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１．平成19年３月期の業績（平成18年４月１日～平成19年３月31日）

(1）経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年３月期 9,467 △5.0 △99 － △152 － △174 －

18年３月期 9,966 11.3 123 － 79 － △104 －

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
営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

19年３月期 △28 02 － － △19.4 △3.4 △1.0

18年３月期 △19 20 － － △10.1 1.9 1.2

（参考）持分法投資損益 19年３月期 －百万円 18年３月期 －百万円

(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

19年３月期 4,516 900 19.9 144 38

18年３月期 4,669 1,082 23.2 173 70

（参考）自己資本 19年３月期 923百万円 18年３月期 1,082百万円

(3）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

19年３月期 △62 32 △33 345

18年３月期 △966 △22 816 408

２．配当の状況

１株当たり配当金 配当金総額
(年間)

配当性向
純資産
配当率（基準日） 中間期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

18年３月期 0 00 0 00 0 00 － － －

19年３月期 0 00 0 00 0 00 － － －

20年３月期（予想） 0 00 0 00 0 00 － 0.0 －

３．平成20年３月期の業績予想（平成19年４月１日～平成20年３月31日）

（％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

中間期 4,278 △12.1 44 － 14 － 9 － 1 53

通期 9,500 0.3 113 － 53 － 43 － 6 98

－ 1 －



４．その他

(1）重要な会計方針の変更

①　会計基準等の改正に伴う変更　有

②　①以外の変更　　　　　　　　無

（注）詳細は、19ページ「重要な会計方針の変更」をご覧ください。

(2）発行済株式数（普通株式）

①　期末発行済株式数（自己株式を含む） 19年３月期 6,239,375株 18年３月期 6,239,375株

②　期末自己株式数 19年３月期 4,552株 18年３月期 4,552株

（注）１株当たり当期純利益の算定の基礎となる株式数については、30ページ「１株当たり情報」をご覧ください。

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含ん

でおります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。

なお、上記予想に関する事項は添付資料の３ページを参照して下さい。
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１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

　当期におけるわが国経済は、自動車産業やＩＴ関連事業などを中心に、企業収益の改善が堅調に推移し、グローバ

ルな収益機会を意識した設備投資や、資本市場による個々の投資が数多くなされました。また企業収益の改善から、

雇用者の所得の伸びが個人消費へと波及し、景気は底堅く推移いたしました。しかしながら、原油価格の振れの大き

い展開は、世界的な影響を与え、また、経済並びに物価情勢の変化に応じて金利の水準調整が行われる不安もあり、

景気は減速懸念にあるものと思われます。 

　食品業界におきましては、依然として健康志向が高く、牛肉・鶏肉に代わる安心安全な食を求めるニーズから、世

界的な魚食ブームとなっております。今までその習慣がほとんどなかった地域へも魚食が広がり、魚の需要は高まる

一方であります。

　そのような中、当社の主原料である「まぐろ」におきましては、資源を保護する目的から世界的な漁獲規制がなさ

れました。その結果、国際規模での需要増加、まぐろへの投機的な買付けなどにより、これまでにない魚価高を経験

いたしました。また、原油高の煽りを受け、運賃や包装資材等の経費増も引き続き懸念されております。

 こういった情勢の中、当社におきましては、まぐろ原料の安定仕入と販売価格への転嫁、加工コストの削減に努めて

まいりました。

　親会社である株式会社ジャパンフードシステムは、平成18年10月にベトナム国カムラン市にＹＡＭＡＴＯ　ＦＯＯ

ＤＳ　ＣＯ．，ＬＴＤ．を設立し、水産物加工場を取得いたしました。当社は、同社を関係協力会社とし、カムラン

工場の管理・運営に携わっております。同工場は、当社と同じ品質管理基準で運営され、今後は、①魚介類の原料調

達基地、②製品の生産基地、③製品・原料の供給基地と位置づけ、活用してまいります。

　また販売面につきましては、開発提案型の営業に注力してまいりました。昨年度より開始したカニ加工品において

は、新たに外食産業への販売チャンネルを獲得しております。また、コンビニエンスストア業界では初の試みとなる

刺身類の販売に対応し、製造日当日の販売を可能とするＤＡＹゼロ対応の物流を確立いたしました。

　以上の結果、売上高は94億67百万円（前期比5.0％減）となりました。下半期においては経常利益を計上したものの、

上半期のまぐろ原料高騰の影響を抑えきれず、通期においては経常損失１億52百万円、当期純損失は１億74百万円と

なりました。

　部門別の実績は、次のとおりであります。

＜水産物加工品部門＞

　取引先のニーズを反映させた提案型営業を推進してまいりましたが、売上高は、73億円（前期比8.1％減）となりま

した。製品の区分別の状況は、下記のとおりであります。

　（まぐろ加工品)

　国際的な漁獲規制や日本市場における価格高騰により、消費者の買い控えや他の食材への移行が顕著に表れた結果

となりました。製品『ねぎとろ』ほかにつきましては、コンビニエンスストア様向けの「ねぎとろスティック」など

が引き続きご好評をいただき、売上高は33億12百万円（前期比4.6％増）となりましたが、製品『まぐろ切り落とし』

ほかにつきましては、量販店様向けの「刺身」などに強い割高感や買い控えの傾向が見られ、売上高は33億51百万円

（前期比13.9％減）となりました。

（その他加工品）

　大手外食チェーン様との共同開発により、カニフレークがサンドイッチ具材として全国店舗に採用されましたが、

売上高は６億36百万円（前期比28.2％減）となりました。

＜すし種部門＞

　まぐろ商材との組み合わせによる他の海産物の需要が増え、売上高は21億66百万円（前期比7.3％増）となりました。

　次期の見通しにつきましては、水産業界は、昨年同様に厳しい環境が続くものと予想されます。

　このような状況の中、当社は、国内外の市場動向や技術革新などの環境変化に対応できるよう発想を転換し、「総

合水産加工品メーカー」として企業体質の変革をおこなってまいります。

　また、提案型営業とともに新規製品を計画どおりに開発することと、生産コストの節減を推進し、トータルコスト

の低減を図ってまいります。

　これにより、売上高については95億円、営業利益１億10百万円、経常利益55百万円、当期純利益42百万円を見込ん

でおります。
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(2）財政状態に関する分析

 ①財政状態 

 当事業年度末の総資産は、45億16百万円（前期比１億53百万円減）となりました。主な増減分析は以下のとおりであ

ります。

 

流動資産 現金及び預金   71百万円減少 

理由：借入金の返済による減少

 未収入金     １億42百万円増加 

理由：原材料の有償支給増加

固定資産 有形固定資産     94百万円減少 

理由：遊休資産の売却等

 投資その他の資産 44百万円減少 

理由：投資有価証券評価損　23百万円

 当事業年度末の負債の部は、36億16百万円（前期比29百万円増）となりました。主な増減分析は以下のとおりであり

ます。

 

負債 短期借入金     ５億21百万円減少

 長期借入金     ４億87百万円増加 （１年内返済予定を含む）

理由：主原料の調達に係わる借入等

 　当事業年度末の純資産は、９億円（前期比１億82百万円減）となりました。主な増減分析は以下のとおりでありま

す。

 

資本剰余金  ２億35百万円減少 

 当事業年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の期末残高は、３億45百万円（前期比63百万円減

少）となりました。

 （営業活動によるキャッシュ・フロー）

 　当事業年度における各キャッシュ・フローは次のとおりであります。

 　当事業年度において営業活動の結果使用した資金は62百万円であります（前期比９億４百万円増加）。これは主に、

当期純損失の計上１億68百万円に対して、消費税等が53百万円増加したこと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） 

　当事業年度において投資活動の結果得られた資金は32百万円であります。これは主に、定期預金の預入及び払戻を

あわせた10百万円が増加しており、遊休資産であります有形固定資産の売却による収入が24百万円あったこと等によ

るものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　当事業年度において財務活動の結果使用した資金は33百万円であります。これは主に、借入金の返済によるもの等

であります。
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当社のキャッシュ・フロー指標のトレンドは、下記のとおりであります。

 平成15年３月期 平成16年３月期 平成17年３月期 平成18年３月期 平成19年３月期

自己資本比率（％） 32.4 26.8 26.5 23.2 19.9

時価ベースの自己資本比率　

（％）
14.8 18.3 29.2 29.9 22.6

キャッシュ・フロー対有利子負

債比率（％）
－ 920.2 339.1 － －

インタレスト・カバレッジ・レ

シオ（倍）
－ 6.0 11.2 － －

株主資本比率：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 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：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

※有利子負債は、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。

※営業キャッシュ・フロー及び利払いは、キャッシュ・フロー計算書に計上されている「営業活動によるキャッシュ・

フロー」及び「利息の支払額」を用いております。

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

 当社は、業績に対応した配分をおこなうことを基本に、株主の皆様への利益還元を経営の重要政策として位置づけて

おります。安定的な経営基盤の確立に努めるとともに、配当原資の確保を基本として、業績に応じた増配・株式分割

等の株主優遇策をおこなっていきたいと考えております。

 

(4）事業等のリスク

　当社の経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があるリスクには以下のようなものがあります。

　なお、文中における将来に関する記載については当事業年度末現在において判断したものであります。  

①原材料の価格変動について  

　当社の主要原料であります「まぐろ」の購入価格は、漁獲高等により市場相場に左右されます。原料価格は製造原

価の約76％を占めておりますので、当社の業績に影響を与える可能性があります。 

　当社といたしましては、安定的な原料調達の経路を構築して、この影響を軽微に抑える手段を図ってまいります。 

②海外関係協力会社との取組み

　当社は、一部の製品及び原料の調達について、YAMATO　FOODS　CO.,LTD.の活用を計画しておりますが、同社が十分

な活動が出来ない場合は、当社の生産に影響を与え、コストを増加させる可能性があります。

③保有資産の時価の変動について

　当社が保有する有価証券、土地、年金資産の時価の変動が当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

④製品開発について

　当社は「まぐろ」を主体とした総合水産加工品メーカーとして、水産物素材の「ヘルシーさ」と「美味しさ」をテー

マに研究開発をおこなっておりますが、市場ニーズに対応できなかった場合には、当社の業績に影響を及ぼす可能性

があります。 
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２．企業集団の状況

　当社グループは、当社、関連会社１社及び当社の主要株主であり、親会社である株式会社ジャパンフードシステム

で構成され、水産物加工品の製造・販売を主たる業務としております。

　当社グループの事業に係る位置づけは次のとおりであります。

　当社は、まぐろを中心とした水産物加工品の製造・販売を主たる事業としておこなっております。

　なお、親会社である株式会社ジャパンフードシステムからは、主に水産物加工品の製造に関して原料供給を受けて

おります。

　関連会社であるA.S.Intermarine Foods Co.,Ltd.は、水産物加工品の製造・販売をおこなっております。

イ）水産物加工品部門

　親会社及びまぐろ商社より買付けた原料まぐろ及びカニ原料を加工し『ねぎとろ』、『まぐろ切り落とし』等の

まぐろ加工品、カニ加工品、その他加工品の製造販売をおこなっております。

ロ）すし種部門

　すし種の仕入販売をおこなっております。

［事業系統図］

　以上述べた事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。

 
消               費               者 

スーパーマーケット・鮮魚店・飲食店等 

卸売市場・問屋 

水産物加工品 す  し  種 

当                               社 

A.S.Intermarine Foods 
Co.,Ltd. 

原料供給 

株式会社ジャパンフードシステム 

：製商品の販売 

：原料仕入 
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３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

　当社は、「限りある水産資源を生かし、食文化に貢献する」ことを企業理念としております。

　「安全第一の品質主義」のもと「美味しく安心できる食品」を「積極的に探求」し続け、「お客様にご満足して頂

ける食品」「食べることで健康になる食品」のご提供を推進しております。

　お客様よりご支持を得られることで、企業の事業価値が高められるものと捉え、食文化に貢献することを目指して

おります。

(2）目標とする経営指標

　当社は、利益率と一人当たりの生産性の向上を主要な経営指標とし、資本効率を高め、株主資本当期純利益率（Ｒ

ＯＥ）の改善を重要な目標としております。

(3）中長期的な会社の経営戦略

　当社は、競争が激化する市場環境の中で、他社との差別化を図るため、「総合水産加工品メーカー」への転身をお

こなってまいります。 

　新たな水産資源を活用した新規事業への転換を強力に推し進めてまいります。

　①新規分野におけるマーケティングと新商品の開発。 

　これまでに培った基礎技術や応用技術の向上をおこなってまいります。

　②海外生産工場も含む関連協力会社への人的派遣。

　技術・品質管理・生産管理の支援により、当社製品と同等の品質を保持した、安心安全な製品の生産及び仕入をお

こなってまいります。

　③国内外の生産拠点における徹底した生産コスト管理体制の確立。

　従来の既存製品を含めた生産効率の改善を図ります。

　④人材育成及び配置転換。

 　個々のスキルアップを計画、実行しマンパワーを高めます。

(4）会社の対処すべき課題

　今後の経済の見通しにつきましては、日本においては、企業収益の改善が引き続き高水準にて推移するものと予想

され、人件費の抑制スタンスを根強く維持する雇用情勢があるものの、所得の伸びから、個人消費も拡大するものと

思われます。欧州では、企業収益の改善が設備投資や個人消費に繋がり、景気は回復傾向にあり、中国・ＮＩＥＳ・

ＡＳＥＡＮ諸国等を含め、緩やかな景気の拡大が続くものと思われます。

　一方、米国景気の減速懸念と、インフレの上下双方のリスクの不透明な状況により、世界経済においては、今後も

注意が必要と思われます。

　このような状況の中で当社は、まぐろ加工品部門においては、主原料のまぐろの安定調達につとめ、さらに、カニ

加工事業のほか第三、第四のコアとなる事業を推進してまいります。

　海外事業の取り組みと致しまして、当社の関係協力会社であるＹＡＭＡＴＯ　ＦＯＯＤＳ　ＣＯ．，ＬＴＤ．（ベ

トナム国カムラン市）の持つ、①魚介類の原料調達基地、②製品の生産基地、③製品・原料の供給基地というメリッ

トを活かし、安心安全な製品の供給に努めてまいります。国内事業においては、チルドに特化した製品の生産、高付

加価値商品の開発、基礎並びに応用技術の強化を行い、タイムリーな製品の供給に努めてまいります。

　まぐろを主体とした総合水産加工食品メーカーとして、営業部門と生産部門の連携を深め、開発部門の強化を行い、

水産物素材の「ヘルシーさ」と「美味しさ」をテーマとした商品の研究開発に注力し、広告宣伝活動を通じて、「開

発提案型のメーカー」を目指してまいります。また、食品への安全・安心を継続維持すべく、ＩＳＯの管理並びに原

料の原産地表示を徹底して行い、さらなる品質管理と安全性を保持・強化してまいります。 

(5）内部管理体制の整備・運用状況

　当該事項につきましては、コーポレート・ガバナンスに関する報告書の「内部統制システムに関する基本的な考え

方及びその整備状況」に記載しております。　 

(6）その他、会社の経営上重要な事項

　該当事項はありません。
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４．財務諸表
(1）貸借対照表

前事業年度
（平成18年３月31日）

当事業年度
（平成19年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

１．現金及び預金 424,539 353,227 △71,311

２．売掛金 ※４ 1,339,765 1,315,403 △24,361

３．製商品 132,469 193,670 61,201

４．原材料 888,350 809,596 △78,753

５．仕掛品 5,306 3,020 △2,285

６．貯蔵品 20,561 22,770 2,209

７．前払費用 12,803 10,826 △1,976

８．未収入金 ※４ 5,474 147,669 142,195

９．未収消費税等 47,540 － △47,540

10．その他 ※４ 517 4,473 3,956

11．貸倒引当金 △4,299 △1,272 3,027

流動資産合計 2,873,029 61.5 2,859,388 63.3 △13,640

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産

(1) 建物 ※１ 1,734,283 1,732,590

減価償却累計額 1,091,412 642,870 1,141,479 591,111 △51,759

(2）構築物 288,735 287,755

減価償却累計額 181,124 107,610 187,435 100,319 △7,291

(3) 機械及び装置 724,172 721,515

減価償却累計額 598,906 125,266 610,065 111,450 △13,815

(4) 車両運搬具 35,809 28,756

減価償却累計額 32,983 2,825 27,133 1,622 △1,202

(5) 工具器具及び備品 164,867 164,128

減価償却累計額 152,019 12,848 151,852 12,275 △572

(6)　土地 ※１  757,611  737,355 △20,256

(7) 建設仮勘定 －   

有形固定資産合計 1,649,033 35.3 1,554,133 34.4 △94,899
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前事業年度
（平成18年３月31日）

当事業年度
（平成19年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

２．無形固定資産

(1) 電話加入権 2,959 2,959 －

(2) 施設利用権 1,994 1,235 △758

(3) ソフトウェア － 191 191

無形固定資産合計 4,953 0.1 4,386 0.1 △567

３．投資その他の資産

(1) 投資有価証券 ※１ 106,692 71,095 △35,596

(2) 関係会社株式 0 0 －

(3) 出資金 20 130 110

(4) 長期貸付金 27,800 25,300 △2,500

(5) 長期前払費用 981 298 △683

(6) 会員権等 45,800 27,000 △18,800

(7) 差入保証金 14,208 13,903 △305

(8) 長期滞留債権 2,900 2,900 －

(9) 更生債権等 1,004 835 △169

(10) その他 2,845 2,900 54

(11) 貸倒引当金 △59,456 △45,925 13,531

投資その他の資産合計 142,796 3.1 98,438 2.2 △44,357

固定資産合計 1,796,783 38.5 1,656,958 36.7 △139,824

資産合計 4,669,812 100.0 4,516,347 100.0 △153,464

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１．買掛金 ※４ 636,470 638,969 2,498

２．短期借入金 ※１ 2,095,000 1,574,000 △521,000

３．１年内返済予定の長期
借入金

※１ 350,210 575,270 225,060

４．未払金 ※４ 123,247 146,865 23,617

５．未払費用 60,434 65,028 4,850

６．未払法人税等 10,814 8,941 △1,872

７．未払消費税等 － 21,861 21,861

８．預り金 1,948 6,798 4,850

９．賞与引当金 14,605 20,048 5,443

10．その他 52 － △52

流動負債合計 3,292,782 70.5 3,057,782 67.7 △234,999
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前事業年度
（平成18年３月31日）

当事業年度
（平成19年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

Ⅱ　固定負債

１．長期借入金 ※１ 265,470 528,200 262,730

２．繰延税金負債  3,739 － △3,739

３．退職給付引当金 24,829 30,188 5,358

固定負債合計 294,039 6.3 558,388 12.4 264,348

負債合計 3,586,822 76.8 3,616,171 80.1 29,348

（資本の部）

Ⅰ　資本金 ※２ 1,052,595 22.6 － －  

Ⅱ　資本剰余金

１．資本準備金 496,188 －

資本剰余金合計 496,188 10.6 － －  

Ⅲ　利益剰余金

１．当期未処理損失 470,036 －

利益剰余金合計 △470,036 △10.1 － －  

Ⅳ　その他有価証券評価差額
金

5,508 0.1 － －  

Ⅴ　自己株式 ※３ △1,267 0.0 － －  

資本合計 1,082,989 23.2 － －  

負債・資本合計 4,669,812 100.0 － －  
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前事業年度
（平成18年３月31日）

当事業年度
（平成19年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（純資産の部）         

Ⅰ　株主資本         

１．資本金   － －  1,052,595 23.3  

２．資本剰余金         

(1）資本準備金  －   261,152    

資本剰余金合計   － －  261,152 5.8  

３．利益剰余金         

繰越利益剰余金  －   △409,640    

利益剰余金合計   － －  △409,640 △9.1  

４．自己株式   － －  △1,267 △0.0  

株主資本合計   － －  902,840 20.0  

Ⅱ　評価・換算差額等         

１．その他有価証券評価差
額金

  － －  △2,664 △0.1  

評価・換算差額等合計   － －  △2,664 △0.1  

純資産合計   － －  900,176 19.9  

負債純資産合計   － －  4,516,347 100.0  
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(2）損益計算書

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅰ　売上高 9,966,153 100.0 9,467,006 100.0 △499,146

Ⅱ　売上原価

１．製商品期首たな卸高 88,544 132,469

２．当期商品仕入高 ※１ 1,865,481 2,009,964

３．当期製品製造原価 ※1.3 7,006,704 6,651,778

合計 8,960,730 8,794,212

４．他勘定振替高 ※２ 9,457 13,865

５．製商品期末たな卸高 132,469 8,818,803 88.5 193,670 8,586,676 90.7 △232,126

売上総利益 1,147,349 11.5 880,329 9.3 △267,020

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※３

１．販売手数料 188,130 174,079

２．運賃 311,537 292,540

３．広告宣伝費 36,003 30,357

４．役員報酬 27,558 39,125

５．給与手当 186,917 168,007

６．賞与引当金繰入額 6,753 8,321

７．退職給付費用 18,027 17,848

８．福利厚生費 18,668 19,948

９．旅費交通費 23,915 21,949

10．水道光熱費 1,439 1,367

11．租税公課 10,650 9,964

12．消耗品費 14,394 12,960

13．賃借料 86,402 79,704

14．業務委託費 10,158 9,200

15．減価償却費 8,188 5,848

16．貸倒引当金繰入額 1,334 －

17．その他 73,629 1,023,710 10.3 85,996 977,221 10.3 △46,489

営業利益 123,639 1.2 － － △123,639

営業損失 － － 96,891 △1.0 96,891
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前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅳ　営業外収益

１．受取利息 734 699

２．受取配当金 536 619

３．受取社宅使用料 3,465 2,827

４．受取保険金 1,832 －

５．受取手数料 1,562 1,456

６．雑収入 5,856 13,987 0.2 5,839 11,441 0.1 △2,546

Ⅴ　営業外費用

１．支払利息 54,359 67,138

２．新株発行費 3,491 －

３．雑損失 48 57,898 0.6 308 67,447 0.7 9,548

経常利益 79,728 0.8 － － △79,728

経常損失 － － 152,897 △1.6 152,897

Ⅵ　特別利益

１．貸倒引当金戻入益  6,569   5,726    

２．固定資産売却益 ※４ － 6,569  5,799 11,525 0.1 4,956

Ⅶ　特別損失

１．固定資産除却損 ※５ 2,859 1,537

２．減損損失 ※６ 179,962 1,416

３．投資有価証券評価損  － 23,684

５．会員権等評価損 1,266 184,089 1.9 － 26,638 0.3 △157,450

税引前当期純損失 97,792 △1.0 168,010 △1.8 70,218

法人税、住民税及び事
業税

6,959 6,959 0.1 6,630 6,630 0.1 △329

当期純損失 104,751 △1.1 174,640 △1.8 69,889

前期繰越損失 365,284 －  

当期未処理損失 470,036 －  
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製造原価明細書

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

１．材料費 5,362,686 76.6 5,081,786 76.4

２．労務費 421,185 6.0 413,318 6.2

３．経費

外注加工費 3,748 1,525

減価償却費 99,362 85,457

倉敷料 53,967 97,911

運賃 3,741 9,593

荷造包装費 455,287 376,014

水道光熱費 29,082 31,013

消耗品費 97,653 99,399

業務委託費 277,473 240,244

その他 198,992 213,228

当期経費計 1,219,309 17.4 1,154,388 17.4

当期総製造費用 7,003,180 100.0 6,649,493 100.0

期首仕掛品たな卸高 8,830 5,306

合計 7,012,011 6,654,799

期末仕掛品たな卸高 5,306 3,020

当期製品製造原価 7,006,704 6,651,778

　（注）１．原価計算の方法は、製品別実際総合原価計算によっております。なお、期中においては、一部の労務費につ

いて予定原価を採用し、期末において原価差額をたな卸資産及び売上原価に配賦し、実際原価に修正してお

ります。

２．労務費には、引当金繰入額が次のとおり含まれております。

（前事業年度） （当事業年度）

賞与引当金繰入額        7,852千円        11,727千円
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(3）株主資本等変動計算書

　当事業年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

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 

資本
剰余金
合計 

その他利益剰
余金 利益

剰余金
合計 繰越利益

剰余金

 平成18年３月31日　残高 1,052,595 496,188 496,188 △470,036 △470,036 △1,267 1,077,481

当事業年度中の変動額（

 　資本準備金の取崩（注）  △235,036 △235,036 235,036 235,036  －

 　当期純損失    △174,640 △174,640  △174,640

 　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 － △235,036 △235,036 60,395 60,395 － △174,640

 平成19年３月31日　残高 1,052,595 261,152 261,152 △409,640 △409,640 △1,267 902,840

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18年３月31日　残高 5,508 5,508 1,082,989

 当事業年度中の変動額

 　資本準備金の取崩   －

   当期純損失   △174,640

 　株主資本以外の項目の事業年度中の変

動額（純額）
△8,172 △8,172 △8,172

 事業年度中の変動額合計 △8,172 △8,172 △182,813

 平成19年３月31日　残高 △2,664 △2,664 900,176

（注）　平成18年６月の定時株主総会における損失処理項目であります。
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(4）キャッシュ・フロー計算書

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純損失 △97,792 △168,010

減価償却費 105,987 90,628

長期前払費用償却額 1,564 683

減損損失 179,962 1,416

貸倒引当金の減少額 △5,235 △16,558

賞与引当金の増加額（減少額△） 5,524 5,443

退職給付引当金の増加額（減少額
△）

△1,127 5,358

受取利息及び受取配当金 △1,270 △1,318

支払利息 54,359 67,138

新株発行費 3,491 －

固定資産売却益 － △5,799

投資有価証券評価損 － 23,684

固定資産除却損 2,859 1,537

売上債権の減少額（増加額△） △589,663 25,019

未収入金の増加額 － △142,291

たな卸資産の減少額（増加額△） △764,471 17,627

仕入債務の増加額 193,786 2,498

未払金の増加額（減少額△） 13,920 16,974

未払消費税等の増加額（減少額△） △94,576 21,861

未収消費税等の減少額 － 47,540

その他資産の減少額（増加額△） 72,738 7,112

その他負債の増加額 13,170 4,401

その他 1,266 2,353

小計 △905,503 7,302

利息及び配当金の受取額 1,159 1,426

利息の支払額 △55,451 △64,581

法人税等の支払額 △6,933 △6,713

営業活動によるキャッシュ・フロー △966,729 △62,566
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前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金預入による支出 △12,000 △22,009

定期預金払戻による収入 － 30,010

有形固定資産の売却による収入 － 24,686

有形固定資産の取得による支出 △15,375 △10,349

投資有価証券の取得による支出 △1,501 －

貸付金の回収による収入 6,300 2,500

会員権等の売却による収入 － 7,858

その他 － △231

投資活動によるキャッシュ・フロー △22,578 32,465

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入 3,560,000 1,620,000

短期借入金の返済による支出 △2,625,000 △2,141,000

長期借入れによる収入 200,000 950,000

長期借入金の返済による支出 △490,920 △462,210

新株発行による収入 172,508 －

自己株式取得による支出 △350 －

その他 － －

財務活動によるキャッシュ・フロー 816,238 △33,210

Ⅳ　現金及び現金同等物の増加額（減少額
△）

△173,069 △63,311

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高 581,608 408,539

Ⅵ　現金及び現金同等物の期末残高 ※ 408,539 345,227
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(5）損失処理計算書

  
前事業年度

株主総会承認日
（平成18年６月29日）

区分
注記
番号

金額（千円）

Ⅰ　当期未処理損失   470,036

Ⅱ　損失処理額    

　　資本準備金取崩額  235,036 235,036

Ⅲ　次期繰越損失   235,000
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重要な会計方針

項目
前事業年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１．有価証券の評価基準及び

評価方法

(1）関連会社株式

　移動平均法による原価法

(1）関連会社株式

同左

(2）その他有価証券

時価のあるもの

　決算日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部資本直入法により処

理し、売却原価は移動平均法により算

定）

(2）その他有価証券

時価のあるもの

　決算日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部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

時価のないもの

同左

２．たな卸資産の評価基準及

び評価方法

(1）商品

（マグロ）個別法による原価法

（マグロ以外）最終仕入原価法

(1）商品

同左

(2）製品

　総平均法による原価法

(2）製品

同左

(3）原材料

　総平均法による原価法

　但し、外部冷蔵庫分は、個別法による

原価法

(3）原材料

同左

(4）仕掛品

　総平均法による原価法

(4）仕掛品

同左

(5）貯蔵品 

　最終仕入原価法 

(5）貯蔵品  

 同左

３．固定資産の減価償却の方

法

(1）有形固定資産

　定率法を採用しております。ただし、

平成10年４月１日以降に取得した建物

（建物附属設備を除く）については、定

額法を採用しております。

　なお、主な耐用年数は以下のとおりで

あります。

建物　　　　　　　　　　7～38年

機械及び装置　　　　　　8～17年

(1）有形固定資産

同左

(2）無形固定資産

　定額法を採用しております。

(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）に基づいております。

(3）長期前払費用

　定額法を採用しております。

(3）長期前払費用

同左
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項目
前事業年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

４．引当金の計上基準 (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。

(1）貸倒引当金

同左

(2）賞与引当金

　従業員に対して支給する賞与の支出に

充てるため、将来の支給見込額のうち当

期の負担額を計上しております。

(2）賞与引当金

同左

(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。

(3）退職給付引当金

同左

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。

同左

６．キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲

　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

に償還期限の到来する短期投資からなって

います。

同左

７．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事項

(1）消費税等の会計処理方法

　税抜方式を採用しております。

(1）消費税等の会計処理方法

同左
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会計処理方法の変更

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

（固定資産の減損に係る会計基準） ──────

　当事業年度より、「固定資産の減損に係る会計基準」

（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見

書」（企業会計審議会　平成14年８月９日））及び「固定

資産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適

用指針第６号　平成15年10月31日）を適用しておりま

す。

　これにより税引前当期純損失は179,962千円増加してお

ります。

　なお、減損損失累計額については、各資産の金額から直

接控除しております。 

 

────── （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準）　

   当事業年度より「貸借対照表の純資産の部の表示に関す

る会計基準」（企業会計基準委員会　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、900,176千円

であります。

　なお、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、財務諸表等規則の改正に伴い、改正後の財務諸表

規則により作成しております。

表示方法の変更

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

（損益計算書）

　前期まで区分掲記しておりました「受取賃貸料」（当

期589千円）は、営業外収益の100分の10以下となったた

め、営業外収益の「雑収入」に含めて記載しております。

──────

────── （キャッシュ・フロー計算書）

　営業活動によるキャッシュ・フローの「未収入金の増

加額」は、前期は「その他資産の減少額（増加額△）」

に含めて表示しておりましたが、金額的重要性が増した

ため区分掲記しております。

　なお、前期の「その他の資産の減少額（増加額△）」

に含まれる「未収入金の増加額」は4,842千円でありま

す。 

赤城水産㈱（2878）平成 19 年 3 月期決算短信（非連結）

－ 21 －



注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度
（平成18年３月31日）

当事業年度
（平成19年３月31日）

※１．担保に供している資産及びこれに対応する債務は次

のとおりであります。

※１．担保に供している資産及びこれに対応する債務は次

のとおりであります。

(イ）担保に供している資産 (イ）担保に供している資産

建物 626,776千円

土地 755,050

投資有価証券 29,760

計 1,411,586

建物 577,568千円

土地 734,793

投資有価証券 20,739

計 1,333,101

(ロ）上記に対応する債務 (ロ）上記に対応する債務

短期借入金 1,355,800千円

１年内返済予定の長期借入

金
350,210

長期借入金 133,990

計 1,840,000

短期借入金 1,104,000千円

１年内返済予定の長期借入

金
187,400

長期借入金 9,400

計 1,300,800

※２．授権株式数及び発行済株式総数 ※２.　　　　　　　 ─────

授権株式数 普通株式 14,557,500株

発行済株式総数 普通株式 6,239,375株

※３．自己株式 ※３．　　　　　　　─────

　当社が所有する自己株式の数は普通株式4,552株で

あります。

　

※４．　　　　　　　───── ※４．関係会社項目

 　関係会社に対する資産及び負債には次のものがあり

ます。

売掛金 61,546千円

買掛金 232,032

５．偶発債務 ５．偶発債務

　下記会社の銀行借入金に対して次のとおり債務保証

しております。

　下記会社の銀行借入金に対して次のとおり債務保証

しております。

保証先 保証金額（千円）

㈱青山プランニングオフィス 5,693

保証先 保証金額（千円）

㈱まぐろ家さん 4,703

　㈱青山プランニングオフィスは、㈱まぐろ家さんが

商号変更したものであります。

　㈱まぐろ家さんは、㈱青山プランニングオフィスが

㈱まぐろ家さんに営業譲渡したものであります。

６．配当制限 ６．　　　　　　　─────

　商法施行規則第124条第３号に規定する、資産に時

価を付したことにより増加した純資産額は、5,508千

円であります。

 

７．資本の欠損の額は471,303千円であります。 ７．　　　　　　　─────

８．平成16年６月29日開催の定時株主総会において下記

の欠損てん補をおこなっております。

８．　　　　　　　─────

資本準備金 621,606千円

利益準備金 52,500千円
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（損益計算書関係）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

※１．関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれて

おります。

※１．関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれて

おります。

関係会社からの仕入高 3,558,306千円

 

関係会社からの仕入高 2,276,681千円

 

※２．他勘定振替高の内訳は、次のとおりであります。 ※２．他勘定振替高の内訳は、次のとおりであります。

広告宣伝費等への振替額 9,457千円 広告宣伝費等への振替額 13,865千円

※３．研究開発費の総額 ※３．研究開発費の総額

　　　販売費及び一般管理費及び当期製造費用に含まれる

研究開発費

　　　販売費及び一般管理費及び当期製造費用に含まれる

研究開発費

 33,728千円  31,047千円

※４．　　　　　　　───── ※４．固定資産売却益の内訳は、次のとおりであります。

建物 5,190千円

土地 608 

計 5,799 

※５．固定資産除却損の内訳は、次のとおりであります。 ※５．固定資産除却損の内訳は、次のとおりであります。

機械及び装置 1,430千円

車両運搬具 634 

工具器具備品 795 

計 2,859 

構築物 337千円

機械及び装置 844 

車両運搬具 300 

工具器具備品 53 

計 1,537 

※６. 減損損失

    当事業年度において、当社はキャッシュ・フローを生

み出す最小単位として水産物加工事業についてはグルー

プ全体を基本単位とし、遊休資産は個別物件を基本単位

としグルーピングをしております。

 予想以上の地価の下落等による事業環境の変化により、

以下の資産グループの帳簿価額を回収可能価額まで減額

し、当該減少額を減損損失（179,962千円）として特別損

失に計上しております。

※６. 減損損失

    当事業年度において、当社はキャッシュ・フローを生

み出す最小単位として水産物加工事業についてはグルー

プ全体を基本単位とし、遊休資産は個別物件を基本単位

としグルーピングをしております。

 予想以上の地価の下落等による事業環境の変化により、

以下の資産グループの帳簿価額を回収可能価額まで減額

し、当該減少額を減損損失（1,416千円）として特別損失

に計上しております。

用途 場所 種類 金額
（千円）

遊休資産
群馬県北群馬
郡子持村他４
箇所 

土地 

    建物他

91,592

88,370

  計 179,962

   なお、当該資産グループの回収可能価額は正味売却価

額により測定しており、土地については固定資産税評価

額に合理的な調整を行っております。 

 

 

用途 場所 種類 金額
（千円）

遊休資産
群馬県渋川市
中郷他１箇所 

土地 1,416

   なお、当該資産グループの回収可能価額は正味売却価

額により測定しており、土地については固定資産税評価

額に合理的な調整を行っております。 
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（株主資本等変動計算書関係）

当事業年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

前事業年度末株式数
（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）

発行済株式

普通株式 6,239,375 － － 6,239,375

合計 6,239,375 － － 6,239,375

自己株式

普通株式 4,552 － － 4,552

合計 4,552 － － 4,552

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

　　該当事項はありません。

３．配当に関する事項

　該当事項はありません。

（キャッシュ・フロー計算書関係）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

※現金及び現金同等物の期末残高と、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、貸借対照表に掲記さ

れている科目の金額との関係

（平成18年３月31日現在） （平成19年３月31日現在）

現金及び預金勘定 424,539千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △16,000

現金及び現金同等物の期末残高 408,539

現金及び預金勘定 353,227千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △8,000

現金及び現金同等物の期末残高 345,227
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（リース取引関係）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

　リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引

　リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引

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

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

科目
取得価額
相当額
（千円）

減価償却
累計額相
当額
（千円）

期末残高
相当額
（千円）

車両運搬具 2,169 1,807 361

工具器具及び
備品

170,080 118,400 51,679

機械及び装置 97,407 42,532 54,874

合計 269,656 162,740 106,915

科目
取得価額
相当額
（千円）

減価償却
累計額相
当額
（千円）

期末残高
相当額
（千円）

車両運搬具 5,460 582 4,878

工具器具及び
備品

83,465 65,802 17,663

機械及び装置 144,554 62,768 81,785

合計 233,480 129,153 104,327

２．未経過リース料期末残高相当額 ２．未経過リース料期末残高相当額

１年内 52,157千円

１年超 57,638

合計 109,796

１年内 41,648千円

１年超 65,153

合計 106,801

３．支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額 ３．支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

支払リース料 59,427千円

減価償却費相当額 55,228

支払利息相当額 3,098

支払リース料 58,505千円

減価償却費相当額 55,196

支払利息相当額 2,902

４．減価償却費相当額の算定方法 ４．減価償却費相当額の算定方法

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額

法によっております。

同左

５．利息相当額の算定方法 ５．利息相当額の算定方法

　リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額

を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息

法によっております。

同左
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（有価証券関係）

前事業年度（平成18年３月31日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

種類 取得原価（千円）
貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

貸借対照表計上額が取

得原価を超えるもの

株式 28,994 46,470 17,475

小計 28,994 46,470 17,475

貸借対照表計上額が取

得原価を超えないもの

株式 38,053 29,825 △8,227

小計 38,053 29,825 △8,227

合計 67,048 76,296 9,248

２．時価のない有価証券の内容

貸借対照表計上額（千円）

(1）関連会社株式

非上場株式 0

(2）その他有価証券

非上場株式 30,396

当事業年度（平成19年３月31日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

種類 取得原価（千円）
貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

貸借対照表計上額が取

得原価を超えるもの

株式 28,996 43,599 14,603

小計 28,996 43,599 14,603

貸借対照表計上額が取

得原価を超えないもの

株式 38,053 20,784 △17,268

小計 38,053 20,784 △17,268

合計 67,049 64,384 △2,664

２．時価のない有価証券の内容

貸借対照表計上額（千円）

(1）関連会社株式

非上場株式 0

(2）その他有価証券

非上場株式 6,711
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（デリバティブ取引関係）

前事業年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

　当社は、デリバティブ取引を全くおこなっておりませんので、該当事項はありません。

当事業年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

　当社は、デリバティブ取引を全くおこなっておりませんので、該当事項はありません。

（退職給付関係）

１．採用している退職給付制度の概要

　当社は、確定給付型の制度として、厚生年金基金制度、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

（単位：千円）

前事業年度

（平成18年３月31日現在）

当事業年度

（平成19年３月31日現在）

イ．退職給付債務 △61,422 △68,126

ロ．年金資産 36,592 37,938

ハ．未積立退職給付債務（イ＋ロ） △24,829 △30,188

ニ．前払年金費用 － －

ホ．退職給付引当金（ハ－ニ） △24,829 △30,188

　（注）１．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。

２．当社が加入している厚生年金基金（群馬県食品製造厚生年金基金）は総合設立型であり、自社の拠

出に対応する年金資産を合理的に計算することができないため、掛金拠出額を退職給付費用に計上

しております。なお、加入人数割合による年金資産の額は次のとおりであります。

前事業年度

（平成18年３月31日現在）

当事業年度

（平成19年３月31日現在）

       354,032千円 379,766千円

３．退職給付費用に関する事項

（単位：千円）

前事業年度

（自　平成17年４月１日

至　平成18年３月31日）

当事業年度

（自　平成18年４月１日

至　平成19年３月31日）

イ．勤務費用（注） 45,221 12,112

ロ．退職給付費用（イ） 45,221 12,112

　（注）　簡便法により計算された退職給付費用及び総合設立型厚生年金基金に対する掛金拠出額（従業員拠出

額を除く）を計上しております。
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（ストック・オプション等関係）

当事業年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

該当事項はありません。

（税効果会計関係）

１．繰延税金資産の発生の主な原因別内訳

前事業年度
（平成18年３月31日）

当事業年度
（平成19年３月31日）

繰延税金資産 （千円）

貸倒引当金繰入限度超過額 24,189

退職給付引当金損金不算入額 10,038

賞与引当金損金不算入額 5,904

会員権等評価損否認 10,331

関係会社株式評価損否認 16,624

繰越欠損金 367,763

減損損失 70,503

その他 5,296

繰延税金資産小計 510,652

評価性引当額 △510,652

繰延税金資産の純額 －

繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 △3,739

繰延税金資産 （千円）

貸倒引当金繰入限度超過額 18,997

退職給付引当金損金不算入額 12,205

賞与引当金損金不算入額 8,105

会員権等評価損否認 9,118

関係会社株式評価損否認 16,624

投資有価証券評価損否認 9,575

繰越欠損金 438,279

減損損失 53,646

その他 2,375

繰延税金資産小計 568,928

評価性引当額 △568,928

繰延税金資産の純額 －

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

なった主要な項目の内訳

　前事業年度（平成18年３月31日）

　　当事業年度においては、税引前当期純損失が計上されているため記載しておりません。

　当事業年度（平成19年３月31日）

　　当事業年度においては、税引前当期純損失が計上されているため記載しておりません。

（持分法損益等）

前事業年度（自平成17年４月１日　至平成18年３月31日）

関連会社に対する投資の金額（千円） 0

持分法を適用した場合の投資の金額（千円） －

持分法を適用した場合の投資損益の金額（千円） －

当事業年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

関連会社に対する投資の金額（千円） 0

持分法を適用した場合の投資の金額（千円） －

持分法を適用した場合の投資損益の金額（千円） －
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（関連当事者との取引）

前事業年度（自平成17年４月１日　至平成18年３月31日）

属性
会社等の名
称

住所
資本金又
は出資金
(千円)

事業の内
容又は職
業

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
（千円)

科目
期末残高
（千円)

役員の兼
任等
（人）

事業上の
関係

親会社

株式会社

ジャパン

フードシス

テム

神奈川県鎌

倉市
65,000 食品卸売

被所有

49.1
3

水産物加

工品の仕

入原料等

増資引受 176,000 － －

 水産物加

工品の販売
676,964 売掛金 42,945

 水産物加

工品の仕入
3,558,306

買掛金

未払金

未収入金

16,130

556

830

　（注）１．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．取引条件及び取引方針の決定方針等

引受価格については、当該新株発行を決議した取締役会前日を基準として、直近６ヶ月間（平成17年９月７

日から平成18年３月６日）に株式会社ジャスダック証券取引所が公開した当社普通株式の最終価格の平均値

を参考に決定しております。

水産物加工品の販売及び仕入については、市場価格を参考に決定しております。

当事業年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

属性
会社等の名
称

住所
資本金又
は出資金
(千円)

事業の内
容又は職
業

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
（千円)

科目
期末残高
（千円)

役員の兼
任等
（人）

事業上の
関係

親会社

株式会社

ジャパン

フードシス

テム

神奈川県鎌

倉市
65,000 食品卸売

被所有

49.1
3

水産物加

工品の仕

入原料等

水産物加工

品の販売
270,982 売掛金 61,546

水産物加工

品の仕入
2,276,681 買掛金 232,032

役員及びそ

の近親者
鶴留　洋一  － － 

当社常務

取締役

（㈱オー

ワン）代

表取締役

社長

なし  －  －

㈱オーワン

に対する水

産物加工品

の販売

69,499 売掛金 2,501

㈱オーワン

からの水産

物加工品の

仕入

506,994 買掛金 11,157

親会社の子

会社

㈱華南水産
神奈川県鎌

倉市
10,000

水産物販

売
なし 2

水産物加

工品の仕

入原料等

水産物加工

品の仕入 
675,500 買掛金 125,475

YAMATO 

FOODS 

CO.,LTD. 

Khanh Hoa 

Vietnam 
450

水産物加

工品の製

造、販売

なし 5

水産物加

工品の製

造委託

水産物加工

品原料の有

償支給

142,773 未収入金 142,773

　（注）１．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．取引条件及び取引方針の決定方針等

水産物加工品の販売及び仕入については、市場価格を参考に決定しております。また、原料の有償支給につ

いては、価格その他の取引条件は市況を勘案し、当社と関連しない他のものと同様の条件によっております。

３．鶴留洋一が第三者（㈱オーワン）の代表者としておこなった取引であり、価格等は一般取引条件によってお

ります。
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（企業結合等関係）

当事業年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

該当事項はありません。

（１株当たり情報）

前事業年度 当事業年度

１株当たり純資産額  173円70銭

１株当たり当期純損失   19円20銭

１株当たり純資産額 144円38銭

１株当たり当期純損失   28円02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、１株当たり当期純損失が計上されており、また、潜

在株式が存在しないため記載しておりません。

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、１株当たり当期純損失が計上されており、また、潜

在株式が存在しないため記載しておりません。

　（注）　１株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

前事業年度 当事業年度

当期純損失（千円） 104,751 174,640

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る当期純損失（千円） 104,751 174,640

期中平均株式数（株） 5,455,435 6,234,823

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。
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５．その他
(1）役員の異動

該当事項はありません。

(2）生産、受注及び販売の状況

①生産実績

 （単位：千円）

区分

第23期
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

第24期
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

増減

金額 構成比(％) 金額 構成比(％) 金額 増減率(％)

まぐろ加工品 7,264,312 90.6 6,749,737 91.3 △514,574 △7.1

その他加工品 748,892 9.4 644,985 8.7 △103,907 △13.9

合計 8,013,205 100.0 7,394,723 100.0 △618,482 △7.7

（注）１．上記の金額は、販売価格（出荷価格）により記載しております。

２．上記金額には、消費税等は含まれておりません。

②商品仕入実績

 （単位：千円）

区分

第23期
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

第24期
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

増減

金額 構成比(％) 金額 構成比(％) 金額 増減率(％)

すし種 1,865,481 100.0 2,009,964 100.0 144,483 7.8

（注）１．上記の金額は、仕入価格により記載しております。

２．上記金額には、消費税等は含まれておりません。

③受注状況

　当社は、販売計画に基づき見込み生産をおこなっているため、該当事項はありません。

④販売実績

 （単位：千円）

区分

第23期
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

第24期
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日） 増減金額

金額 構成比 金額 構成比

水産物
加工品

まぐろ
加工品

％
『ねぎとろ』ほか 3,166,186 31.8 3,312,620 35.0 146,434
『まぐろ切り落とし』
ほか 3,893,926 39.1 3,351,023 35.4 △542,903

その他加工品 887,135 8.9 636,758 6.7 △250,376

小計 7,947,248 79.7 7,300,402 77.1 △646,845

すし種 2,018,904 20.3 2,166,603 22.9 147,698

合計 9,966,153 100.0 9,467,006 100.0 △499,146

（注）１．上記金額には、消費税等は含まれておりません。

２．当社製造の製品名を『　』にて表示しております。
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