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平成１９年６月期  個別中間財務諸表の概要 
                                        （財）財務会計基準機構会員 

             平成19年２月23日  

 上 場 会 社 名 一正蒲鉾株式会社             上場取引所       ＪＡＳＤＡＱ 

 コ ー ド 番 号  ２９０４                本社所在都道府県   新潟県 

（ＵＲＬ  http://www.ichimasa.co.jp/）                                  TEL(025)270-7111（代） 

 代  表  者 役職名 代表取締役社長  氏名 野崎 正博 

 問合せ先責任者 役職名 取締役管理部長  氏名 広田 恭一   

決 算 取 締 役 会 開 催 日  平成19年２月23日           配当支払開始日   

単 元 制 度 採 用 の 有 無  有（１単元 1,000株）         

  

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

（１）経営成績                                       （百万円未満切捨） 

         売   上   高 営 業 利 益 経 常 利 益 

       百万円         %       百万円         %       百万円         % 

18年12月中間期    15,653     (    10.0  )       573     (     8.9  )       532     (    11.7  ) 

17年12月中間期    14,235     (     3.1  )       526     ( △ 27.4  )       476     ( △ 28.7  ) 

18年 6月期    25,623           139                   16      

 

 中間（当期）純利益 
１株当たり中間         

（当期）純利益         

         百万円         %           円   銭 

    △21      15  18年12月中間期 

17年12月中間期 

   △196    (       －  )  

     377   (      3.1  )          40      65 

18年 6月期       131             14      18 
 

(注)1.期中平均株式数    18年12月中間期 9,279,664株 17年12月中間期 9,283,000株 18年6月期 9,281,701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、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）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月中間期       24,123      4,783        19.8        515     54 

17年12月中間期       24,141      5,367        22.2        578     31 

18年 6月期      20,766      5,051        24.3             544    33    

(注)1.期末発行済株式数  18年12月中間期 9,278,710株 17年12月中間期 9,281,750株 18年6月期 9,280,030株

  2.期 末 自 己 株 式 数  18年12月中間期    16,290株 17年12月中間期    13,250株 18年6月期    14,970株

  

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 

             百万円                  百万円                  百万円      

 通  期             28,290           350               △340     

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）     △36円64銭 

 

３．配当状況  

・現金配当 １株当たり配当金（円） 

 中間期末 期末 年間  

18年６月期（実績） － 5.5 5.5  

19年６月期（予想） － 5.5 5.5  

                                                   
 

 ※ 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ます。実際の業績は、今後様々な要因によ 

って予想数値と異なる結果となる可能性があります。 

 

 



－ 30 － 

６ 【中間財務諸表等】 

(1) 【中間財務諸表】 

① 【中間貸借対照表】 
  

前中間会計期間末 当中間会計期間末 

前事業年度の 

要約貸借対照表 

  

  

(平成17年12月31日) (平成18年12月31日) (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  1,104,467    783,511      713,643  

２ 受取手形 ※３ 8,100     10,616        4,511  

３ 売掛金   4,875,297  5,230,136    2,055,397  

４ たな卸資産   1,423,851  1,369,680    1,133,661  

５ 繰延税金資産   67,027   86,036     90,723  

６ その他  321,486  300,973    236,282  

貸倒引当金   △2,340  △3,748    △4,943

流動資産合計   7,797,891 32.3 7,777,207 32.2  4,229,276 20.4

Ⅱ 固定資産            

１ 有形固定資産 ※１       

(1) 建物 ※２ 5,764,527  5,628,633    5,705,251  

(2) 機械装置 ※２ 3,131,087  3,236,131    3,162,138  

(3) 土地 ※２ 2,759,322  3,116,597    3,116,597  

(4) その他 ※２ 678,150     586,430      627,107

有形固定資産合計   12,333,088 51.1 12,567,792 52.1  12,611,094 60.7

２ 無形固定資産   225,001 0.9 224,245 0.9  225,716 1.1

３ 投資その他の資産         

(1) 投資有価証券   1,886,336  1,675,942    1,751,969

(2) 賃貸資産   1,267,148  ―    1,271,193

(3) 繰延税金資産   32,528  23,345     22,814  

(4) その他   1,293,870  2,513,687    1,322,922  

  貸倒引当金   △694,727  △658,593    △668,634  

投資その他の資産合計   3,785,157 15.7 3,554,382 14.8  3,700,266  17.8

固定資産合計   16,343,247 67.7 16,346,420 67.8  16,537,076 79.6

資産合計   24,141,139 100.0 24,123,627 100.0  20,766,353 100.0
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前中間会計期間末 当中間会計期間末 

前事業年度の 

要約貸借対照表 
   

  

(平成17年12月31日) (平成18年12月31日) (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 支払手形   270,151  117,446      140,899  

２ 買掛金   2,729,192  3,059,455    1,358,922  

３ 短期借入金 ※2･5 8,624,276  8,861,072    7,938,669  

４ 未払法人税等   224,077  233,929      9,822  

５ 賞与引当金   42,113  49,063    41,385  

６ その他 ※３ 1,209,032  1,659,326    1,135,083  

流動負債合計   13,098,842 54.3 13,980,293 58.0  10,624,781 51.2

Ⅱ 固定負債      

１ 長期借入金 ※２ 5,051,454  4,633,718    4,522,654

２ 役員退職慰労引当金   332,000  345,402    338,595  

３ 関係会社投資損失引当金     ―  158,726    ―  

４ 長期未払金   291,098  221,950    228,889  

固定負債合計   5,674,552 23.5 5,359,797 22.2  5,090,138 24.5

負債合計   18,773,394 77.8 19,340,091 80.2  15,714,920 75.7

(資本の部)      

Ⅰ 資本金   940,000 3.9 ― ―  ― ―

Ⅱ 資本剰余金           

１ 資本準備金   650,000 ― ―  ― ―

資本剰余金合計   650,000 2.7 ― ―  ― ―

Ⅲ 利益剰余金      

１ 利益準備金   190,095 ― ―  ― ―

２ 任意積立金   2,740,717 ― ―  ― ―

３ 中間未処分利益   509,040 ― ―  ― ―

利益剰余金合計   3,439,853  14.2 ― ―  ― ―

Ⅳ その他有価証券評価差額金   344,296 1.4 ― ―  ― ―

Ⅴ 自己株式   △6,406 △0.0 ― ―  ― ―

資本合計   5,367,744 22.2 ― ―  ― ―

負債及び資本合計   24,141,139 100.0 ― ―  ― ―
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前中間会計期間末 当中間会計期間末 

前事業年度の 

要約貸借対照表 

  

  

(平成17年12月31日) (平成18年12月31日) (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   ―  940,000 3.9 940,000 4.5

２ 資本剰余金     

(1) 資本準備金  ―  650,000   650,000   

   資本剰余金合計  ― 650,000 2.7 650,000 3.1

３ 利益剰余金      

(1) 利益準備金  ― 190,095   190,095

(2) その他利益剰余金    

製品開発積立金  ― 170,000   170,000

特別償却準備金  ― 24,340   24,340

公害防止準備金  ― 10,000   10,000

海外市場開拓準備金  ― 35,670   35,670

固定資産圧縮積立金  ― 54,706   54,706

別途積立金  ― 2,596,000   2,446,000

繰越利益剰余金  ― △134,078   263,269

利益剰余金合計  ― 2,946,734 12.2 3,194,082 15.4

４ 自己株式   ―  △8,224  △7,438

株主資本合計   ― ― 4,528,509 18.8 4,776,644 23.0

Ⅱ 評価・換算差額等   
 

 
         

その他有価証券評価差額金   ― 255,026  274,788

評価・換算差額等合計   ― ― 255,026 1.0 274,788 1.3

純資産合計   ― ― 4,783,536 19.8 5,051,432 24.3

負債・純資産合計   ― ― 24,123,627 100.0 20,766,353 100.0
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 ② 【中間損益計算書】 
  

  

  
前中間会計期間 

(自 平成17年７月１日 

至 平成17年12月31日) 

当中間会計期間 

(自 平成18年７月１日 

至 平成18年12月31日) 

前事業年度の 

要約損益計算書 

(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   14,235,64 14,235,643 100.0 14,572,16 15,653,770 100.0 25,623,31  25,623,317 100.0

Ⅱ 売上原価 ※１  10,865,490 76.3  11,865,752 75.8   19,970,834 77.9

売上総利益    3,370,153 23.7  3,788,017 24.2   5,652,482 22.1

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１  2,844,023 20.0  3,214,929 20.5   5,512,483 21.6

営業利益    526,129 3.7  573,088 3.7   139,999 0.5

Ⅳ 営業外収益              

 １ 受取利息   306  962    857   

 ２ 受取賃貸料   81,799  107,375    169,994   

 ３ その他 ※２ 22,569 104,675 0.7 29,475 137,813 0.8 50,769 221,620 0.8

Ⅴ 営業外費用         

 １ 支払利息   94,702  98,114   191,023 

 ２ 貸与資産減価償却費 ※１ 41,489  58,525   87,548   

 ３ その他   17,895 154,086 1.1 21,812 178,453 1.1  67,000 345,573 1.3

経常利益    476,719 3.3 532,449 3.4  16,046 0.0

Ⅵ 特別利益 ※３  408,216 2.9   19,302 0.1  492,938 1.9

Ⅶ 特別損失 ※４  187,221 1.3 521,098 3.3  214,933 0.8

税引前中間(当期)純利益    697,714 4.9   30,653 0.2   294,051 1.1

法人税、住民税及び事業税   224,814   220,589    19,217   

法人税等追徴税額   ― ―   9,981 

法人税等調整額   95,519 320,333 2.3 6,371 226,961 1.5 133,242 162,440 0.6

中間(当期)純利益又は 

中間純損失（△） 
   377,380 2.6 △196,307 △1.3  131,610  0.5

前期繰越利益    131,659  ―   ―  

中間未処分利益    509,040  ―   ―  
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③ 【中間株主資本等変動計算書】 
 

当中間会計期間(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 

利益剰余金 
 項     目 

資本金 資本剰余金
利益準備金

その他利益

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) 940,000 650,000 190,095 3,003,987 △7,438 4,776,644 274,788 5,051,431

中間会計期間中の変動額   

 剰余金の配当  △51,040 △51,040 △51,040

 中間純損失  △196,307 △196,307 △196,307

 自己株式の取得  △785 △785 △785

 株主資本以外の項目の中間 

 会計期間中の変動額(純額) 
  △19,761 △19,761

中間会計期間中の変動額合計 

(千円) 
― ― ― △247,348 △785 △248,134 △19,761 △267,896

平成18年12月31日残高(千円) 940,000 650,000 190,095 2,756,639 △8,224 4,528,509 255,026 4,783,536

 

（注）その他利益剰余金の内訳 
 
 

 
製品開発 

積立金 

特別償却

準備金 

公害防止

準備金 

海外市場

開拓準備金

固定資産

圧縮積立金
別途積立金 

繰越利益

剰余金 
合 計 

平成18年６月30日残高(千円) 170,000  24,340  10,000  35,670  54,706 2,446,000 263,269 3,003,987

中間会計期間中の変動額   

 剰余金の配当   △51,040 △51,040

 中間純損失   △196,307 △196,307

  別途積立金の積立  150,000 △150,000 0

中間会計期間中の変動額合計(千円) ― ― ― ― ― 150,000 △397,348 △247,348

平成18年12月31日残高(千円) 170,000  24,340  10,000  35,670  54,706 2,596,000 △134,078 2,756,639
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前事業年度(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 

利益剰余金 
 項     目 

資本金 資本剰余金
利益準備金

その他利益

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) 940,000 650,000 190,095  2,923,435     △5,527    4,698,003    144,705    4,842,708

事業年度中の変動額（千円）    

 剰余金の配当   △51,057 △51,057 △51,057

 当期純利益   131,610 131,610 131,610

 自己株式の取得   △1,911 △1,911 △1,911

 株主資本以外の項目の事業年 

 度中の変動額(純額) 

 

 
  130,082 130,082

事業年度中の変動額合計 

(千円) 
－ － － 80,552 △1,911 78,641 130,082 78,641

平成18年６月30日残高(千円) 940,000 650,000 190,095 3,003,987 △7,438 4,776,644 274,788 5,051,432

 

（注）その他利益剰余金の内訳 
 
 

 
製品開発 

積立金 

特別償却

準備金 

公害防止

準備金 

海外市場

開拓準備金

固定資産

圧縮積立金
別途積立金 

繰越利益

剰余金 
合 計 

平成17年６月30日残高(千円) 170,000  24,340  10,000  35,670  54,706 2,446,000 187,717 2,293,435

事業年度中の変動額（千円）  
 

      

 剰余金の配当   △51,057 △51,057

 当期純利益          131,610 131,610

事業年度中の変動額合計(千円) － － － － － －   80,552    80,552

平成18年６月30日残高(千円) 170,000  24,340  10,000  35,670  54,706 2,446,000 263,269 3,003,987

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



－ 36 － 

中間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) 

当中間会計期間 

(自 平成18年７月１日 

至 平成18年12月31日) 

前事業年度 

(自 平成17年７月１日 

至 平成18年６月30日) 

１ 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 有価証券の評価基準及び評

価方法 

 (1)有価証券 

 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 

    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) 

    時価のないもの 

    移動平均法による原価

法 

イ 有価証券の評価基準及び評

価方法 

 (1)有価証券 

 ① 子会社株式及び関連会社

株式 

    同左 

 

② 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

原価は移動平均法によ

り算定) 

    時価のないもの 

    同左 

イ 有価証券の評価基準及び評

価方法 

 (1)有価証券 

 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    

  ロ たな卸資産の評価基準及び

評価方法 

  製品及び商品 

  …総平均法による原価法 

  原材料      

  …個別法による原価法 

仕掛品 

  …総平均法による原価法 

ロ たな卸資産の評価基準及び

評価方法 

 製品及び商品 

  …同左 

  原材料      

  …同左 

仕掛品 

  …同左  

ロ たな卸資産の評価基準及び

評価方法 

製品及び商品 

  …同左 

  原材料      

  …同左 

仕掛品 

  …同左   

 (2) 重要な減価償却資

産の減価償却の方法 

イ 有形固定資産の減価償却の

方法 

  …定率法 

   ただし、平成10年４月１

日以降取得した建物(建物

附属設備を除く)について

は定額法 

   なお、主な耐用年数は次

の通りであります。 

  建物及び構築物 

        ３～50年 

  機械装置及び運搬具 

        ４～９年  

イ 有形固定資産の減価償却の

方法 

  …同左 

    

    

   

   

   

   

イ 有形固定資産の減価償却の

方法 

  …同左 

  ロ 無形固定資産の減価償却の

方法 

  …定額法 

   ただし、自社利用のソフ

トウェアについては、社内

利用可能期間(５年)に基づ

く定額法 

ロ 無形固定資産の減価償却の

方法 

  …同左 

 

 

 

 

 

ロ 無形固定資産の減価償却の

方法 

  …同左 
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 項目 

前中間会計期間 

(自 平成17年７月１日 

至 平成17年12月31日) 

当中間会計期間 

(自 平成18年７月１日 

至 平成18年12月31日) 

前事業年度 

(自 平成17年７月１日 

至 平成18年６月30日) 

 ハ 賃貸資産 

   …定額法 

    なお、主な耐用年数は

次の通りであります。 

建物    15～41年 

  構築物   ５～20年 

ハ 賃貸資産 

 …同左 

 

ハ 賃貸資産 

   …同左 

 

 (3) 重要な引当金の計

上基準 

イ 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。 

イ 貸倒引当金 

  同左 

イ 貸倒引当金 

  同左 

  ロ 賞与引当金 

  従業員の賞与の支給に備え

るため、支給見込額を基準と

して計上しております。 

ロ 賞与引当金 

  同左 

ロ 賞与引当金 

  同左 

  ハ 退職給付引当金 

  （追加情報）に記載のとお

り平成17年12月１日付けで退

職給付引当金を全額取り崩し

ております。 

  (追加情報) 

  当社は、確定給付型の制度

として適格退職年金制度を設

けておりましたが、厚生労働

省より「一正蒲鉾企業年金規

約」の承認を受け、平成17年

12月１日より確定拠出年金法

に基づく確定拠出企業年金型

年金へ移行しております。 

  本移行に伴う処理について

は、「退職給付制度間の移行

等に関する会計処理」(企業

会計基準適用指針第１号)を

適用しており、これに伴い退

職給付引当金取崩益408,097

千円を特別利益に計上してお

ります。 

ハ      ――――― 

   

  

ハ 退職給付引当金 

  （追加情報）に記載のとお

り平成17年12月１日付けで退

職給付引当金を全額取り崩し

ております。 

  (追加情報) 

  当社は、確定給付型の制度

として適格退職年金制度を設

けておりましたが、厚生労働

省より「一正蒲鉾企業年金規

約」の承認を受け、平成17年

12月１日より確定拠出年金法

に基づく確定拠出企業年金型

年金へ移行しております。 

  本移行に伴う処理について

は、「退職給付制度間の移行

等に関する会計処理」(企業

会計基準適用指針第１号)を

適用しており、これに伴い退

職給付引当金取崩益429,331

千円を特別利益に計上してお

ります。 

  ニ 役員退職慰労引当金 

  役員の退職慰労金の支払に

備えるため、役員退職慰労金

規程(内規)に基づく中間期末

要支給額を計上しておりま

す。 

ホ      ――――― 

   

 

 

ニ 役員退職慰労引当金 

  同左  

 

 

 

 

ホ  関係会社投資損失引当金 

   関係会社に対する投資によ

り、投資額を超えて発生の見

込まれる損失に備えるため、

その財政状態等を勘案して計

上しております。 

ニ 役員退職慰労引当金 

  役員の退職慰労金の支払に

備えるため、役員退職慰労金

規程(内規)に基づく期末要支

給額を計上しております。 

 

ホ      ――――― 
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 項目 

前中間会計期間 

(自 平成17年７月１日 

至 平成17年12月31日) 

当中間会計期間 

(自 平成18年７月１日 

至 平成18年12月31日) 

前事業年度 

(自 平成17年７月１日 

至 平成18年６月30日) 

 (4) 重要なリース取引

の処理方法 

 リース物件の所有権が借主に

移転すると認められるもの以外

のファイナンス・リース取引に

ついては、通常の賃貸借取引に

係る方法に準じた会計処理によ

っております。 

  同左   同左 

 (5) 重要なヘッジ会計

の方法 

イ ヘッジ会計の方法 

 特例処理の要件を満たして

いる金利スワップのみを実施

しており、特例処理を採用し

ております。 

イ ヘッジ会計の方法 

  同左 

イ ヘッジ会計の方法 

  同左 

  ロ ヘッジ手段とヘッジ対象 

  ヘッジ手段 

   …金利スワップ取引 

  ヘッジ対象 

   …借入金の利息 

ロ ヘッジ手段とヘッジ対象 

  ヘッジ手段 

   …同左 

  ヘッジ対象 

   …同左 

ロ ヘッジ手段とヘッジ対象 

  ヘッジ手段 

   …同左 

  ヘッジ対象 

   …同左 

  ハ ヘッジ方針 

 デリバティブ取引に関する

社内規定に基づき、ヘッジ対

象に係る金利変動リスクをヘ

ッジしております。 

ハ ヘッジ方針 

  同左 

ハ ヘッジ方針 

  同左 

  ニ ヘッジの有効性の評価方法

 特例処理による金利スワッ

プのみ実施しているため、有

効性の評価は省略しておりま

す。 

ニ ヘッジの有効性の評価方法

  同左 

ニ ヘッジの有効性の評価方法

  同左 

５ その他中間財務諸表

(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 

 消費税及び地方消費税の会計

処理は、税抜方式を採用してお

ります。 

消費税等の会計処理 

  同左 

消費税等の会計処理 

  同左 
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 会計処理の変更 
 

前中間会計期間 

(自 平成17年７月１日 

至 平成17年12月31日) 

当中間会計期間 

(自 平成18年７月１日 

至 平成18年12月31日) 

前事業年度 

(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) 

 当中間会計期間から「固定資産の減損

に係る会計基準」(「固定資産の減損に係

る会計基準の設定に関する意見書」(企業

会計審議会 平成14年８月９日))及び

「固定資産の減損に係る会計基準の適用

指針」(企業会計基準委員会 平成15年10

月31日 企業会計基準適用指針第６号)を

適用しております。これにより特別損失

に減損損失183,026千円を計上し、税引前

中間純利益は183,026千円減少しておりま

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。 

 ――――― 

 

 (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。これにより特別損失に減損損

失188,177千円を計上し、税金前当期純利

益は188,177千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

る会計基準等) 

 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。 

 なお、従来の「資本に部」の合計に相

当する金額は5,051,432千円であります。

 財務諸表規則の改正による貸借対照表

の表示に関する変更は以下のとおりであ

ります。 

１ 前事業年度における「資本の部」

は、当事業年度から「純資産の部」と

なり、「純資産の部」は、「株主資

本」及び「評価・換算差額等」に分類

して表示しております。 

２ 前事業年度において独立掲記してお

りました「資本金」、「資本剰余金」

及び「利益剰余金」は当事業年度にお

いて「株主資本」の内訳科目として表

示しております。 

３ 前事業年度において「利益剰余金」

の次に表示しておりました「その他有

価証券評価差額金」は、当事業計年度

から「評価・換算差額等」の内訳科目

として表示しております。 

４ 前事業年度において「利益剰余金」

の内訳科目として表示しておりました

「当期未処分利益」は、当事業年度か

ら「その他利益剰余金」の内訳科目で

ある「繰越利益剰余金」として表示し

ております。 

５ 前事業年度において「利益剰余金」

の次に表示しておりました「その他有

価証券評価差額」は、当事業年度から

「評価・換算差額等」の内訳科目とし

表示しております。 
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中間会計期間 

(自 平成17年７月１日 

至 平成17年12月31日) 

当中間会計期間 

(自 平成18年７月１日 

至 平成18年12月31日) 

前事業年度 

(自 平成17年７月１日 

至 平成18年６月30日) 

 ――――― 

 

 ―――――  
 

 (自己株式及び準備金の額の減少等に関

する会計基準等の一部改正) 

 当事業年度から、改正後の「自己株式

及び準備金の額の減少等に関する会計基

準」（企業会計基準委員会最終改正平成

17年12月27日 企業会計基準第１号）及

び「自己株式及び準備金の額の減少等に

関する会計基準の適用指針」（企業会計

委員会 最終改正平成17年12月27日 企

業会計基準適用指針第２号）を適用して

おります。 

 これによる損益の与える影響はありま

せん。 

 なお、財務諸表規則の改正による連結

貸借対照表の表示に関する変更は以下の

とおりであります。 

 前事業年度において資本に対する控除

項目として「資本の部」の末尾に表示し

ておりました「自己株式」は、当事業年

度から「株主資本」に対する控除項目と

して「株主資本」の末尾に表示しており

ます。 

 

表示方法の変更 
  

前中間会計期間 

(自 平成17年７月１日 

至 平成17年12月31日) 

当中間会計期間 

(自 平成18年７月１日 

至 平成18年12月31日) 

――――― 

 

 

 (貸借対照表) 

 前中間会計期間まで区分掲記しておりました「賃貸資産」

は、当中間会計期間末において資産総額の100分の５以下とな

ったため、投資その他の資産の「その他」に含めて表示してお

ります。 

 なお、当中間会計期間末の「賃貸資産」の金額は971,259千

円であります。 
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 注記事項 

(中間貸借対照表関係) 
  

前中間会計期間末 

(平成17年12月31日) 

当中間会計期間末 

(平成18年12月31日) 

前会計年度末 

(平成18年６月30日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

  20,255,988千円  

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

  20,796,000千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

  20,145,346千円 
※２ 担保に供している資産は次の通り

であります。 

    工場財団 

建物 2,464,346千円 

機械装置   1,943,262 

土地 1,422,866 

その他の有 

形固定資産 
  100,115 

計  5,930,591千円 

工場財団 

現金及び預金 300,000千円 

建物    2,802,749 

土地     979,615 

その他の有 

形固定資産 
   58,769 

計  4,141,133千円 

   上記のうち、現金及び預金300,000

千円は、マルス蒲鉾工業㈱の借入金

(213,105千円)について担保提供してお

ります。 

※２ 担保に供している資産は次の通り

であります。 

    工場財団 

建物 2,229,392千円

機械装置        2,129,995 

土地 1,422,866 

その他の有 

形固定資産 
   87,600 

計  5,869,854千円

工場財団 

建物 2,667,968千円

土地     979,615 

その他の有 

形固定資産 
    5,547 

計  3,653,131千円

     

※２ 担保に供している資産は次の通り

であります。 

    工場財団 

建物 2,342,280千円

機械装置   1,650,878 

土地 1,422,866 

その他の有 

形固定資産 
   91,077 

計  5,489,103千円

工場財団 

現金及び預金 300,000千円

建物    2,741,471 

土地     979,615 

その他の有 

形固定資産 
    5,791 

計  4,026,877千円

    上記のうち、現金及び預金300,000

千円は、マルス蒲鉾工業㈱の借入金

(223,937千円)について担保提供しており

ます。 

  上記に対応する債務 

短期借入金 8,021,576千円 

長期借入金 5,009,854  

計 13,031,430千円 
 

  上記に対応する債務 

短期借入金 7,762,216千円

長期借入金 4,387,578  

計 12,149,794千円
 

  上記に対応する債務 

短期借入金 7,031,626千円

長期借入金 4,457,116  

計 11,488,742千円
 

※３ 中間期末日満期手形の処理 

   中間期末日満期手形は、手形交換

日をもって決済処理しておりま

す。従って、当中間会計期間末日

は、金融機関の休日であったため

中間期末日満期手形が以下の科目

に含まれております。 

受取手形及び売掛金  
  1,000千円 

※３ 中間期末日満期手形の処理 

   中間期末日満期手形は、手形交換

日をもって決済処理しております。

従って、当中間会計期間末日は、金

融機関の休日であったため中間期末

日満期手形が以下の科目に含まれて

おります。 

受取手形及び売掛金  
  2,006千円

設備支払手形(流動

負債・その他) 3,454  

  

※３          ――――― 

 

 

    

 ４ 保証債務 

被保証者 
金額 

(千円) 

保証債務

の内容 
備考 

一正食品㈱ 1,000,000 
銀行 

借入金 
― 

㈱イチマサ 

冷蔵 
269,000 

銀行 

借入金 
― 

マルス蒲 

鉾工業㈱ 
213,105 

銀行 

借入金 
― 

計 1,482,105 ― 

  

 

  

 ４ 保証債務 

被保証者
金額 

(千円)

保証債務

の内容
備考

一正食品㈱ 1,000,000
銀行 

借入金
― 

㈱イチマサ

冷蔵 
233,000

銀行 

借入金
― 

㈱ノザキ

フーズ 
 40,000

銀行 

借入金
― 

㈱サンバース

トにいがた
  1,713

銀行 

借入金
― 

計 1,274,713 ― 

 

  

 ４ 保証債務  

被保証者 
金額 

(千円) 

保証債務

の内容
備考

一正食品㈱   693,800 
銀行 

借入金
― 

㈱イチマサ 

冷蔵 
248,000 

銀行 

借入金
― 

㈱ノザキ 

フーズ 
 70,000 

銀行 

借入金
― 

㈱サンバース

トにいがた 
  1,928 

銀行 

借入金
― 

計 1,013,728 ― 
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前中間会計期間末 

(平成17年12月31日) 

当中間会計期間末 

(平成18年12月31日) 

前会計年度末 

(平成18年６月30日) 

※５          ――――― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ６ 消費税等の取扱い 

   仮払消費税等及び仮払消費税等は

相殺し、相殺後の金額を流動負債

のその他に含めて表示しておりま

す。 

 

※５ 金融機関とのコミットメントライ

ンに関する契約 

   当社は平成18年３月に運転資金の

効率的な調達を行うため、取引銀行

とコミットメントライン契約（シン

ジケート方式）を締結しておりま

す。 

コミットメント

ラインの総額
5,000,000千円

借入実行残高 5,000,000千円

差引額 －千円

 

 ６ 消費税等の取扱い 

   同左 

 

※５ 金融機関とのコミットメントライ

ンに関する契約 

   当社は平成18年３月に運転資金の

効率的な調達を行うため、取引銀行

とコミットメントライン契約（シン

ジケート方式）を締結しておりま

す。 

コミットメント

ラインの総額 
5,000,000千円

借入実行残高 5,000,000千円

差引額 －千円

 

６           ――――― 

 

(中間損益計算書関係) 
  

前中間会計期間 

(自 平成17年７月１日 

至 平成17年12月31日) 

当中間会計期間 

(自 平成18年７月１日 

至 平成18年12月31日) 

前事業年度 

(自 平成17年７月１日 

至 平成18年６月30日) 

※１ 減価償却実施額 
    有形固定資産  607,578千円 

    無形固定資産     385   

    賃貸資産     41,489 

※２ 営業外収益のその他の主な内訳 

           受取配当金     8,810千円 

        雑収入        11,259 

※３ 特別利益の主な内訳 

      退職給付  

引当金戻入 

 

 

   408,097千円 

 

 

 

※４ 特別損失の主な内訳 

      投資有価証券

評価損   
       285千円 

      固定資産 

除却損  
     3,279 

減損損失      183,026  

※１ 減価償却実施額 
    有形固定資産  596,965千円 

    無形固定資産     370   

    賃貸資産     58,525 

※２ 営業外収益のその他の主な内訳 

           受取配当金     7,304千円 

        雑収入        22,171 

※３ 特別利益の主な内訳 

前期損益修正益  17,005千円 

  

  

※４ 特別損失の主な内訳 

      投資有価証券

評価損   
     5,854千円 

      関係会社株式

評価損  
    50,021 

      固定資産 

除却損  
     9,385 

減損損失     297,111 

      関係会社投資損

失引当金繰入額
  158,726 

   

※１ 減価償却実施額 
    有形固定資産 1,278,432千円 

    無形固定資産         771   

賃貸資産        87,548 

※２ 営業外収益のその他の主な内訳 

           受取配当金    20,101千円 

        雑収入        30,667 

※３ 特別利益の主な内訳 

前期損益修正益  21,646千円 

      退職給付  

引当金戻入 
   429,331   

      貸倒引当金 

戻入益 
    25,491 

※４ 特別損失の主な内訳 

      投資有価証券

評価損   
    16,863千円 

      固定資産 

除却損  
     8,692 

減損損失      188,177  
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前中間会計期間 

(自 平成17年７月１日 

至 平成17年12月31日) 

当中間会計期間 

(自 平成18年７月１日 

至 平成18年12月31日) 

前事業年度 

(自 平成17年７月１日 

至 平成18年６月30日) 

５ 減損損失 

   当社は、以下の資産グループにつ

いて減損損失を計上いたしました。 

用途 場所 種類 
金額 

(千円) 

建物 12,528 
滋賀県 

守山市 

新潟県 

新潟市他 
土地 7,784 

機械装置 3,863 

賃貸資産 

  

新潟県 

新潟市他 

有形固定資

産のその他 
16 

建物   534 

機械装置 157,602 

遊休資産 新潟県 

新潟市他 

  

  
有形固定資

産のその他 
696 

合計 183,026 

当社は、事業用資産については、水産

練製品・惣菜部門、きのこ部門を基礎

としてグルーピングし、賃貸資産及び

遊休資産については、個々の物件ごと

にグルーピングしております。 

上記の賃貸資産及び遊休資産は資産の

市場価額が著しく下落しているため、

帳簿価額を回収可能価額まで減額し、

当該減少額を減損損失として特別損失

に計上しております。その内訳は建物

13,063千円、機械装置161,465千円、土

地7,784千円有形固定資産のその他713

千円であります。 

なお、賃貸資産の回収可能価額は、

将来キャッシュ・フローを、2.2％で割

引いた使用価値により算出しておりま

す。また、遊休資産の回収可能価額

は、取引事例等を勘案した正味売却価

額により算出しております。   

５ 減損損失 

   当社は、以下の資産グループにつ

いて減損損失を計上いたしました。 

用途 場所 種類 
金額 

(千円)
賃貸資産 新潟県 

阿賀野市
土地 297,111

当社は、事業用資産については、水産

練製品・惣菜部門、きのこ部門を基礎

としてグルーピングし、賃貸資産及び

遊休資産については、個々の物件ごと

にグルーピングしております。 

上記の賃貸資産の市場価額が著しく下

落しているため、帳簿価額を回収可能

価額まで減額し、当該減少額を減損損

失として特別損失に計上しておりま

す。 

  なお、賃貸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、その

評価額は不動産鑑定士の「不動産鑑定

評価書」によっております。 

５ 減損損失 

   当社は、以下の資産グループにつ

いて減損損失を計上いたしました。 

用途 場所 種類 
金額 

(千円)

建物 12,528
滋賀県 

守山市 

新潟県 

新潟市他 
土地 7,784

機械装置 3,863

賃貸資産 

  

新潟県 

新潟市他 

有形固定資

産のその他
16

建物 4,281

機械装置 157,692

土地 1,313

遊休資産 新潟県 

新潟市他 

  

  

有形固定資

産のその他
687

合計 188,177

当社は、事業用資産については、水産

練製品・惣菜部門、きのこ部門を基礎

としてグルーピングし、賃貸資産及び

遊休資産については、個々の物件ごと

にグルーピングしております。 

上記の賃貸資産及び遊休資産は資産の

市場価額が著しく下落しているため、

帳簿価額を回収可能価額まで減額し、

当該減少額を減損損失として特別損失

に計上しております。その内訳は建物

16,810千円、機械装置161,565千円、土

地9,097千円有形固定資産のその他713

千円であります。 

  なお、賃貸資産の回収可能価額は、将

来キャッシュ・フローを、2.2％で割引

いた使用価値により算出しておりま

す。また、遊休資産の回収可能価額

は、取引事例等を勘案した正味売却価

額により算出しております。 

 

(リース取引関係) 

 

 半期報告書についてＥＤＩＮＴにより開示を行うため記載を省略しております。 

 

 (中間株主資本等変動計算書関係) 

当中間会計期間(自 平成18年７月１日 至 平成18年12月31日) 

  
自己株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(株) 14,970 1,320  ― 16,290 

  
（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

 単元未満株式の買取りによる増加  1,320株 
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前事業年度(自 平成17年７月１日 至 平成18年６月30日) 
  

自己株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(株) 11,790 3,180  ―  14,970 
  
（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

 単元未満株式の買取りによる増加  3,180株 
  
 (有価証券関係) 

 前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業年度いずれにおいても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。 
 

 (１株当たり情報) 
  

項目 

前中間会計期間 

(自 平成17年７月１日 

至 平成17年12月31日) 

当中間会計期間 

(自 平成18年７月１日 

至 平成18年12月31日) 

前事業年度 

(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 578.31円 515.54円 544.33円 

１株当たり中間(当期)純利益 

    （又は△は純損失） 
40.65円 △21.15円 14.18円 

  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

り中間純損失金額については、

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) 算定上の基礎   

１．１株当たり純資産額 

項  目 
前中間会計期間末 

（平成17年12月31日） 

当中間会計期間末 

（平成18年12月31日） 

前事業年度末 

（平成18年６月30日）

中間(当期)貸借対照表の純資産の部の 

合計額（千円） 
―  4,783,536  5,051,432

普通株式に係る純資産額(千円)    ―  4,783,536  5,051,432

普通株式の発行済株式数(千株)  ―      9,295      9,295

普通株式の自己株式数（千株） ―         16         14

１株当たり純資産の算定に用いられた 

普通株式の数（千株） 
―      9,278      9,280

２．１株当たり中間(当期)純利益（純損失）金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

項  目 

前中間会計期間 

(自 平成17年７月１日 

至 平成17年12月31日)

当中間会計期間 

(自 平成18年７月１日 

至 平成18年12月31日) 

前事業年度 

(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（又は△は純損失）(千円) 377,380 △196,307 131,610

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△は純損失）(千円) 
377,380 △196,307 131,610

普通株式の期中平均株式数(千株) 9,283 9,279 9,281

 

  (重要な後発事象) 

該当事項はありません。  


