合欄の（ ）内は、間接被所有割合で内数であります。

 （2）親会社等との関係

 　  当社は三菱商事株式会社の子会社であり、同社は当社の議決権の50.2％（間接所有を含む）を保有しておりま

す。

　当社は三菱商事生活産業グループの中核企業として、食品流通部門において中心的役割を果たしており、三菱商

事株式会社は食品流通における川上部門での「総合商社機能」を、当社は川中部門での「中間流通卸売機能」を発

揮し、それぞれが役割・機能を分担することで、食品流通全体の最適化を目指しております。
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３．経営成績及び財政状態
１．当期の概況

　当連結会計年度におけるわが国経済は、引き続き好調な企業業績に支えられ、民間設備投資が堅調に推移するなど、

景気は回復基調を継続しておりますが、依然として個人消費は力強さに欠け、景気回復の実感に乏しい状況で推移い

たしました。

　食品流通業界におきましても、製造業における原材料の高騰に加え、小売業の出店競争、異業種参入によるさらな

る価格競争の激化など、厳しい経営環境が続きました。

　このような状況下、当社グループは、基本方針である「価値ある卸機能の拡充」と「ローコスト経営の徹底」に努

力を続け、生活者の多様化、個別化に対応すべく「食のフルライン戦略」の推進に取り組み、業績の向上に努めてま

いりました。

　特記すべきことといたしましては、取引先様への機動的な対応と経営の合理化を図るべく、当社と株式会社アール

ワイフードサービスは合併いたしました。これにより、少子高齢化等、急激な社会構造の変化の中、生活者の食のラ

イフスタイルを的確に捉え、全温度帯フルラインによる商品提案・開発・調達機能の強化等により、さらなる卸売事

業のレベルアップを図ってまいります。当社グループでは、当合併を「新菱食」の発足と位置づけ、グループ総力を

あげて新たなる創業に挑戦する決意を持ち、邁進いたす所存であります。

　当連結会計年度の業績につきましては、売上高においては、スーパーマーケット業態における取組強化、株式会社

アールワイフードサービスとの合併による影響や新規連結子会社の寄与等により、前年同期比11.6％増加の1兆4,367

億38百万円となりましたが、利益面におきましては、販売競争の激化による利益率の低下や新設物流センター稼動に

伴うコスト増及び新規連結子会社の影響等により販管費が増加し、営業利益は前年同期比51.9％減少の57億円、経常

利益につきましても前年同期比49.9％減少の64億6百万円となりました。当期純利益は特別損失に減損損失を計上した

影響等により、前年同期比94.6％減少の3億14百万円となりました。

２．次期の見通し

　平成19年度の国内景気については、企業業績は好調を維持するものと思われますが、原材料価格の動向、社会保障

費・税負担の増加による個人消費の減退等、懸念材料は数多く存在し、予断を許さない環境で推移するものと思われ

ます。

　食品流通業界におきましては、少子高齢化の進行及び人口減少に伴う食品需要の変化・縮小、供給過剰によるデフ

レ傾向の継続、また、流通業界の再編なども相まって、厳しい環境が続くものと思われます。

　当社グループはこのような経営環境に対処するため、「量から質への転換」のスローガンのもと、当社と株式会社

アールワイフードサービスの合併によるシナジー効果を最大限に発揮し、安全・安心を前提とした健康や美味しさ、

食育等をテーマとし、「ものづくり」におけるオリジナリティの創出や全国に点在する個性的な商品の調達・提供な

どによる新しい需要の創造に向け、消費起点型卸売機能の拡充、提供機能の革新に注力してまいります。さらに従来

からの強みである情報システム「ＮＥＷ－ＴＯＭＡＳ」、「ロジスティクス力」に磨きをかけ、事業基盤をより強固

なものにしていく所存であります。グループ経営につきましても、４カテゴリーの専門性をより深める一方、各カテ

ゴリー間における連携を密に取ることで、グループとしての総合力を有機的に結集し、サービスレベルの向上とロー

コスト経営を図り、業績の向上に努める所存であります。

　このような施策のもと、次期の業績については、売上高が当連結会計年度における株式会社アールワイフードサー

ビスとの合併の影響により、前年同期比2.6％減の1兆4,000億円となる見込みであります。一方、利益面においては、

経常利益は91億円（前年同期比42.0％増）、当期純利益は43億50百万円と大幅な増益を見込んでおります。
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３．財政状態

(1）当連結会計年度の概況

　当連結会計年度の連結キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。

 （単位：百万円未満切捨）

 当連結会計年度 前連結会計年度 増減

営業活動によるキャッシュ・フロー 11,532 13,737 △2,204

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,101 △9,388 8,286

財務活動によるキャッシュ・フロー △3,882 △463 △3,418

現金及び現金同等物の増加額 6,548 3,885 2,663

現金及び現金同等物の期首残高 39,622 34,719 4,902

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 － 1,017 △1,017

現金及び現金同等物の期末残高 46,170 39,622 6,548

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果得られた資金は、115億32百万円となりました。主たる要因は、仕入債務の増加額171億38百万円、

売上債権の増加額66億３百万円等によるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果使用した資金は、11億１百万円となりました。主たる要因は、物流センター等の有形固定資産の

取得による支出60億89百万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）

財務活動の結果使用した資金は、38億82百万円となりました。主たる要因は、長期借入金の返済による支出11億

60百万円、社債の償還による支出12億23百万円、配当金の支払による支出８億99百万円によるものであります。

以上の結果、現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度比65億48百万円増加して461億70百万円等となり

ました。

(2）キャッシュ・フロー指標のトレンド

 平成16年12月期 平成17年12月期 平成18年12月期

自己資本比率（％） 14.7 15.6 15.3

時価ベースの自己資本比率（％） 33.3 30.6 24.2

債務償還年数（年） 0.1 0.1 0.2

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 1,045.2 666.7 249.1

　（注） 自己資本比率　　　　　　　　　　　：自己資本／総資産

時価ベースの自己資本比率　　　　　：株式時価総額／総資産

債務償還年数　　　　　　　　　　　：有利子負債／営業キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ　：営業キャッシュ・フロー／利払い

※各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。

※株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）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・フロー計算書に計上されているキャッシュ・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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４．事業等のリスク

　当社グループの事業等のリスクについて、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある主な事項には、以下の

ようなものがあります。

　なお、当社はこれらのリスク発生の可能性を十分認識したうえで、発生の回避及び発生した場合の対応に努める所

存であります。

　また、文中における将来に関する当該事項は、当連結会計年度末現在において、当社グループが判断したものであ

ります。

(1）災害危機等について

　当社グループは全国に多数の事業所・物流センターを設置し事業展開しており、大規模地震等による甚大な自然

災害が発生した地域においては、ライフラインや交通網が寸断され、物流やサービスの提供などに支障を生じるこ

とが想定されます。また、コンピュータシステムにおきましては、危機管理体制に万全を期しておりますが、壊滅

的な損害を蒙った場合には、当社グループの業務遅延が発生する可能性があります。これらの被災に伴う復旧が長

期化する場合には、業績に影響を及ぼす可能性があります。

(2）食品の安全性について

　近年、米国産牛肉のＢＳＥ問題や鳥インフルエンザの発生など食の安全性にかかわる問題から、消費者の「安全・

安心」に対する要求が一段と高まっております。今後、品質問題などにより食品の生産、流通に支障が生じた場合

には、業績に影響を及ぼす可能性があります。

(3）債権の貸倒れについて

　食品流通業界においては、少子高齢化による食品需要の縮小、引き続くデフレ傾向等、厳しい環境が続くものと

予想されます。従来から当社グループにおいては、与信管理に十分留意しておりますが、不測の事態により取引先

様の与信不安が生じ、債権の回収が困難となった場合には、業績に影響を及ぼす可能性があります。
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４．連結財務諸表等
(1) 連結貸借対照表

 
当連結会計年度

（平成18年12月31日）
前連結会計年度

（平成17年12月31日）
増　減

区分 金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金　額
(百万円)

（資産の部）      

Ⅰ　流動資産      

１　現金及び預金 46,205  39,657  6,548

２　受取手形及び売掛金 202,031  183,822  18,208

３　たな卸資産 46,852  43,093  3,758

４　繰延税金資産 930  493  436

５　未収入金 43,288  46,377  △3,089

６　その他 2,436  3,242  △805

貸倒引当金 △581  △562  △18

流動資産合計 341,163 75.3 316,124 73.6 25,038

Ⅱ　固定資産      

１　有形固定資産      

(1) 建物及び構築物 24,457  23,430  1,027

(2) 機械装置及び運搬具 6,450  3,722  2,728

(3) 器具及び備品 1,047  983  63

(4) 土地 35,749  39,327  △3,577

(5) 建設仮勘定 170  875  △705

有形固定資産合計 67,875 15.0 68,338 15.9 △463

２　無形固定資産      

(1) のれん 7,292  －  7,292

(2) ソフトウエア 1,804  1,871  △67

(3) 連結調整勘定 －  52  △52

(4) その他 254  1,137  △883

無形固定資産合計 9,351 2.1 3,062 0.7 6,289

３　投資その他の資産      

(1) 投資有価証券 20,936  27,858  △6,922

(2) 長期貸付金 407  2,835  △2,428

(3) 繰延税金資産 581  1,890  △1,308

(4) その他 14,995  15,229  △233

貸倒引当金 △2,149  △5,607  3,458

投資その他の資産合計 34,772 7.6 42,206 9.8 △7,434

固定資産合計 111,998 24.7 113,607 26.4 △1,609

資産合計 453,162 100.0 429,732 100.0 23,429
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当連結会計年度

（平成18年12月31日）
前連結会計年度

（平成17年12月31日）
増　減

区分 金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金　額
(百万円)

（負債の部）      

Ⅰ　流動負債      

１　支払手形及び買掛金 328,872  300,835  28,036

２　未払法人税等 1,198  2,856  △1,658

３　役員賞与引当金 69  ―  69

４　繰延税金負債 44  41  3

５　その他 25,006  29,452  △4,446

流動負債合計 355,192 78.3 333,187 77.5 22,005

Ⅱ　固定負債      

１　繰延税金負債 1,418  4,391  △2,972

２　退職給付引当金 10,078  10,123  △45

３　役員退職慰労引当金 923  839  83

４　その他 150  117  33

固定負債合計 12,570 2.8 15,471 3.6 △2,901

負債合計 367,762 81.1 348,658 81.1 19,103

      

（少数株主持分）      

少数株主持分 － － 14,149 3.3 △14,149

      

（資本の部）      

Ⅰ　資本金 － － 10,630 2.5 △10,630

Ⅱ　資本剰余金 － － 9,973 2.3 △9,973

Ⅲ　利益剰余金 － － 40,530 9.4 △40,530

Ⅳ　その他有価証券評価差額金 － － 6,293 1.5 △6,293

Ⅴ　為替換算調整勘定 ― － △17 △0.0 △17

Ⅵ　自己株式 － － △487 △0.1 △487

資本合計 － － 66,924 15.6 △66,924

負債、少数株主持分及び資本合
計

－ － 429,732 100.0 △429,732
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当連結会計年度

（平成18年12月31日）
前連結会計年度

（平成17年12月31日）
増　減

区分 金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金　額
(百万円)

（純資産の部）      

Ⅰ　株主資本      

１　資本金 10,630 2.3 － － 10,630

２　資本剰余金 19,264 4.3 － － 19,264

３　利益剰余金 39,835 8.8 － － 39,835

４　自己株式 △498 △0.1 － － △498

株主資本合計 69,231 15.3 － － 69,231

Ⅱ　評価・換算差額等      

１　その他有価証券評価差額金 4,264 0.9 － － 4,264

２　為替換算調整勘定 △3 △0.0 － － △3

評価・換算差額等合計 4,260 0.9 － － 4,260

Ⅲ　少数株主持分 11,908 2.6 － － 11,908

純資産合計 85,399 18.8 － － 85,399

負債純資産合計 453,162 100.0 － － 453,162
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(2) 連結損益計算書

 
当連結会計年度

（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

増　減

区分 金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

金　額
(百万円)

Ⅰ　売上高 1,436,738 100.0 1,287,517 100.0 149,220

Ⅱ　売上原価 1,319,407 91.8 1,178,470 91.5 140,936

売上総利益 117,331 8.2 109,047 8.5 8,283

Ⅲ　販売費及び一般管理費 111,630 7.8 97,192 7.6 14,437

営業利益 5,700 0.4 11,854 0.9 △6,154

Ⅳ　営業外収益 1,586 0.1 1,642 0.1 △55

１　受取利息 97  51  45

２　受取配当金 382  299  82

３　持分法による投資利益 60  32  28

４　賃貸不動産収入 322  340  △17

５　その他 724  918  △194

Ⅴ　営業外費用 880 0.0 710 0.0 170

１　支払利息 46  19  27

２　のれん償却 242  －  242

３　賃貸不動産経費 222  243  △21

４　持分変動損失 137  －  137

５　営業権償却 －  220  △220

６　その他 232  227  5

経常利益 6,406 0.5 12,786 1.0 △6,379

Ⅵ　特別利益 3,614 0.2 878 0.0 2,735

１　固定資産売却益 1,374  326  1,047

２　投資有価証券売却益 1,881  552  1,329

３　その他 358  －  358

Ⅶ　特別損失 4,164 0.3 1,645 0.1 2,519

１　固定資産売却損 180  146  34

２　投資有価証券評価損 1,034  510  524

３　貸倒引当金繰入額 24  779  △754

４　減損損失 2,555  －  2,555

５　リース解約損 －  100  △100

６　その他 368  108  △70

税金等調整前当期純利益 5,856 0.4 12,019 0.9 △6,163

法人税、住民税及び事業税 4,100 0.3 5,328 0.4 △1,228

法人税等調整額 △342 △0.0 △170 △0.0 △171

少数株主利益 1,783 0.1 997 0.0 785

当期純利益 314 0.0 5,863 0.5 △5,549
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(3) 連結剰余金計算書及び連結株主資本等変動計算書

連結剰余金計算書

 
前連結会計年度

（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

区分 金額（百万円）

（資本剰余金の部）   

Ⅰ　資本剰余金期首残高  9,973

Ⅱ　資本剰余金期末残高  9,973

（利益剰余金の部）   

Ⅰ　利益剰余金期首残高  35,651

Ⅱ　利益剰余金増加高   

１　当期純利益  5,863

Ⅲ　利益剰余金減少高   

１　配当金 858  

２　役員賞与 125  

（うち監査役賞与） (15) 983

Ⅳ　利益剰余金期末残高  40,530
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連結株主資本等変動計算書

当連結会計年度（自　平成18年１月１日　至　平成18年12月31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17年12月31日残高（百万円） 10,630 9,973 40,530 △487 60,647

連結会計年度中の変動額      

合併による新株の発行  9,290   9,290

剰余金の配当   △899  △899

役員賞与の支給   △110  △110

当期純利益   314  314

自己株式の取得    △11 △11

自己株式の処分  △0  0 0

株主資本以外の項目の連結会計年
度中の変動額（純額）

     

連結会計年度中の変動額合計
（百万円）

― 9,290 △695 △11 8,583

平成18年12月31日残高（百万円） 10,630 19,264 39,835 △498 69,231

 

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

為替換算調整勘定
評価・換算差額等

合計

平成17年12月31日残高（百万円） 6,293 △17 6,276 14,149 81,073

連結会計年度中の変動額      

合併による新株の発行     9,290

剰余金の配当     △899

役員賞与の支給     △110

当期純利益     314

自己株式の取得     △11

自己株式の処分     0

株主資本以外の項目の連結会計年
度中の変動額（純額）

△2,029 13 △2,015 △2,241 △4,257

連結会計年度中の変動額合計
（百万円）

△2,029 13 △2,015 △2,241 4,325

平成18年12月31日残高（百万円） 4,264 △3 4,260 11,908 85,399
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(4) 連結キャッシュ・フロー計算書

 
当連結会計年度

（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

増　減

区分 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    

税金等調整前当期純利益 5,856 12,019 △6,163

減価償却費 4,292 3,452 840

 減損損失 2,555 － 2,555

のれん償却額 276 － 276

連結調整勘定償却額 － 2 △2

退職給付引当金の増加額（△は減少
額）

△45 △296 251

役員退職慰労引当金の増加額(△は減
少額)

△186 △49 △136

貸倒引当金の増加額（△は減少額） △3,455 351 △3,806

受取利息及び受取配当金 △479 △350 △128

支払利息 46 19 27

持分法による投資損失（△は利益） △60 △32 △28

有形固定資産売却損（△は利益） △665 △172 △492

投資有価証券売却益 △1,869 △546 △1,322

投資有価証券評価損 1,034 510 524

売上債権の減少額（△は増加額） △6,603 △4,339 △2,264

たな卸資産の減少額（△は増加額） △3,757 △3,785 27

未収入金の減少額（△は増加額） 3,102 △2,747 5,850

仕入債務の増加額（△は減少額） 17,138 14,905 2,232

未払消費税等の増加額（△は減少額） △225 △146 △78

役員賞与の支払額 △125 △140 15

取引保証金の減少額（△は増加額） 283 14 268

その他 △197 733 △930

小計 16,916 19,400 △2,484

利息及び配当金の受取額 481 366 114

利息の支払額 △46 △20 △25

法人税等の支払額 △5,818 △6,009 190

営業活動によるキャッシュ・フロー 11,532 13,737 △2,204
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当連結会計年度

（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

増　減

区分 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    

有形固定資産の取得による支出 △6,089 △5,610 △478

有形固定資産の売却による収入 2,453 697 1,755

無形固定資産の取得による支出 △748 △1,909 1,160

投資有価証券の取得による支出 △922 △3,290 2,368

投資有価証券の売却による収入 4,589 1,191 3,397

短期貸付金の純増減 △162 △367 205

長期貸付による支出 △343 △3 △339

長期貸付の回収による収入 29 77 △47

その他 92 △172 264

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,101 △9,388 8,286

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー    

短期借入金の純増減額 △426 － △426

長期借入金の返済による支出 △1,160 － △1,160

社債の償還による支出 △1,223 － △1,223

少数株主からの払込みによる収入 － 560 △560

配当金の支払額 △899 △858 △40

少数株主への配当金の支払額 △160 △163 3

自己株式の取得による支出 △11 △1 △10

財務活動によるキャッシュ・フロー △3,882 △463 △3,418

Ⅳ　現金及び現金同等物の増加額（△は減
少額）

6,548 3,885 2,663

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高 39,622 34,719 4,902

Ⅵ　新規連結に伴う現金及び現金同等物の
増加額

－ 1,017 △1,017

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高 46,170 39,622 6,548
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

１．連結の範囲に関する事項
 

(1) 連結子会社・・・・・・３１社

主要な会社名 ： ㈱リョーショクリカー、㈱中国リョーショクリカー、㈱リョーカジャパン、㈱北海道リョーショ

ク、㈱新盛、㈱関西リョーショクリカー、㈱四国リョーショク、㈱東京リョーショク、㈱関東

リョーショク、㈱北陸リョーショク、㈱福島リョーショク、㈱九州リョーショクリカー
  

前連結会計年度において持分法を適用していたキャリテック㈱及びその子会社である中四国キャリテック㈱、九

州キャリテック㈱は、議決権所有割合が増加したことにより、当連結会計年度から連結の範囲に含めております。

また、前連結会計年度において非連結子会社であった㈱飯田リョーショクは、重要性が増加したことにより、当

連結会計年度から連結の範囲に含めております。

㈱北陸リョーショクリカーは㈱リョーショクリカーと合併、㈱アールワイフードサービスは当社と合併したため、

連結の範囲から除外いたしました。
 

(2) 非連結子会社

主要な会社名 ： ㈱シー・エム・シー

非連結子会社は、その総資産、売上高、当期純損益及び剰余金合計額のいずれもが連結総資産、売上高、当期純

損益及び利益剰余金等に重要な影響を及ぼさないと判断されるため連結の範囲から除外しております。
 

２．持分法の適用に関する事項
 

(1) 持分法適用関連会社・・・・・・４社
 

主要な会社名 ： 大分県酒類卸㈱
  

前連結会計年度において持分法を適用していた㈱アールエス飯田は、当連結会計年度において株式を売却したた

め、また㈱マルイチは当連結会計年度において清算が結了したことにより、持分法の適用範囲から除外いたしま

した。
 

(2) 持分法非適用会社

持分法非適用非連結子会社

主要な会社名 ： ㈱シー・エム・シー
 
持分法非適用関連会社

主要な会社名 ：
 

㈱焼酎維新館
 

持分法非適用非連結子会社及び持分法非適用関連会社は、それぞれ連結純損益及び連結利益剰余金等に及ぼす影

響が軽微であり、かつ全体としても重要性がないため、持分法の適用範囲から除外しております。
 

３．連結子会社の事業年度等に関する事項
 

連結子会社のうち、㈱リョーショクリカー、都貿易㈱の決算日は９月末日であり、連結決算日と異なりますが、差

異が３ヶ月を超えないため、９月末日現在の決算財務諸表を使用しております。

なお、連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結上必要な修正を行っております。

また、㈱バリュープライスの決算日は２月末日、キャリテック㈱及び中四国キャリテック㈱の決算日は３月末日、

九州キャリテック㈱の決算日は６月末日であり、連結決算日と異なり、決算日の差異が３ヶ月を超えることから、

仮決算に基づく財務諸表を使用しております。

連結子会社である㈱ＲＣフードサービスの決算日については９月30日から12月31日に決算日を変更しており、15ヶ

月の決算に基づく財務諸表により連結しております。
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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…… 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）

時価のないもの…… 移動平均法による原価法
  

②　デリバティブ

時価法
 

 

 
 

③　たな卸資産

先入先出法による原価法を採用しております。

ただし、一部連結子会社は最終仕入原価法または売価還元法に基づく原価法により評価しております。

(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

建物（建物付属設備を除く）……

その他の有形固定資産　…………

定額法

定率法
  

②　無形固定資産

定額法を採用しております。

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法を採用しており

ます。
 

(3) 重要な引当金の計上基準
 

①　貸倒引当金

債権の貸倒損失に備えるため、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。
 

②　役員賞与引当金

役員に対して支給する賞与の支出にあてるため、賞与支給見込額を計上しております。
 

③　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及び年金資産の見込額に基づき計上し

ております。

過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により費用処

理しております。

数理計算上の差異は、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（主に10年）によ

る定額法により按分した額をそれぞれ発生年度の翌連結会計年度から費用処理しております。
 

④　役員退職慰労引当金

役員退職慰労金にあてるため、内規に基づく期末退職慰労金要支給額の100％を計上しております。
 

(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。

(5) 重要なヘッジ会計の方法
 

①　ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理によっております。なお、為替予約については振当処理の要件を満たしている場合は振当処理を

採用しております。
 

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段

ヘッジ対象

為替予約

外貨建仕入債務及び外貨建予定仕入取引
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③　ヘッジ方針

一部の連結子会社において、為替予約取引に関する内規に基づき通常の仕入取引の範囲内で、将来の為替レート

の変動リスクを回避する目的で為替予約取引を行っております。

為替予約以外のデリバティブ取引は一切行っておりません。
 

④　ヘッジ有効性評価の方法

ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動の累計とヘッジ手

段のキャッシュ・フロー変動の累計を比較し、両者の変動額等を基礎にして、ヘッジ有効性を評価しております。
 

(6) 消費税等の会計処理方法

税抜方式を採用しております。
 
５．連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項

連結子会社の資産及び負債の評価については、全面時価評価法を採用しております。

 

６．のれんの償却に関する事項

のれんの償却については、その効果が発現すると見積もられる期間（計上後20年以内）で均等償却しております。

なお、重要性のないものについては、発生時に全額償却しております。
 
７．連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

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ヶ月以内に満期日又は

償還日が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

（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は2,555百万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各資産の金額から直接控除しております。

（役員賞与に係る会計基準）

当連結会計年度から「役員賞与に関する会計基準」（企業会計基準委員会　平成17年11月29日　企業会計基準第４号）

を適用し、発生した期間の費用として処理することとしております。

この結果、従来の方法と比較して、営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益はそれぞれ69百万円減少してお

ります。

（企業結合に係る会計基準）

当連結会計年度から「企業結合に係る会計基準」（企業会計審議会　平成15年10月31日）及び「事業分離等に関する

会計基準」(企業会計基準第７号　平成17年12月27日）並びに「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適

用指針」（企業会計基準適用指針第10号　平成17年12月27日）を適用しております。

この適用に伴う損益への影響は軽微であります。

（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」（企業会計基準委員会　平成17年12月９日

　企業会計基準第５号）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準委員

会　平成17年12月９日　企業会計基準適用指針第８号）を適用しております。

従来の資本の部の合計に相当する金額は、73,491百万円であります。

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。

表示方法の変更

（連結貸借対照表関係）

企業結合会計基準の適用に伴い、前連結会計年度において「連結調整勘定」及び「営業権」（無形固定資産のその他）

として掲記されていたものは、当連結会計年度から「のれん」として表示しております。

（連結損益計算書関係）

企業結合会計基準の適用に伴い、前連結会計年度において「営業権償却」として掲記されていたものは、当連結会計

年度から「のれん償却額」として表示しております。

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

企業結合会計基準の適用に伴い、前連結会計年度において、連結調整勘定償却額として掲記されていたものは当連結

会計年度から「のれん償却額」として表示しております。
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注記事項

（連結貸借対照表関係）

  （当連結会計年度）  （前連結会計年度）

１．有形固定資産減価償却累計額 31,675 百万円  29,223 百万円

     

２．非連結子会社及び関連会社の株式等

投資有価証券（株式）

 

985 百万円

 

 

 

898 百万円

     

３．担保資産及び担保付債務

担保に供している資産

土　　　　地

投資有価証券

　　　　計

 95 百万円

 － 百万円

 95 百万円

633 百万円

3 百万円

637 百万円

 担保付債務

買 　掛 　金

支 払 手 形

　　　　　計

 292 百万円

 － 百万円

 292 百万円

345 百万円

37 百万円

382 百万円

 

４．偶発債務

(1) 下記の銀行借入金に対し、保証を行っております。

従　業　員 54 百万円 73 百万円

(2) 下記の未経過リース料に対し、保証を行っております。

㈲エイエフロジテム

㈲エムエスビー

キャリテック㈱

そ　　の　　他

　　　　　　計

166 百万円

106 百万円

－ 百万円

63 百万円

 336 百万円

－ 百万円

－ 百万円

 388 百万円

 0 百万円

 388 百万円

 

５．連結会計年度末満期手形

連結会計年度末日満期手形の会計処理は手形交換日をもって決済処理しております。

従って、当連結会計年度の末日は金融機関の休日のため、次のとおり連結会計年度末日満期手形が連結会

計年度末残高に含まれております。

受 取 手 形

支 払 手 形

 810 百万円

 189 百万円

 380 百万円

 184 百万円

 

６．自己株式の保有数  

 普 通 株 式 157,507 株  155,066 株

     

（連結損益計算書関係）

  （当連結会計年度）  （前連結会計年度）

１．販売費及び一般管理費の主なもの

運賃保管料

貸倒引当金繰入額

従業員給料手当

役員賞与引当金繰入

退職給付費用

役員退職慰労引当金繰入額

事務費
 

52,699 百万円

250 百万円

28,329 百万円

69 百万円

1,066 百万円

211 百万円

8,499 百万円

44,477百万円

－ 百万円

25,058 百万円

－ 百万円

1,136 百万円

127 百万円

8,218 百万円

２．固定資産売却益の内訳

土地

建物及び構築物

無形固定資産のその他

計

1,374 百万円

－ 百万円

－ 百万円

1,374 百万円

310 百万円

7 百万円

8 百万円

326 百万円
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３．固定資産売却損の内訳

土地

建物及び構築物

器具及び備品

無形固定資産のその他

計

180 百万円

－ 百万円

－ 百万円

－ 百万円

180 百万円

145 百万円

0 百万円

0 百万円

0 百万円

146 百万円
 

４．減損損失

当連結会計期間において、当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上しております。

用途 種類 場所

事業用資産 土地及びリース資産等 北海道旭川市他４件

賃貸用資産 土地及び建物等 愛媛県新居浜市他12件

遊休資産 土地及び電話加入権 宮城県仙台市他19件

当社グループは、継続的に損益の把握を実施している単位を基礎にグルーピングを実施しております。具体

的には、事業用資産は管理会計上の区分に基づいた地域別に、賃貸用資産及び遊休資産は個々の資産ごとに

資産のグルーピングを行なっております。

地価の著しい下落または営業損益が悪化している資産グループについては、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（2,555百万円）として特別損失に計上しております。

減損損失の内訳は、建物及び構築物11百万円、土地2,455百万円、その他89百万円であります。

なお、当該資産の回収可能価額は正味売却価額または使用価値により測定しており、正味売却価額は、主と

して公示価額を基準として評価し、使用価値については将来キャッシュ・フローを3.6％で割り引いて算出し

ております。

 

（連結株主資本等変動計算書関係）
 

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 当連結会計年度末

普通株式（株） 41,029,825 2,928,825 － 43,958,650

(変動理由の概要)

増加は、連結子会社との合併に伴なう新株発行（2,928,825株）によるものであります。

 

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 当連結会計年度末

普通株式（株） 155,066 4,363 1,922 157,507

 (変動理由の概要)

増加は単元未満株式の買取請求による取得(4,363株)であります。

減少は単元未満株式の買増請求による売却(27株)、連結子会社が保有していた当社株式の売却(1,895株)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
（百万円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成18年３月30日

定時株主総会
普通株式 449 11.00 平成17年12月31日 平成18年３月31日

平成18年８月16日

取締役会
普通株式 449 11.00 平成18年６月30日 平成18年９月13日
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(2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

配当の原資
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成19年３月29日

定時株主総会
普通株式 919 利益剰余金 21.00 平成18年12月31日 平成19年３月30日

 

（キャッシュ・フロー計算書関係）

 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関係

 
 （当連結会計年度）  （前連結会計年度）

現金及び預金勘定

預入期間が３ヶ月を超える定期預金

現金及び現金同等物

 

46,205 百万円

△35 百万円

46,170 百万円

39,657 百万円

△35 百万円

39,622 百万円

（リース取引関係）

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引
 

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

（当連結会計年度） 機械装置及び運搬具  器具及び備品  その他  合計

取得価額相当額 12,913 百万円  4,133 百万円  692 百万円  17,740 百万円

減価償却累計額相当額 6,200 百万円  2,430 百万円  425 百万円  9,056 百万円

減損損失累計額相当額 2 百万円  － 百万円  － 百万円  2 百万円

期末残高相当額 6,710 百万円  1,703 百万円  266 百万円  8,681 百万円

（前連結会計年度） 機械装置及び運搬具  器具及び備品  その他  合計

取得価額相当額 12,194 百万円  4,262 百万円  566 百万円  17,023 百万円

減価償却累計額相当額 5,193 百万円  2,652 百万円  372 百万円  8,218 百万円

期末残高相当額 7,001 百万円  1,609 百万円  193 百万円  8,804 百万円

 
(2) 未経過リース料期末残高相当額

  （当連結会計年度）  （前連結会計年度）

１年内  2,302 百万円  2,263 百万円

１年超  6,582 百万円  6,758 百万円

合計  8,884 百万円  9,021 百万円

リース資産減損勘定の残高  2 百万円  － 百万円
 

(3) 支払リース料、減価償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失

  （当連結会計年度）  （前連結会計年度） 

支払リース料  3,033 百万円  3,038 百万円

減価償却費相当額  2,832 百万円  2,809 百万円

支払利息相当額  216 百万円  238 百万円

減損損失  2 百万円  － 百万円
 

(4) 減価償却費相当額の算定方法

（当連結会計年度） （前連結会計年度）

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。

同　　　左
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(5) 利息相当額の算定方法

（当連結会計年度） （前連結会計年度）

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。

同　　　左

 
２．オペレーティング・リース取引（借手）

未経過リース料   （当連結会計年度）  （前連結会計年度）

１年内  4,271 百万円 3,351 百万円

１年超  37,383 百万円 34,772 百万円

合計  41,655 百万円  38,123 百万円

 

（有価証券関係）
 
当連結会計年度（平成18年12月31日現在）
 
１．その他有価証券で時価のあるもの

区分
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）

連結貸借対照表計上額が取得原価を超

えるもの
   

(1）株式 8,465 16,486 8,020

(2）債券    

社債 0 1 0

(3）その他 － － －

小計 8,466 16,487 8,021

連結貸借対照表計上額が取得原価を超

えないもの
－ － －

(1）株式 2,004 1,772 △232

(2）債券    

      社債 － － －

(3）その他 － － －

小計 2,004 1,772 △232

合計 10,471 18,260 7,788

２．当連結会計年度中に売却したその他有価証券

売却額
 

売却益の合計額
 

売却損の合計額

4,582 百万円  1,881 百万円  12 百万円

３．時価のない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額

その他有価証券  

非上場株式 2,673 百万円
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４．その他有価証券のうち満期があるものの今後の償還予定額

 
１年以内

 
１年超５年以内

 
５年超10年以内

 
10年超

債券        

社債  －  4 百万円  －  － 

前連結会計年度（平成17年12月31日現在）
 

１．その他有価証券で時価のあるもの

区分
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）

連結貸借対照表計上額が取得原価を超

えるもの
   

(1）株式 12,732 24,498 11,765

(2）債券    

社債 33 33 0

(3）その他 － － －

小計 12,766 24,532 11,766

連結貸借対照表計上額が取得原価を超

えないもの
   

(1）株式 749 665 △83

(2）債券    

社債 － － －

(3）その他 － － －

小計 749 665 △83

合計 13,515 25,198 11,682

２．当連結会計年度中に売却したその他有価証券

売却額
 

売却益の合計額
 

売却損の合計額

1,191百万円  552百万円  7百万円

３．時価のない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額

その他有価証券  

非上場株式 1,762百万円

４．その他有価証券のうち満期があるものの今後の償還予定額

 

 
１年以内

 
１年超５年以内

 
５年超10年以内

 
10年超

債券        

社債 －  33百万円  －  －

（デリバティブ取引関係）
 
 デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況

（当連結会計年度）  （前連結会計年度）

デリバティブ取引には全てヘッジ会

計を適用しているため、記載を省略

しております。

同　　　左
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（退職給付関係）
 

１．採用している退職給付制度の概要
 

当社及び連結子会社は、確定給付型の制度として、企業年金制度、適格退職年金制度及び退職一時金制度を設け

ております。

２．退職給付債務に関する事項

 （当連結会計年度） （前連結会計年度）

イ　退職給付債務 △16,487 百万円 △16,048 百万円

ロ　年金資産 7,078 百万円 6,557 百万円

ハ　未積立退職給付債務（イ＋ロ） △9,408 百万円 △9,491 百万円

ニ　未認識数理計算上の差異 264 百万円 440 百万円

ホ　未認識過去勤務債務（債務の減額） △933 百万円 △1,072 百万円

ヘ　退職給付引当金（ハ＋ニ＋ホ） △10,078 百万円 △10,123 百万円
 

（注） 一部の連結子会社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。

３．退職給付費用に関する事項

  （当連結会計年度） （前連結会計年度）

イ　勤務費用（注）  966 百万円 910 百万円

ロ　利息費用  293 百万円 287 百万円

ハ　期待運用収益 △97 百万円 △80 百万円

ニ　過去勤務債務の費用処理額 △138 百万円 △135 百万円

ホ　数理計算上の差異の費用処理額 124 百万円 203 百万円

ヘ　その他 － 百万円 58 百万円

ト　退職給付費用（イ＋ロ＋ハ＋ニ＋ホ＋ヘ） 1,147 百万円 1,243 百万円
 
　（注） 適格年金に対する従業員拠出額を控除しており、簡便法を採用している連結子会社の退職給付費用は、「イ　

勤務費用」に計上しております。

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

 （当連結会計年度） （前連結会計年度）

イ　退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 同　　左

ロ　割引率 2.0％ 2.0％

ハ　期待運用収益率 1.5％ 1.5％

ニ　過去勤務債務の額の処理年数 10年 同　　左

（発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により費用処理してお

ります。）

ホ　数理計算上の差異の処理年数 ９年～10年 同　　左

（発生年度の翌連結会計年度から定額法により費用処理しております。）
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（税効果会計関係）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳

  （当連結会計年度）  （前連結会計年度）

繰延税金資産     

退職給付引当金   4,105 百万円  3,973 百万円

役員退職慰労引当金   337 百万円  340 百万円

貸倒引当金   1,225 百万円  751 百万円

未払事業税  119 百万円  244 百万円

連結子会社繰越欠損金  2,714 百万円  2,708 百万円

たな卸資産等未実現利益  150 百万円  203 百万円

土地評価差額金  143 百万円  255 百万円

その他  2,298 百万円  1,064 百万円

繰延税金資産小計  11,095 百万円 9,539 百万円

評価性引当額  △5,122 百万円 △4,257 百万円

繰延税金資産合計  5,972 百万円 5,282 百万円

繰延税金負債     

貸倒引当金  488 百万円  43 百万円

圧縮記帳積立金  896 百万円  949 百万円

その他有価証券評価差額金  3256 百万円  4,822 百万円

土地評価差額金  1,170 百万円  1,457 百万円

その他  111 百万円  59 百万円

繰延税金負債 合 計  5,923 百万円 7,331 百万円

繰延税金資産（負債）の純額  48 百万円 2,049 百万円
 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳

  （当連結会計年度）  （前連結会計年度）
     
 法定実効税率  40.5％  40.5％

（調整）     

交際費等永久に損金に算入されない項目 3.0％  1.6％

受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △3.0％  △1.6％

住民税均等割  3.2％  1.6％

繰延税金資産に対する評価性引当額の増加 20.3％  1.3％

のれん償却費 1.9％  － ％

連結調整勘定の償却  － ％  0.0％

その他  △1.7％  △0.5％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 64.2％  42.9％
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（企業結合関係）

 企業結合における共通支配下の取引等関係

 

１．結合当事企業又は対象となった事業の名称及びその事業の内容、企業結合の法的形式、結合後企業の名称、並びに

取引の目的を含む取引の概要

(1) 結合当事企業の名称 株式会社アールワイフードサービス

(2) 事業の内容  冷凍、生鮮、チルド食品卸売業

(3) 企業結合の法的形式 吸収合併

(4) 結合後企業の名称 株式会社菱食

(5) 取引の目的を含む取引の概要 ① 合併の目的

21世紀を迎えたわが国の食品流通産業にあって、中・長期的に安心

安全な食料品の安定的な調達が急務とされており、当社は「消費と

生産を結ぶ価値あるかけ橋」として、この新しい課題に最も迅速に、

最もより良く対応できる中間流通業を確立するため、「フードサー

ビス・低温食品カンパニー」であります㈱アールワイフードサービ

スと合併し、新「菱食」を発足いたしました。

② 合併の期日

平成18年10月１日

２．実施した会計処理の概要

本合併は、「企業結合に係る会計基準」(企業会計審議会　平成15年10月31日）及び「企業結合会計基準及び事業

分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　平成17年12月27日）に基づき、共通支配下の

取引として会計処理を行っております。

３．株式の結合当事企業に係る交換比率及びその算定方法並びに交付株式数及びその評価額

㈱アールワイフードサービスの少数株主に対して当社の普通株式を割当交付しております。ただし、当社が保有す

る㈱アールワイフードサービスの普通株式については割当交付しておりません。

(1) 株式の種類及び交換比率 普通株式

㈱アールワイフードサービスの普通株式１株に対して当社の普通株式

1.35株を割当交付しております。

(2) 交換比率の算定根拠 当社は日興コーディアル証券㈱を、㈱アールワイフードサービスは㈱

アタックス・ビジネス・コンサルティングをそれぞれ第三者機関とし

て合併比率の算定を依頼し、その算定結果を参考として、両社協議の

うえ、上記比率を決定しております。

(3) 交換比率の算定方法 日興コーディアル証券㈱は、市場株価方式、修正純資産方式、類似上

場企業比較方式および収益還元方式を、㈱アタックス・ビジネス・コ

ンサルティングは、市場株価方式、純資産方式、類似上場企業比較方

式および収益還元方式を用い、これらによる分析結果を総合的に勘案

して合併比率を算定いたしました。

(4) 交付株式数及びその評価額 2,928,825株　　 9,290百万円

４．発生したのれん又は負ののれんの金額、発生原因、償却の方法及び償却期間

(1) のれんの金額 5,961百万円

(2) 償却の方法及び償却期間 のれんの償却については20年間の均等償却をしております。
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（セグメント情報）

１．事業の種類別セグメント情報

　当連結会計年度（自　平成18年１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１月１

日　至　平成17年12月31日）

　食品卸売事業の売上高、営業利益及び資産の金額は、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割合がいずれも90％超であるため、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。

２．所在地別セグメント情報

　当連結会計年度（自　平成18年１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１月１

日　至　平成17年12月31日）

　当連結会計年度及び前連結会計年度における提出会社及び連結子会社は、全て本邦に所在するため、所在地別

セグメント情報に該当する事項はありません。

３．海外売上高

　当連結会計年度（自　平成18年１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１月１

日　至　平成17年12月31日）

　当連結会計年度及び前連結会計年度における提出会社及び連結子会社は、海外売上高がないため該当する事項

はありません。

（関連当事者との取引）
 
当連結会計年度（自　平成18年１月１日　至　平成18年12月31日）
 
１．親会社及び法人主要株主等

属性
会社等の名
称

住所

資本金
（又は出
資金）
（百万円）

事業の内容

議決権等
の所有
(被所有)
割合
（％）

関係内容

取引の内容
取引金額
（百万円）

科目
期末残高
（百万円）役員の

兼任等
事業上
の関係

親会社 三菱商事㈱
東京都

千代田区
198,724 総合商社

(被所有)

直接

50.2

間接

0.0

兼任

２名

転籍

２名

当社の

仕入先
商品の仕入 271,469

買掛金 78,239

未収入金 491

取引条件及び取引条件の決定方針等

商品の仕入について、価格その他の取引条件は、市場の実勢を参考に折衝の上決定しております。

（注） 上記金額のうち取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
 
２． 役員及び個人主要株主等

属性
会社等の名
称

住所

資本金
（又は出
資金）
（百万円）

事業の内容

議決権等
の所有
(被所有)
割合
（％）

関係内容

取引の内容
取引金額
（百万円）

科目
期末残高
（百万円）役員の

兼任等
事業上
の関係

役員及び

その近親

者が議決

権の過半

数を所有

している

会社等

（当該会

社等の子

会社を含

む）

㈱慶優
神奈川県

横浜市
30 不動産業 － － －

不動産取引

仲介
1 － －

取引条件及び取引条件の決定方針等

(1) 当社役員廣田　正及びその近親者が議決権の100％を直接保有しております。

(2) 不動産取引仲介料は、一般の取引条件を参考にして決定しております。
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（注） 上記金額のうち取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

 

前連結会計年度（自　平成17年１月１日　至　平成17年12月31日）

 

１．親会社及び法人主要株主等

属性
会社等の名
称

住所

資本金
（又は出
資金）
（百万円）

事業の内容

議決権等
の所有
(被所有)
割合
（％）

関係内容

取引の内容
取引金額
（百万円）

科目
期末残高
（百万円）役員の

兼任等
事業上
の関係

親会社 三菱商事㈱
東京都

千代田区
196,300 総合商社

(被所有)

直接

50.2

間接

0.0

兼任

２名

転籍

４名

当社の

仕入先
商品の仕入 254,769

買掛金 66,827

未収入金 434

取引条件及び取引条件の決定方針等

　商品の仕入について、価格その他の取引条件は、市場の実勢を参考に折衝の上決定しております。

　（注） 上記金額のうち取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

２．役員及び個人主要株主等

属性
会社等の名
称

住所

資本金
（又は出
資金）
（百万円）

事業の内容

議決権等
の所有
(被所有)
割合
（％）

関係内容

取引の内容
取引金額
（百万円）

科目
期末残高
（百万円）役員の

兼任等
事業上
の関係

役員及び

その近親

者が議決

権の過半

数を所有

している

会社等

（当該会

社等の子

会社を含

む）

㈱慶優
神奈川県

横浜市
30 不動産業 － － －

不動産取引

仲介
0 － －

取引条件及び取引条件の決定方針等

(1) 当社役員廣田　正が議決権の100％を直接保有しております。

(2) 不動産取引仲介料は、一般の取引条件を参考にして決定しております。

　（注） 上記金額のうち取引金額には消費税等が含まれておりません。

３．子会社等

属性
会社等の名
称

住所

資本金
（又は出
資金）
（百万円）

事業の内容

議決権等
の所有
(被所有)
割合
（％）

関係内容

取引の内容
取引金額
（百万円）

科目
期末残高
（百万円）役員の

兼任等
事業上
の関係

関連会社

㈱北陸

リョーショ

クリカー

石川県

小松市
60 酒類卸売業

直接

25.0

兼任

１名

当社の

販売先

資金の貸付 1,803 貸付金 504

利息の受取 3 未収入金 0

取引条件及び取引条件の決定方針等

　貸付金の利息については、市場金利を勘案して合理的に決定しております。

　（注）　㈱北陸リョーショクリカーは、平成17年５月25日付にて当社が㈱北陸リョーショクリカー株式を買増し、持分

法適用関連会社から連結子会社となりましたので、上記の取引金額及び期末残高は、持分法適用関連会社の期

間にかかるものを記載しております。

なお、上記金額のうち取引金額には消費税等が含まれておりません。
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（１株当たり情報）

当連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

１株当たり純資産額 1,677円85銭

１株当たり当期純利益 ７円55銭

１株当たり純資産額 1,634円59銭

１株当たり当期純利益 140円74銭

　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、潜在株式がないため記載しておりません。

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式がないため記載しておりません。

（注）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。

（注）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。

当期純利益 314百万円

普通株主に帰属しない金額 － 百万円

  

普通株式に係る当期純利益 314百万円

普通株式の期中平均株式数 41,607,573株

当期純利益 5,863百万円

普通株主に帰属しない金額 110百万円

（うち利益処分による役員賞与金 110百万円）

普通株式に係る当期純利益 5,752百万円

普通株式の期中平均株式数 40,876,318株
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５．販売の状況
１．品種別売上高明細

 （百万円未満切捨）

品種

当連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

増減

金額
構成比
（％）

金額
構成比
（％）

金額 率（％）

缶詰類 23,666 1.6 23,749 1.8 △82 △0.4

調味料類 189,218 13.2 182,792 14.2 6,426 3.5

麺・乾物類 138,465 9.6 136,082 10.6 2,383 1.8

嗜好品・飲料類 224,773 15.6 217,462 16.9 7,311 3.4

菓子類 52,531 3.7 46,879 3.6 5,652 12.1

冷凍・チルド類 364,684 25.4 278,769 21.7 85,915 30.8

酒類 360,383 25.1 322,868 25.1 37,515 11.6

その他 83,013 5.8 78,913 6.1 4,100 5.2

合計 1,436,738 100.0 1,287,517 100.0 149,220 11.6

２．業態別売上高明細

 （百万円未満切捨）

業態

当連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

増減

金額
構成比
（％）

金額
構成比
（％）

金額 率（％）

卸売 161,589 11.3 172,116 13.4 △10,526 △6.1

ＧＭＳ 135,185 9.4 111,334 8.6 23,850 21.4

ＳＭ 629,610 43.8 546,016 42.4 83,594 15.3

ＣＶＳ 189,331 13.2 170,559 13.3 18,771 11.0

ドラッグストア 59,418 4.1 55,418 4.3 3,999 7.2

ユーザー 82,916 5.8 68,317 5.3 14,598 21.4

その他直販 149,770 10.4 139,638 10.8 10,131 7.3

（直販計） 1,246,232 86.7 1,091,286 84.7 154,946 14.2

メーカー・他 28,915 2.0 24,115 1.9 4,800 19.9

合計 1,436,738 100.0 1,287,517 100.0 149,220 11.6

　（注）１．ＧＭＳはゼネラル・マーチャンダイズ・ストアの略で、総合スーパーであります。

２．ＳＭはスーパーマーケットであります。

３．ＣＶＳはコンビニエンスストアであります。

４．ユーザーは外食・中食・給食等消費者へ直接飲食サービスを提供する事業者であります。
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