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１．18年12月期の業績（平成18年１月１日～平成18年12月31日）

(1）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 829,117 11.8 3,774 △44.5 5,256 △35.0

17年12月期 741,583 1.3 6,803 0.0 8,087 1.1

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 6,207 31.8  149.20  － 8.8 1.5 0.6

17年12月期 4,709 4.2  113.05  － 7.8 2.6 1.1

（注）①期中平均株式数 18年12月期 41,608,348株 17年12月期 40,876,816株

②会計処理の方法の変更 無

③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）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 383,881 76,668 20.0  1,750.37

17年12月期 316,901 63,906 20.2  1,561.24

（注）①期末発行済株式数 18年12月期 43,801,143株 17年12月期 40,876,654株

②期末自己株式数 18年12月期 157,507株 17年12月期 153,171株

２．19年12月期の業績予想（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 490,000 1,800 760

通　期 1,050,000 8,250 4,300

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　98円 17銭

 

３．配当状況

　　・現金配当 １株当たり配当金（円） 配当金総額
(百万円)

配当性向
（％）

純資産配当
率（％）第１四半期末 中間期末 第３四半期末 期末 その他 年間

17年12月期 － 11.0 － 11.0 － 22.0 899 19.5 1.4

18年12月期 － 11.0 － 21.0 － 32.0 1,369 21.5 1.8

19年12月期（予想） － 11.0 － 11.0 － 22.0    

（注）18年12月期期末配当金には株式会社アールワイフードサービスとの合併による、「新菱食」発足記念配当金10円が

　　　含まれております。　

※　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．個別財務諸表等
(1) 貸借対照表

 
当事業年度

（平成18年12月31日）
前事業年度

（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 41,356  35,097  6,258

２　受取手形 1,847  1,401  445

３　売掛金 177,860  135,902  41,958

４　商品 27,703  18,460  9,242

５　繰延税金資産 641  571  70

６　未収入金 27,555  25,287  2,268

７　短期貸付金 4,371  3,392  979

８　その他 1,754  1,314  439

　　貸倒引当金 △1,470  △1,382  △88

流動資産合計 281,619 73.4 220,044 69.4 61,574

Ⅱ　固定資産      

１　有形固定資産      

(1）建物 15,197  14,105  1,092

(2）構築物 547  561  △13

(3）機械及び装置 1,278  1,424  △145

(4）車輌及び運搬具 475  352  122

(5）器具及び備品 420  332  88

(6）土地 19,058  19,529  △471

(7）建設仮勘定 －  875  △875

有形固定資産合計 36,978 9.6 37,181 11.7 △203

２　無形固定資産      

(1）のれん 5,912  －  5,912

(2）ソフトウェア 1,736  1,705  31

(3）その他 142  160  △18

無形固定資産合計 7,791 2.0 1,865 0.6 5,925

３　投資その他の資産      

(1）投資有価証券 18,176  23,458  △5,282

(2）関係会社株式 17,601  17,069  531

(3）長期貸付金 14,144  11,177  2,967

(4）長期差入保証金 6,729  5,277  1,451

(5）長期前払費用 765  779  △13

(6）その他 564  347  217

　　貸倒引当金 △489  △301  △188

投資その他の資産合計 57,492 15.0 57,809 18.3 △316

固定資産合計 102,261 26.6 96,856 30.6 5,405

資産合計 383,881 100.0 316,901 100.0 66,980
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当事業年度

（平成18年12月31日）
前事業年度

（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 1,725  1,499  226

２　買掛金 252,883  190,963  61,920

３　未払金 15,254  10,212  5,042

４　未払法人税等 810  1,711  △900

５　預り金 28,519  39,884  △11,365

６　役員賞与引当金 67  －  67

７　その他 1,191  848  343

流動負債合計 300,451 78.3 245,117 77.3 55,333

Ⅱ　固定負債      

１　繰延税金負債 6  2,408  △2,402

２　退職給付引当金 6,082  4,851  1,231

３　役員退職慰労引当金 665  616  49

４　その他 7  －  7

固定負債合計 6,761 1.7 7,876 2.5 △1,114

負債合計 307,213 80.0 252,994 79.8 54,219

      

（資本の部）      

Ⅰ　資本金 － － 10,630 3.3 △10,630

Ⅱ　資本剰余金      

１　資本準備金 －  10,400  △10,400

資本剰余金合計 － － 10,400 3.3 △10,400

Ⅲ　利益剰余金      

１　利益準備金 －  628  △628

２　任意積立金      

(1）圧縮記帳積立金 －  1,158  △1,158

(2）別途積立金 －  30,100  △30,100

３　当期未処分利益 －  5,387  △5,387

利益剰余金合計 － － 37,274 11.8 △37,274

Ⅳ　その他有価証券評価差額金 － － 6,088 1.9 △6,088

Ⅴ　自己株式 － － △487 △0.1 487

資本合計 － － 63,906 20.2 △63,906

負債資本合計 － － 316,901 100.0 △316,901
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当事業年度

（平成18年12月31日）
前事業年度

（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 2.8 － － 10,630

２　資本剰余金      

(1）資本準備金 10,400  －  10,400

(2）その他資本剰余金 9,290  －  9,290

資本剰余金合計 19,690 5.1 － － 19,690

３　利益剰余金      

(1）利益準備金 628  －  628

(2）その他利益剰余金      

圧縮記帳積立金 1,100  －  1,100

別途積立金 33,800  －  33,800

繰越利益剰余金 6,965  －  6,965

利益剰余金合計 42,494 11.1 － － 42,494

４　自己株式 △498 △0.1 － － △498

株主資本合計 72,317 18.9 － － 72,317

Ⅱ　評価・換算差額等      

１　その他有価証券評価差額
金

4,350 1.1 － － 4,350

評価・換算差額等合計 4,350 1.1 － － 4,350

純資産合計 76,668 20.0 － － 76,668

負債純資産合計 383,881 100.0 － － 383,881
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(2) 損益計算書

 
当事業年度

（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

前事業年度
（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  829,117 100.0  741,583 100.0 87,533

Ⅱ　売上原価　  782,542 94.4  700,154 94.4 82,388

売上総利益  46,575 5.6  41,429 5.6 5,145

Ⅲ　販売費及び一般管理費  42,800 5.1  34,626 4.7 8,174

営業利益  3,774 0.5  6,803 0.9 △3,029

Ⅳ　営業外収益        

１　受取利息 280   190    

２　その他 1,965 2,246 0.2 1,851 2,041 0.3 204

Ⅴ　営業外費用        

１　支払利息 47   36    

２　その他 717 764 0.1 721 758 0.1 6

経常利益  5,256 0.6  8,087 1.1 △2,831

Ⅵ　特別利益        

１　投資有価証券売却益 1,712   533    

２　抱合株式消滅差益 3,509   －    

３　関係会社株式売却益 －   89    

４　その他 305 5,527 0.7 － 623 0.1 4,904

Ⅶ　特別損失        

１  投資有価証券評価損 977   233    

２　関係会社株式評価損 720   194    

３　貸倒引当金繰入額 25   99    

４　減損損失 642   －    

５　固定資産除却損 －   34    

６　関係会社貸倒引当金繰入額 －   94    

７　関係会社整理損失 －   40    

８　その他 242 2,608 0.3 53 750 0.1 1,858

税引前当期純利益  8,175 1.0  7,960 1.1 214

法人税、住民税及び事業税 2,411   3,316    

法人税等調整額 △443 1,967 0.3 △64 3,251 0.5 △1,283

当期純利益  6,207 0.7  4,709 0.6 1,498

前期繰越利益  －   1,127  △1,127

合併による未処分利益
受入額

 －   0  △0

中間配当額  －   449  △449

当期未処分利益  －   5,387  △5,387
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(3) 利益処分計算書及び株主資本等変動計算書

利益処分計算書

 
前事業年度

（平成18年３月30日）

区分 金額（百万円）

Ⅰ　当期未処分利益  5,387

Ⅱ　任意積立金取崩額   

１　圧縮記帳積立金取崩額 28 28

合計  5,416

Ⅲ　利益処分額   

１　配当金 449  

２　役員賞与金 88  

（うち監査役賞与金） (8)  

３　任意積立金   

(1）別途積立金 3,700 4,237

Ⅳ　次期繰越利益  1,178

　(注) 上記（　）内の年月日は、株主総会の決議日であります。
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株主資本等変動計算書

当事業年度（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

資  本
準備金

その他資
本剰余金

利　益
準備金

その他利益剰余金

圧縮記帳
積 立 金

別  途
積立金

繰越利益
剰 余 金

平成17年12月31日　残高
（百万円）

10,630 10,400 － 628 1,158 30,100 5,387 △487 57,818

事業年度中の変動額          

　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       △88  △88

当期純利益       6,207  6,207

圧縮記帳積立金の取崩     △57  57  －

別途積立金の積立      3,700 △3,700  －

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事業年
度中の変動額（純額）

        －

事業年度中の変動額合計
（百万円）

－ － 9,290 － △57 3,700 1,578 △11 14,499

平成18年12月31日　残高
（百万円）

10,630 10,400 9,290 628 1,100 33,800 6,965 △498 72,317

 

評価・換算差額等

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17年12月31日　残高
（百万円）

6,088 6,088 63,906

事業年度中の変動額    

  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   △88

当期純利益   6,207

圧縮記帳積立金の取崩   －

別途積立金の積立   －

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事業年
度中の変動額（純額）

△1,737 △1,737 △1,737

事業年度中の変動額合計
（百万円）

△1,737 △1,737 12,761

平成18年12月31日　残高
（百万円）

4,350 4,350 76,668

 

－ 7 －



重要な会計方針

１．有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 子会社株式及び関連会社株式　 ……　移動平均法による原価法
 

(2) その他有価証券

 時価のあるもの　…………………　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．たな卸資産の評価基準及び評価方法

先入先出法による原価法を採用しております。

３．固定資産の減価償却の方法

 (1) 有形固定資産

 建物（建物附属設備を除く）　……　定額法

その他の有形固定資産　……………　定率法
 

 (2) 無形固定資産

 定額法を採用しております。

なお、のれんについては20年の期間で均等償却することとしており、自社利用のソフトウエアについては、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。

４．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、当事業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、各事業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（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事業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。

５．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。

６．その他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

 税抜方式を採用しております。
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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）

当事業年度から「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、税引前当期純利益は642百万円減少しております。

なお、減損損失累計額については、改正後の財務諸表等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）

当事業年度から「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、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ67百万円減少しておりま

す。 

（企業結合に係る会計基準） 

当事業年度から「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。

この結果、従来の方法によった場合と比べ、営業利益及び経常利益が 77百万円減少、税引前当期純利益が 3,431百

万円増加しております。

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準） 

当事業年度から「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、76,668百万円であります。

なお、財務諸表等規則の改正により、当事業年度における貸借対照表の純資産の部については、改正後の財務諸表等

規則により作成しております。
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注記事項

（貸借対照表関係）

  （当事業年度） （前事業年度）

１．有形固定資産の減価償却累計額 19,500 百万円 17,870 百万円 

２．偶発債務 13,415 百万円 15,731 百万円 

３．関係会社に対する資産及び負債   

 （資産） 売　掛　金 58,525 百万円 65,698 百万円 

 短期貸付金 4,370 百万円 3,392 百万円 

 長期貸付金 14,144 百万円 11,177 百万円 

 （負債） 買　掛　金 79,853 百万円 68,236 百万円 

 預　り　金 27,635 百万円 39,354 百万円 

４．年度末日満期手形

 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、当年度末日は金融機関の休日のため、次のとおり年度末日満期手形が当年度残高に含まれております。

受 取 手 形 352 百万円 237 百万円 

 

（損益計算書関係）

１．関係会社との取引のうち主要な収益及び費用

 （当事業年度） （前事業年度） 

売　上　高 284,676 百万円 276,466 百万円

商品仕入高 292,124 百万円 273,483 百万円

受 取 利 息 250 百万円 185 百万円

賃貸不動産収入 757 百万円 795 百万円

賃貸不動産経費 150 百万円 143 百万円

２．販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額

運賃保管料 20,223 百万円 14,482 百万円 

給 料 手 当 7,345 百万円 6,057 百万円 

従業員賞与 3,026 百万円 2,665 百万円 

退職給付費用 469 百万円 537 百万円 

福利厚生費 2,794 百万円 2,509 百万円 

事　務　費 4,211 百万円 4,117 百万円 

３．減損損失

当事業年度において、当社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  建物及びリース資産等  埼玉県川口市他１件

 賃貸用資産  土地  愛媛県新居浜市

 遊休資産  土地及び電話加入権  北海道北見市他５件

当社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（642百万円）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69百万円、土地485百万円、その他87百万円であります。

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。
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（株主資本等変動計算書関係）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

株式の種類 
前事業年度末
株式数　(株)

当事業年度増加
株式数　(株)

当事業年度減少
株式数　(株)

当事業年度末
株式数　(株)

普通株式 153,171 4,363 27 157,507

(変動事由の概要)

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）であります。

 

（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及び期末残高相当額

（当事業年度） 機械装置  器具及び備品  その他  合計

　取得価額相当額 15,572 百万円  3,309 百万円  1,204 百万円  20,086 百万円

　減価償却累計額相当額 5,109 百万円  2,004 百万円  731 百万円  7,845 百万円

　減損損失累計額相当額 22 百万円  2 百万円  3 百万円  28 百万円

　期末残高相当額 10,440 百万円  1,302 百万円  469 百万円  12,212 百万円

（前事業年度） 機械装置  器具及び備品  その他  合計

　取得価額相当額 12,258 百万円  3,634 百万円  1,619 百万円  17,512 百万円

　減価償却累計額相当額 4,165 百万円  2,254 百万円  1,026 百万円  7,446 百万円

　期末残高相当額 8,092 百万円  1,379 百万円  593 百万円  10,065 百万円

 (2) 未経過リース料期末残高相当額

  （当事業年度）  （前事業年度）

　１年内  2,298 百万円  2,185 百万円

　１年超  10,197 百万円  8,095 百万円

　合　計  12,495 百万円  10,280 百万円

リース資産減損勘定の残高  7 百万円  － 百万円

 (3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

（当事業年度）  （前事業年度）

　支払リース料  2,927 百万円  2,859 百万円

　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

 

 

 

25 百万円

2,640 百万円

322 百万円

 

 

 

－ 百万円

2,623 百万円

267 百万円

　減損損失  32 百万円  － 百万円
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 (4) 減価償却費相当額の算定方法
 

（当事業年度） （前事業年度）

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

 

 (5) 利息相当額の算定方法
 
（当事業年度） （前事業年度）

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）

 

  （当事業年度） （前事業年度）

未経過リース料 １年内 3,406 百万円 2,912 百万円

１年超 33,790 百万円 32,226 百万円

合　計 37,196 百万円 35,139 百万円

 

（有価証券関係）

前連結会計年度及び当連結会計年度に係る「有価証券」（子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものは除く）

に関する注記については、連結財務諸表における注記事項として記載しております。なお、前事業年度（自 平成

17年１月１日　至 平成17年12月31日）及び当事業年度（自 平成18年１月１日　至 平成18年12月31日）における

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものは、ありません。

（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

　　　　　　        　　　　　    　

 (1) 流動の部 （当事業年度） （前事業年度）

繰延税金資産   

未払事業税 85 百万円 139 百万円

貸倒引当金 493 百万円 383 百万円

その他 61 百万円 48 百万円

繰延税金資産　合計 641 百万円 571 百万円

(2) 固定の部   

繰延税金資産   

退職給付引当金 2,463 百万円 1,882 百万円

役員退職慰労引当金 269 百万円 249 百万円

貸倒引当金 37 百万円 83 百万円

その他 961 百万円 316 百万円

繰延税金資産　合計 3,731 百万円 2,532 百万円

繰延税金負債   

圧縮記帳積立金 749 百万円 768 百万円

その他有価証券評価差額金 2,961 百万円 4,114 百万円

その他 27 百万円 27 百万円

繰延税金負債　合計 3,737 百万円 4,940 百万円

繰延税金負債の純額 6 百万円 2,408 百万円

－ 12 －



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

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　        　　　　

 （当事業年度）  （前事業年度） 

 法定実効税率 40.5 ％ 法定実効税率と税効果会

  (調整内容)  計適用後の負担率との間

抱合株式消滅差益 △17.4 ％ の差異が、法定実効税率

のれん償却費  0.3 ％ の100分の５以下である

交際費等永久に損金に算入されない項目  1.5 ％ ため、財務諸表等規則第

受取配当金等永久に益金に算入されない項目   △2.0 ％ ８条の12第３項に基づき

住民税均等割 0.5 ％ 記載を省略しておりま

その他 0.7 ％ す。
   

 税効果会計適用後の法人税等負担率 24.1 ％  

（１株当たり情報）

当事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

前事業年度
（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 1,750円37銭

１株当たり当期純利益 149円20銭

１株当たり純資産額 1,561円24銭

１株当たり当期純利益 113円05銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、

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 6,207百万円

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 6,207百万円

普通株式の期中平均株式数 41,608,348株

当期純利益 4,709百万円

普通株主に帰属しない金額 88百万円

（うち利益処分による役員賞与金 88百万円）

普通株式に係る当期純利益 4,621百万円

普通株式の期中平均株式数 40,876,816株
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（売上高明細）

１．品種別売上高明細表

 （百万円未満切捨）

品種

当事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

前事業年度
（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 22,774 2.7 22,945 3.1 △171 △0.7

調味料類 186,064 22.4 181,866 24.5 4,197 2.3

麺・乾物類 143,281 17.3 140,810 19.0 2,470 1.8

嗜好品・飲料類 229,029 27.6 223,438 30.1 5,591 2.5

菓子類 43,810 5.3 38,249 5.2 5,560 14.5

冷凍・チルド類 112,547 13.6 45,439 6.1 67,107 147.7

酒類 10,750 1.3 8,695 1.2 2,054 23.6

その他 80,861 9.8 80,139 10.8 722 0.9

合計 829,117 100.0 741,583 100.0 87,533 11.8

２．業態別売上高明細表

 （百万円未満切捨）

業態

当事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

前事業年度
（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（％）

ＲＫＧ 295,187 35.6 302,322 40.8 △7,135 △2.4

その他卸売 31,445 3.8 24,634 3.3 6,810 27.7

（卸売計） 326,633 39.4 326,957 44.1 △324 △0.1

ＧＭＳ 69,497 8.4 57,419 7.7 12,078 21.0

ＳＭ 254,699 30.7 209,128 28.2 45,570 21.8

ＣＶＳ 123,021 14.8 114,567 15.4 8,454 7.4

ドラッグストア 17,452 2.2 13,395 1.8 4,056 30.3

その他直販 27,689 3.3 10,752 1.5 16,937 157.5

（直販計） 492,360 59.4 405,263 54.6 87,096 21.5

メーカー・他 10,123 1.2 9,362 1.3 761 8.1

合計 829,117 100.0 741,583 100.0 87,533 11.8

　（注）１．ＲＫＧは菱食基幹店グループに所属する地域卸売業であります。

２．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。

３．ＳＭはスーパーマーケットであります。

４．ＣＶＳはコンビニエンスストアであります。
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２．役員の異動（平成19年３月29日付）

(1) 代表取締役の異動（平成19年３月29日付退任予定）

・代 表 取 締 役 会 長 廣　田　　正  相談役　に就任予定

㈱リョーショクリカー代表取締役会長

㈱関西リョーショクリカー代表取締役会長

は継続

 

(2) 新任取締役候補（平成19年３月29日付就任予定）

・取締役(兼)常務執行役員

　加　食　営　業　統　括

　(兼)加 食 商 品 本 部 長

　(兼)九 州 エ リ ア 代 表
 （※担当役職は平成19年4月1日付就任予定）

中　嶋　隆　夫  現　常務執行役員

　　九州エリア代表

　　(兼)九州支社長

 

     

・取　締　役　［ 非 常 勤 ］ 加　藤　　稔  現　常任顧問

　　㈱リョーショクリカー代表取締役社長

 

(3) 退任予定取締役（平成19年３月29日付退任予定）

・取締役(兼)副社長執行役員　

　職　能　管　掌　役　員
 （※同日付で副社長執行役員も退任予定）

市ノ瀬　竹　久  常任顧問　に就任予定

㈱ラサコーポレーション代表取締役社長

は継続

 

(4) 新任監査役候補（平成19年３月29日付就任予定）

・監　査　役　［ 非 常 勤 ］ 五十嵐　章　之  現　三菱商事㈱生活産業グループコントロー

ラーオフィス

平成19年4月1日付

同社生活産業グループコントローラー

 

(5) 退任予定監査役（平成19年3月29日付退任予定）

・監　査　役　［ 非 常 勤 ］ 吉　澤　義　仁  現　三菱商事㈱生活産業グループコントロー

ラー

平成19年4月1日付

同社イノベーション事業グループコント

ローラー

 

(6) 新任執行役員（平成19年3月29日付就任予定）

・執　行　役　員

　低温関西支社長 

青　田　敏　行  現　低温関西支社長  

     

・執　行　役　員

　低温九州支社長

西　田　俊　夫  現　低温九州支社長  

     

・執　行　役　員

　九 州 支 社 長
 （※担当役職は平成19年4月1日付就任予定）

野　田　洋　市  現　㈱関西リョーショクリカー

　　専務執行役員

 

     

・執　行　役　員

　東 北 支 社 長
 （※担当役職は平成19年2月22日付就任予定）

小　林　義　典  現　三重支店長  
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(7) 退任予定執行役員（平成19年3月29日付退任予定）

・専　務　執　行　役　員　

　加食ロジスティクス本部長

　(兼)低温ロジスティクス本部長

市　瀬　英　司  常任顧問

キャリテック㈱代表取締役会長

に就任予定

 

     

・専　務　執　行　役　員

　㈱関東リョーショク代表取締役社長

津布久　剛　雄  常任顧問　に就任予定

㈱関東リョーショク代表取締役社長

は継続

 

     

・常 務 執 行 役 員

　東　北　支　社　長

岩　佐　　均  常任顧問

平成19年２月22日付㈱リョーカジャパン

代表取締役社長

に就任予定

 

     

・常 務 執 行 役 員

　低温営業統括補佐

宮　　由　光  常任顧問　に就任予定  

(8) 昇役予定執行役員（平成19年3月29日付昇役予定）

・取締役(兼)専務執行役員

　職　能　管　掌　役　員
     (兼)コンプライアンス担当役員・ＣＦＯ

皆　本　睦　夫  現　取締役(兼)常務執行役員

　　職能管掌役員補佐

　　(兼)コンプライアンス担当役員

 

     

・専 務 執 行 役 員

　関 西 エ リ ア 代 表

　(兼) 関 西 支 社 長

村　上　泰　朗  現　常務執行役員

　　関西エリア代表

　　(兼)関西支社長

 

 以　　　　上
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異動後の役員及び執行役員（平成19年４月１日予定）

 株式会社　菱　食  

 コード番号 7451  

 東 証 第 １ 部  

１．役員（取締役・監査役）

役名 氏名 担当業務

代表取締役　社長  後藤　雅治 経営全般

代表取締役　  中野　勘治 営業管掌役員

取締役  中島　保 営業管掌役員補佐

取締役  皆本　睦夫 職能管掌役員

取締役  原田　努 戦略機能部門（ＩＴ・ロジスティクス）統括

取締役  福原　淑文 低温営業統括

取締役 （新任） 中嶋　隆夫 加食営業統括

取締役　　［非常勤］  井上　彪
三菱商事㈱　代表取締役（兼）副社長執行役員・生

活産業グループＣＥＯ

取締役　　［非常勤］ （新任） 加藤　稔 ㈱リョーショクリカー　代表取締役社長

    

監査役　　［常勤］  野村　裕  

監査役　　［常勤］  野田　喜久雄  

監査役　　［常勤］  齋藤　昇  

監査役　　［非常勤］ （新任） 五十嵐　章之 三菱商事㈱生活産業グループコントローラー

（取締役　９名　監査役　４名　計１３名）
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 株式会社　菱　食  

 コード番号 7451  

 東 証 第 １ 部  

２．執行役員

役　　　　　名 兼務 氏　　名 主たる担当業務

社　　　　長  ○ 後藤　雅治 経営全般・ＣＥＯ

副社長執行役員  ○ 中野　勘治 営業管掌役員・ＣＯＯ

副社長執行役員  ○ 中島　保 営業管掌役員補佐

専務執行役員 （昇役） ○ 皆本  睦夫 職能管掌役員（兼）コンプライアンス担当役員・Ｃ

ＦＯ

専務執行役員 （昇役）  村上　泰朗 関西エリア代表（兼）関西支社長

常務執行役員  ○ 原田　努 戦略機能部門 (IT・ロジスティクス)統括(兼)ITネッ

トワーク本部長(兼)ＳＣＭ推進本部長・ＣＩＯ

常務執行役員  ○ 福原　淑文 低温営業統括

常務執行役員  ○ 中嶋　隆夫 加食営業統括(兼)加食商品本部長(兼)九州エリア代

表

常務執行役員   小倉　征雄 管理本部長

常務執行役員   布    隆 関東エリア代表（兼）東京支社長

常務執行役員   早崎　敬三 ＮＣ事業本部長

執行役員   細谷　一彦 中四国支社長

執行役員   佐藤　洋紀 管理本部副本部長（兼）総務部長

執行役員   青木　敏夫 低温商品本部長（兼）生鮮商品部長

執行役員   川北　敬二 低温東京支社長

執行役員   小野田　六郎 ＳＣＭ推進本部副本部長

執行役員   山口　利裕 北海道支社長

執行役員   藤原　敬介 ＣＶＳ事業本部長（兼）チルド事業推進室長

執行役員   穐吉　貴則 流通本部長（兼）海外事業室長（兼）ペットフード

流通部長

執行役員   杉浦　高志 フードコーディネート本部長

執行役員   中村　稔 中部支社長

執行役員   国分　正道 コーポレートスタッフ本部長（兼）経営企画室長

（兼）流通ライブラリー室長

執行役員   亀尾　正典 監査室長

執行役員 （新任）  青田　敏行 低温関西支社長

執行役員 （新任）  西田　俊夫 低温九州支社長

執行役員 （新任）  野田　洋市 九州支社長

執行役員 （新任）  小林　義典 東北支社長

（計27名　内、取締役を兼務する執行役員７名）

※兼務欄の○印は取締役を兼務する執行役員であります。
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 株式会社　菱　食  

 コード番号 7451  

 東 証 第 １ 部  

３．新相談役、顧問

相 談 役 及 び 顧 問 氏　　　名 職　　　　　　　　　名

相　　談　　役 廣田　正
㈱リョーショクリカー代表取締役会長

㈱関西リョーショクリカー代表取締役会長

常  任  顧  問 市ノ瀬　竹久 ㈱ラサコーポレーション代表取締役社長

常  任  顧  問 市瀬　英司 キャリテック㈱代表取締役会長

常  任  顧  問 津布久　剛雄 ㈱関東リョーショク代表取締役社長

常  任  顧  問 岩佐　均 ㈱リョーカジャパン代表取締役社長

常  任  顧  問 宮　　由光  

（計　６名）

 

 以　　　　上
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