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代 表 者(役職名) 
代表取締役社長兼 
代表執行役員 

(氏名) 吉松 明文 

問 合 せ 先 責 任 者(役職名) 
専務取締役兼上席 
執行役員管理部長 

(氏名) 湯原 善衛 TEL (0568)77－7316     

定時株主総会開催予定日 平成19年６月28日 配当支払開始予定日 平成19年６月29日
有価証券報告書提出予定日 平成19年６月29日   
  (百万円未満切捨て)
1. 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 7,071 （  6.4） 1,553 （△19.8） 1,596 （△18.2） 1,010 (△15.9）

18年３月期 6,646 （  1.9） 1,936 （  12.7） 1,952 （  12.7） 1,201 （  23.3）
 

 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 154 57 － － 7.8 10.9 22.0 

18年３月期 182 69 － － 10.4 14.7 29.2 

 (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 15,240 13,656 89.6 2,020 22 

18年３月期 14,157 12,106 85.5 1,856 04 
 
 (参考) 自己資本   19年３月期     13,656百万円   18年３月期      － 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 1,017 △1,289 519 5,281 

18年３月期 1,195 △364 △184 5,032 

2. 配 当 の 状 況 
 １株当たり配当金 

(基準日) 中間期末 期  末 年  間 
配当金総額 
(年間) 

配当性向 純資産 
配当率 

円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％ 

  18年３月期 － － 33 00 33 00 215 18.1 1.9 

  19年３月期 15 00 16 00 31 00 205 20.1 1.6 

   20年３月期 
(予想) 

 
15 
 

 
00 
 

 
16 
 

 
00 
 

 
31 
 

 
00 
 

 33.9  

（注）18年3月期期末配当金の内訳  普通配当金 20円  特別配当金  13円 
      19年3月期期末配当金の内訳  普通配当金 20円  特別配当金  11円 
3. 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 3,566 (  1.1) 619 （△19.2) 720 （△8.6) 417 （△20.3) 56 08 

通  期 7,100 (  0.4) 1,200 （△22.8) 1,308 （△18.1) 741 （△26.7) ※  91 35 
 

（財）財務会計基準機構会員 
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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、15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 6,760,000株 18年３月期 6,760,000株 
② 期末自己株式数               19年３月期     36株 18年３月期   243,436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、25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 
    本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び

合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異な
る可能性があります。 

なお、業績予想の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、株主割当による
株式数の増加を見込んで算出しております。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあ
たっての注意事項等については、３ペ－ジ「１．経営成績（１）経営成績に関する分析」をご覧く
ださい。 
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１ 経営成績 

(1) 経営成績に関する分析 

① 当事業年度の経営成績 
    当事業年度におけるわが国の経済は、輸出の増加や企業収益が高水準で推移し、設備投資の増

加や雇用情勢改善の兆しがみられ、一方では企業間の経営統合が一段と進むなかで推移いたしま
した。 

当食品業界におきましても、鳥インフルエンザの国内外における再発や原料や製品の製造管理
や品質管理の問題があらためて問われるなか、より一層の安心、安全の品質管理が求められる状
況で推移いたしました。 
このような状況のもとで、当社といたしましては、第三工場第一期工事の最新包装設備及び大

容量倉庫を竣工、稼働させ、高次元の製品安全性確保と生産効率化に取り組んでまいりました。 
また、茶エキスの集大成とも呼ぶべき極限まで高い味・香りを追求した製品及びその技術を応

用した植物エキスの開発に邁進してまいりました。 
この結果、茶エキスにつきましては、緑茶エキス類が大幅に増加し、麦茶エキス・玄米茶エキ

スが順調に推移したため、売上高は 4,009百万円（対前年同期比 10.7％増）となりました。 
粉末天然調味料につきましては、粉末鰹節エキス類が順調に推移したものの、粉末昆布エキ

ス・粉末椎茸エキスが減少し、売上高は 1,968百万円（同 0.1％減）となりました。 
液体天然調味料につきましては、鰹節エキス類は順調に推移したものの、昆布エキス類・椎茸

エキス類が減少し、売上高は 935百万円（同 3.3％減）となりました。 
粉末酒につきましては、ワインタイプが大幅に増加したため、売上高は 149百万円（同 82.5％

増）となりました。 
以上の結果、当事業年度における売上高は 7,071百万円（同 6.4％増）となりました。 
損益面につきましては、売上高は増加したものの、原材料・電力費及び燃料費等のコスト増加

及び第三工場の稼働による減価償却費の増加による製造コストの上昇などにより、経常利益は 
1,596百万円（同 18.2％減）、当期純利益は投資有価証券売却益があったものの、減損損失の計
上により 1,010百万円（同 15.9％減）となりました。 

 
② 次期の見通し 

今後の経済の見通しといたしましては、国際情勢や原油価格の動向に引き続き留意する必要が
あるものの、企業業績の堅調さから景気は緩やかな回復を続けていくと思われます。 
当食品業界におきましても、少子高齢化、人口減社会の到来などが懸念される中、コンプライ

アンスの徹底や法改正への対応をはじめ、これまで以上に安全・安心に対する信頼性が問われて
いくものと考えております。 
そのような状況下、当社といたしましては、さらなる品質向上、コスト低減など生産体制の効

率化に取り組むとともに、長年培ってまいりました茶エキスの製造ノウハウを活かした新規商品
カテゴリーといたしまして、「フレッシュ野菜パウダー」の研究・開発を進めてまいります。ま
た、積極的な組織営業を展開し、食文化の向上を目指した魅力的な提案を続けてまいる所存でご
ざいます。 
このような見通しのもと、当社の通期業績予想につきましては、売上高 7,100百万円（前期比 

0.4％増）､営業利益 1.200百万円(同 22.8％減)、経常利益 1,308百万円(同 18.1％減)、当期純
利益 741百万円(同 26.7％減)の増収減益を見込んでおります。 

 

(2) 財政状態に関する分析 

① 資産、負債及び純資産の状況 
当事業年度末における流動資産は、現金・預金、売掛金の増加により 8,250百万円となり前事

業年度末より 526百万円の増加となりました。 
現・預金は、営業活動によるキャッシュ・フロ－で 1,017百万円の増加、投資活動によるキャ

ッシュ・フロ－で 1,289百万円の減少、財務活動によるキャッシュ･フロ－で 519百万円の増加と
なった結果、前事業年度末より 248百万円増加しております。 
売上債権は、主力製品である茶エキスの売上の増加により、当事業年度末残高は前事業年度末

より 146百万円増加しており、たな卸資産も前事業年度末より 154百万円増加しております。 
固定資産は、減価償却により 420百万円の減少があったものの、投資有価証券の評価益増によ

り 489百万円の増加となった結果、当事業年度末残高は 6,989百万円となり、前事業年度末より 
556百万円増加しております。 
以上の結果、当事業年度末における総資産は､前事業年度末より 1,083百万円増加して 15,240

百万円となりました。 
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当事業年度末における負債の合計は、仕入債務などの増加があったものの、設備購入支払手形、
繰延税金負債の減少により 1,584百万円となり前事業年度末より 466百万円の減少となりました。 
当事業年度末における純資産の合計は、当期純利益 1,010百万円の計上などにより 13,656百万

円となりました。 
この結果、1株当たり純資産は、前事業年度末の 1,856円04銭から 2,020円22銭となり 164円18

銭増加しております。 
 ② キャッシュ・フローの状況 

当事業年度末における現金及び現金同等物（以下｢資金｣という｡）は、前事業年度末より 248百
万円増加し、当事業年度末には 5,281百万円（対前年同期比 4.9％増）となりました。 
また、当事業年度における各キャッシュ・フロ－は、次のとおりであります。 

   （営業活動によるキャッシュ・フロー） 
当事業年度において､営業活動の結果得られた資金は 1,017百万円(対前年同期比 14.9％減)

となりました。 
これは主に、税引前当期純利益によるものでありますが、前事業年度末より獲得した資金が

減少した理由は、税引前当期純利益の減少によるものであります。 
（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当事業年度において、投資活動の結果使用した資金は 1,289百万円(同 253.7％増)となりま
した。 

これは主に、有形固定資産の取得による支出によるものでありますが、前事業年度末より使
用した資金が増加した理由は、有形固定資産の取得による支出及び投資有価証券の取得による
支出の増加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､財務活動の結果獲得した資金は 519百万円(前事業年度は 184百万円の

資金使用)となりました。 
これは主に、配当金の支払による支出によるものでありますが、前事業年度より獲得した資

金が増加した理由は、自己株式の売却による収入の増加によるものであります。 

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 
 

 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(％) 88.1 89.5 89.7 85.5 89.6 

時価ベースの自己資本比率(％) 50.3 66.3 142.8 135.8 150.8 

自己資本比率：自己資本／総資産 
時価ベ－スの自己資本比率：株式時価総額／総資産 
(注)1.各数値は、財務数値により算出しております。 

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

 

(3) 利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

当社は、株主の皆様に対する積極的な利益還元を経営の最重要政策のひとつとして位置づけてお
り、配当性向や業績の推移、企業体質の強化、経済情勢などを総合的に勘案し、安定的な配当を継
続して実施することを基本方針としており、配当性向20％以上を目標にしております。 

   内部留保につきましては、生産設備の改善･増強、新製品･新技術の開発や新工場（第三工場）の
抽出･乾燥設備の建設･稼働に対して有効投資を行い、健全な経営の継続と安定的な業績の拡大を図
る所存であります。 

(4) 事業等のリスク 

  ①食品の安全性について 
近年、食品業界におきましては、野菜の残留農薬問題、牛肉等の産地偽装問題が発生しておりま

す。当社では、各原材料メーカーから、「食品衛生法」、「農林物資の規格化及び品質表示の適正
化に関する法律」、「不当景品類及び不当表示防止法(通称、景品表示法)」等の関連諸法規に違反
しないことを保証する書面を受領する等、品質管理については万全な体制で臨んでおりますが、今
後も当社固有の品質問題のみならず、社会全般にわたる一般的な品質問題等が発生した場合、当社
の業績に影響を与える可能性があります。 

  ②法的規制について 
当社は、茶エキス･調味料及び粉末酒の製造販売を主力業務としているため、「食品衛生法」、
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「製造物責任法」､「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(通称、容器包装
リサイクル法）」及び「酒税法」による規制を受けております。食品衛生法におきましては、食
品・食品添加物の規格基準(表示・使用基準等)が定められており、また、容器包装リサイクル法に
おきましては、再商品化の義務履行が定められております。さらに、酒税法におきましては、粉末
酒の製造、販売の法的規制が定められております。 
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２ 企業集団の状況 

(1) 企業集団の状況 
当社の企業集団(当社及び当社の関係会社)は、当社及びその他の関係会社２社で構成され、茶エ

キス・天然調味料及び粉末酒の製造販売を行っております。 
企業集団についての事業系統図は、次のとおりであります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

なお、当社のその他の関係会社である㈱T･ZONEｷｬﾋﾟﾀﾙ及び㈱T･ZONEﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽとは、 
資本関係のみで取引は行っておりません。 

 
 

３ 経営方針 

(1) 経営の基本方針  
当社の経営理念は、「常に可能性を信じ、明日の食文化向上をめざして、独創的な物づくりに努

める」ことを基本としております。 
この経営理念のもと、技術立社を基本とする高度な開発技術及び生産技術を確立し、顧客満足度

及び付加価値の高い製品を市場に提供する事で社会に貢献し、社会との共生を図ってまいります。 
 
(2)  目標とする経営指標 

当社は、毎期、安定的な利益を継続的に確保すると同時に、株主利益の重視と経営の効率化の視
点からROE（自己資本利益率）並びに、ROA（総資本利益率）を重要な経営指標とし、現在の水準
（当期ROE 7.8％、ROA 6.9％）からのさらなる向上を目指してまいります。  

 
(3)  中長期的な会社の経営戦略  

当社は、差別化された製品開発と既存製品の改良をさらに深化させ、業績を安定的に成長させる
ことを目指してまいります。 

また、「天然風味の粉末化」の基礎となる独自の製造技術や装置開発技術を製品化技術と融合さ
せ、茶エキス、天然粉末和風だし類、粉末酒やその技術を応用した新製品の開発など製品の高付加
価値化に経営資源を集中してまいる所存であります。 
 

(4)  会社の対処すべき課題 
当社の対処すべき当面の課題といたしましては、茶エキス、天然粉末和風だし類、粉末酒などの

製品開発と市場への投入、さらに喫緊の課題である製品の安全・安心を長期間にわたって確実にす
ることであります。 

これらの課題に対し、第三工場での抽出･乾燥設備の建設･稼働、製造設備･生産体制の増強、技術
開発体制の強化、顧客満足度を高める営業体制の充実などに向け諸施策等を着実に推進する所存で
あります。これらの課題を継続して確実にクリアすることにより、経営基盤の強化・安定を図り、
企業価値の向上に努め、皆様の期待にお応えできるような高収益企業を目指してまいります。 

 
 

資本関係 

得意先 

持株会社 

（その他の関係会社の親会社） 
㈱Ｔ・ＺＯＮＥホールディングス 

当社 

資本関係 

茶エキス・天然調味料及び粉末酒の製造販売 

投資及び金融業 

（その他の関係会社） 
㈱Ｔ・ＺＯＮＥキャピタル 
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佐藤食品工業㈱(2814) 平成19年３月期決算短信(非連結) 

(5)  内部管理体制の整備・運用状況 
① 内部牽制組織、組織上の業務部門及び管理部門の配置状況、社内規程の整備状況その他内部管
理体制の整備の状況 
当社では、業務全般を管理するための諸規程が整備され、社長直轄の内部監査室及び管理部を

はじめとした各部門が、その諸規程によって定められた責任と権限のもとで業務を遂行しており
ます。その管理状況については、内部監査計画に基づいて、内部監査室により各部門の内部統制
をはじめとした業務監査を実施しております。 
当社の内部統制に関する管理体制及び牽制機能は以下のとおりであります。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②  内部管理体制の充実に向けた取組みの最近１年間における実施状況 
最近１年間における具体的な取組み状況は、以下のとおりであります。 
内部監査室は平成１８年度内部監査計画書に基づき、総務・経理の重要資料を閲覧・確認し業

務処理の適正性・効率性をチェックし、業務改善につながる内部監査を実施し、監査結果を内部
監査報告書に記し社長に提出いたしました。 
また、ＩＳＯ９００１・２０００に基づき、ＩＳＯ内部監査員も各部門の持つリスク及び業務

の内容を全部門に亘って監査し、監査結果を監査報告書に記し社長に報告いたしました。 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

管理部長 

現業部門 

（経理・総務担当）

（情報開示担当役員） 

社  長 

監 査 

（改善指示） 

報 告 

内部牽制 

予算統制･適時開示 
会計･財務全般 

経  理 

法務統制･適時開示 
労務管理 

総  務 

（内部監査） 

内部監査室 
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佐藤食品工業㈱(2814) 平成19年３月期決算短信(非連結) 

４ 財務諸表 

（１）貸借対照表                             （千円未満切捨）      

  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) 比較増減 

区分 注記 
番号 

金額(千円) 構成比 
(％) 

金額(千円) 構成比 
(％) 

金額(千円) 

(資産の部)         

Ⅰ 流動資産         

１ 現金及び預金   5,032,943   5,281,831   248,887 

２ 受取手形 ※４  149,921   203,182  53,260 

３ 売掛金   1,354,758   1,500,768  146,010 

４ 製品   441,133   529,246  88,112 

５ 原材料   164,216   175,427  11,210 

６ 仕掛品   361,094   412,524  51,429 

７ 貯蔵品   30,639   34,110  3,471 

８ 前払費用   108,614   －  △108,614 

９ 繰延税金資産   77,589   77,648  58 

10 未収消費税等   －   32,425  32,425 

11 その他   3,999   4,502  503 

貸倒引当金   △   450   △   680  △   230 

流動資産合計   7,724,461 54.6  8,250,986 54.1 526,525 

Ⅱ 固定資産         

１ 有形固定資産         

(1) 建物  2,035,533   2,670,172    

減価償却累計額  △  958,520 1,077,013  △1,033,697 1,636,475  559,462 

(2) 構築物  171,836   303,274    

減価償却累計額  △  124,621 47,215  △  143,371 159,902  112,686 

(3) 機械及び装置  4,850,834   5,341,668    

減価償却累計額 △3,927,221 923,612  △4,082,855 1,258,812  335,199 

(4) 車両及び運搬具  40,441   52,536    

減価償却累計額  △   34,030 6,410  △   40,305 12,231  5,820 

(5) 工具器具及び備品  177,557   188,468    

減価償却累計額  △  112,847 64,710  △  121,331 67,136  2,426 

(6) 土地   2,382,567   2,428,242  45,675 

(7) 建設仮勘定   1,027,606   1,291  △1,026,314 

有形固定資産合計   5,529,136 39.0  5,564,092 36.5 34,955 

２ 無形固定資産         

(1) 借地権   8,161   8,161  － 

(2) ソフトウェア   1,444   2,052  608 

(3) 電話加入権   1,231   1,231  － 

(4) その他   676   3,019  2,343 

無形固定資産合計   11,514 0.1  14,465 0.1 2,951 

３ 投資その他の資産         

(1) 投資有価証券   870,677   1,359,780  489,103 

(2) 従業員長期貸付金   3,000   －  △3,000 

(3) 破産債権・更生債権   1,108   1,182  73 

(4) 長期前払費用   4,222   6,812  2,589 

(6) その他   14,305   44,597  30,291 

貸倒引当金   △    1,108   △    1,182  △    73 

投資その他の資産合計    892,205 6.3   1,411,190 9.3  518,985 

固定資産合計   6,432,856 45.4  6,989,748 45.9 556,892 

資産合計   14,157,317 100.0  15,240,735 100.0 1,083,417 
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佐藤食品工業㈱(2814) 平成19年３月期決算短信(非連結) 

（千円未満切捨）

   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) 

比較増減 

区分 注記 
番号 

金額(千円) 構成比 
(％) 

金額(千円) 構成比 
(％) 

金額(千円) 

(負債の部)         

Ⅰ 流動負債         

１ 支払手形 ※４  200,536   245,263  44,727 

２ 買掛金   388,382   442,084  53,701 

３ 未払金    80,052   99,684  19,632 

４ 未払費用   78,134   84,818  6,683 

５ 未払法人税等   449,756   332,780  △116,975 

６ 未払消費税等   19,065   －  △19,065 

７ 前受金   94   －  △94 

８ 預り金   11,659   20,434  8,775 

９ 賞与引当金   100,000   108,000  8,000 

10 設備購入支払手形   459,587   31,566  △428,021 

流動負債合計   1,787,268 12.6  1,364,632 9.0 △422,635 

Ⅱ 固定負債         

１ 繰延税金負債   120,442   81,250  △39,191 

２ 役員退職慰労引当金   143,300   138,230  △5,070 

固定負債合計   263,742 1.9  219,480 1.4 △44,261 

負債合計   2,051,010 14.5  1,584,113 10.4 △466,897 

(資本の部)         

Ⅰ 資本金 ※１  1,000,000 7.1  － － － 

Ⅱ 資本剰余金         

１ 資本準備金  1,262,000   －    

２ その他資本剰余金         

（1）自己株式処分差益  522   －    

資本剰余金合計   1,262,522 8.9  － － － 

Ⅲ 利益剰余金         

１ 利益準備金  153,500   －    

２ 任意積立金         

（1）役員退職積立金  240,000   －    

（2）別途積立金  8,230,000   －    

３ 当期未処分利益  1,339,286   －    

利益剰余金合計   9,962,786 70.4  － － － 

Ⅳ その他有価証券評価差額金   201,616 1.4  － － － 

Ⅴ 自己株式 ※２  △320,618 △2.3  － － － 

資本合計   12,106,307 85.5  － － － 

負債資本合計   14,157,317 100.0  － － － 
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佐藤食品工業㈱(2814) 平成19年３月期決算短信(非連結) 

（千円未満切捨） 

  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) 

比較増減 

区分 注記 
番号 

金額(千円) 構成比 
(％) 

金額(千円) 構成比 
(％) 

金額(千円) 

(純資産の部)         

Ⅰ 株主資本         

１ 資本金   － －  1,000,000 6.6 － 

２ 資本剰余金         

(1) 資本準備金  －   1,262,000    

(2) その他資本剰余金  －    512,421    

資本剰余金合計   － －  1,774,421 11.6 － 

３ 利益剰余金         

(1) 利益準備金  －   153,500    

(2) その他利益剰余金         

役員退職積立金  －   240,000    

別途積立金  －   9,230,000    

繰越利益剰余金  －   1,025,600    

利益剰余金合計   － －  10,649,100 69.9 － 

４ 自己株式   － －  △47 △0.0 － 

株主資本合計   － －  13,423,473 88.1 － 

Ⅱ 評価・換算差額等         

その他有価証券評価差額金   － －  233,147  － 

評価・換算差額等合計   － －  233,147 1.5 － 

純資産合計   － －  13,656,621 89.6 － 

負債純資産合計   － －  15,240,735 100.0 － 
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佐藤食品工業㈱(2814) 平成19年３月期決算短信(非連結) 

(2) 損益計算書                             （千円未満切捨） 

  
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) 

比較増減 

区分 注記 
番号 金額(千円) 百分比 

(％) 金額(千円) 百分比 
(％) 金額(千円) 

Ⅰ 売上高   6,646,352 100.0  7,071,314 100.0 424,961 

Ⅱ 売上原価         

１ 製品期首たな卸高  379,548   441,133    

２ 当期製品製造原価  4,191,312   4,902,452    

３ 酒税  13,236   23,403    

合計  4,584,096   5,366,989    

４ 製品他他勘定振替高  5,711   6,711    

５ 製品期末たな卸高  441,133 4,137,250 62.2 529,246 4,831,032 68.3 693,781 

売上総利益   2,509,101 37.8  2,240,282 31.7 △268,819 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１        

１ 荷造・運搬費  81,687   87,599    

２ 広告宣伝費  9,351   12,100    

３ 貸倒引当金繰入額  1,181   303    

４ 役員報酬  93,120   92,100    

５ 給与手当  107,588   115,947    

６ 賞与引当金繰入額  16,588   16,964    

７ 退職給付費用  △10,720   6,941    

８ 役員退職慰労引当金 
繰入額 

 9,402   9,660    

９ 賃借料  16,878   16,839    

10 減価償却費  11,949   18,349    

11 事業税   17,215   18,205    

12 支払手数料  －   35,794    

13 試験研究費  107,367   157,362    

14 その他  111,225 572,837 8.6 98,680 686,849 9.7 114,012 

営業利益   1,936,264 29.2  1,553,432 22.0 △382,832 

Ⅳ 営業外収益         

１ 受取利息  43   2,613    

２ 有価証券利息  －   3,628    

３ 受取配当金  12,316   19,935    

４ 受取賃貸料  －   10,360    

５ その他の営業外収益  3,578 15,937 0.2 12,909 49,446 0.7 33,508 

Ⅴ 営業外費用         

１ 投資有価証券評価損  －   5,507    

２ 自己株式購入手数料  6   －    

３ その他の営業外費用  3 9 0.0 652 6,159 0.1 6,149 

経常利益   1,952,192 29.4  1,596,718 22.6 △355,474 
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佐藤食品工業㈱(2814) 平成19年３月期決算短信(非連結) 

                                                                                 （千円未満切捨） 

  
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) 

比較増減 

区分 注記 
番号 金額(千円) 百分比 

(％) 金額(千円) 百分比 
(％) 金額(千円) 

Ⅵ 特別利益         

１ 固定資産売却益 ※２ 683   －    

２ 投資有価証券運用益  160,584   －    

２ 投資有価証券売却益  －   132,031    

３ その他特別利益  － 161,268 2.4 3,582 135,613 1.9 △25,654 

Ⅶ 特別損失         

１ 固定資産売却・除却損 ※３ 2,432   3,134    

２ 減損損失 ※４ 7,111 9,543 0.1 47,592 50,727 0.7 41,183 

税引前当期純利益   2,103,917 31.7  1,681,605 23.8 △422,312 

法人税、住民税 
及び事業税  817,000   732,000    

法人税等調整額  84,958 901,958 13.6 △60,801 671,198 9.5 △230,760 

当期純利益   1,201,958 18.1  1,010,406 14.3 △191,551 

前期繰越利益   137,328      

当期未処分利益   1,339,286      
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佐藤食品工業㈱(2814) 平成19年３月期決算短信(非連結) 

(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)                   （千円未満切捨）  

株主資本 

資本剰余金  
資本金 

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計 

平成18年３月31日残高(千円) 1,000,000 1,262,000 522 1,262,522 

事業年度中の変動額     

 利益処分による利益配当     

 剰余金の配当     

利益処分による役員賞与     

 当期純利益     

別途積立金の積立     

自己株式の取得     

 自己株式の処分   511,898 511,898 

 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(千円) － － 511,898 511,898 

平成19年３月31日残高(千円) 1,000,000 1,262,000 512,421 1,774,421 
 

株主資本 

利益剰余金 

その他利益剰余金 
 

利益準備金 
役員退職積立金 別途積立金 繰越利益剰余金 

利益剰余金合計 
自己株式 株主資本合計 

平成18年３月31日残高(千円) 153,500 240,000 8,230,000 1,339,286 9,962,786 △320,618 11,904,690 

事業年度中の変動額        

 利益処分による利益配当    △215,046 △215,046  △215,046 

 剰余金の配当    △97,746 △97,746  △97,746 

  利益処分による役員賞与    △11,300 △11,300  △11,300 

 当期純利益    1,010,406 1,010,406  1,010,406 

 別途積立金の積立   1,000,000 △1,000,000 －  － 

自己株式の取得      △300 △300 

自己株式の処分      320,871 832,770 

 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(千円) － － 1,000,000 △313,686 686,313 320,571 1,518,783 

平成19年３月31日残高(千円) 153,500 240,000 9,230,000 1,025,600 10,649,100 △47 13,423,473 
 

評価・換算差額等 
 その他有価証券

評価差額金 
評価・換算 
差額等合計 

純資産合計 

平成18年３月31日残高(千円) 201,616 201,616 12,106,307 

事業年度中の変動額    

 利益処分による利益配当   △215,046 

 剰余金の配当   △97,746 

利益処分による役員賞与   △11,300 

 当期純利益   1,010,406 

 別途積立金の積立   － 

自己株式の取得   △300 

自己株式の処分   832,770 

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額(純額) 31,531 31,531 31,531 

事業年度中の変動額合計(千円) 31,531 31,531 1,550,314 

平成19年３月31日残高(千円) 233,147 233,147 13,656,621 
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佐藤食品工業㈱(2814) 平成19年３月期決算短信(非連結) 

(4) キャッシュ・フロー計算書                                                 （千円未満切捨） 

  
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) 

比較増減 

区分 注記 
番号 

金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

Ⅰ  営業活動によるキャッシュ・フロー     

税引前当期純利益  2,103,917 1,681,605 △422,312 

減価償却費計上額  267,578 420,390 152,812 

減損損失  7,111 47,592 40,481 

貸倒引当金の増加額（△減少額）  1,178 303 △874 

賞与引当金の増加額（△減少額）  4,000 8,000 4,000 

役員退職慰労引当金の増加額（△減少額）  9,402 △5,070 △14,472 

受取利息及び受取配当金  △12,359 △26,176 △13,817 

有形固定資産売却益  △683 － 683 

有形固定資産除却損  2,432 3,134 702 

投資有価証券運用益  △160,584 － 160,584 

投資有価証券売却益  － △132,031 △132,031 

投資有価証券評価損  － 5,507 5,507 

売上債権の減少額（△増加額）  △211,920 △199,270 12,649 

たな卸資産の減少額（△増加額）  △84,698 △154,223 △69,525 

未収消費税等の減少額（△増加額）  － △32,425 △32,425 

流動資産その他の減少額（△増加額）  △107,652 108,111 215,763 

仕入債務の増加額（△減少額）  167,659 98,429 △69,230 

未払金の増加額（△減少額）  4,901 31,838 26,937 

未払費用の増加額（△減少額）  11,406 6,683 △4,722 

未払消費税等の増加額（△減少額）  △28,497 △19,065 9,432 

流動負債その他の増加額（△減少額）  1,821 9,671 7,849 

役員賞与の支払額  △10,290 △11,300 △1,010 

その他  － 16 16 

小計  1,964,722 1,841,721 △123,000 

受取利息及び配当金の受取額  12,359 26,176 13,817 

法人税等の支払額  △781,479 △849,965 △68,486 

営業活動によるキャッシュ・フロー  1,195,602 1,017,932 △177,669 

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  △689,541 △945,660 △256,118 

有形固定資産の売却による収入  800 － △800 

無形固定資産の取得による支出  － △3,896 △3,896 

投資有価証券の取得による支出  △7,956 △526,090 △518,133 

投資有価証券の売却による収入  332,728 215,495 △117,232 

その他  △446 △28,873 △28,427 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △364,416 △1,289,025 △924,608 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー     

自己株式の取得による支出  △8,692 △300 8,392 

自己株式の売却による収入  － 832,770 832,770 

配当金の支払額  △175,976 △312,489 △136,513 

財務活動によるキャッシュ・フロー  △184,669 519,980 704,649 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額（△減少額）  646,516 248,887 △397,628 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  4,386,426 5,032,943 646,516 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高  5,032,943 5,281,831 248,887 
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佐藤食品工業㈱(2814) 平成19年３月期決算短信(非連結) 

(5)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 

その他有価証券 
 ① 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 時価のないもの 
   移動平均法に基づく原価法 

その他有価証券 
 ① 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) 

 ② 時価のないもの 
同左 

２ デリバティブ取引  ─────────   時価法 
３ 引当金の計上基準 (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(簡便法)に基
づき、計上しております。 

(3) 退職給付引当金 
───────── 

   なお、上記項目以外は、最近の有価証券報告書（平成18年６月30日提出）における記載から重要な変更がな
いため開示を省略しております。 

 
 (6)重要な会計方針の変更 

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が7,111千円減少して

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。 
なお、従来の「資本の部」の合計に相当する金額は

13,656,621千円であります。 

財務諸表等規則の改正により、当事業年度における
財務諸表は、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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佐藤食品工業㈱(2814) 平成19年３月期決算短信(非連結) 

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) 

 ───────────── 
 

 

 

 

(損益計算書) 

前事業年度において「支払手数料」は、販売費及び
一般管理費の「その他」に含めて表示しておりました
が、販売費及び一般管理費の合計額の100分の5を超え

たため当事業年度より区分掲記することとしました。 
なお、前事業年度における「支払手数料」の金額は

23,682千円であります。 

前事業年度まで営業外費用に区分掲記しておりまし
た「自己株式購入手数料」（当事業年度3千円）は営
業外費用の合計額の100分の10以下となったため、当

事業年度より「その他の営業外費用」に含めて表示し
ております。 
 

 

追加情報 

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) 

 ───────────── 
 

 

 
 

 

 

 

 

(適格退職年金制度から確定拠出年金制度への移行) 
当社は、平成18年10月１日付で適格退職年金制度の

全部について確定拠出年金制度へ移行し、「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）を適用しております。 

なお、当事業年度に与える本移行に伴う影響額は軽
微であります。 
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佐藤食品工業㈱(2814) 平成19年３月期決算短信(非連結) 

(7)財務諸表に関する注記事項 

(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 会社が発行する株式 普通株式 27,000,000株

   発行済株式総数 普通株式 6,760,000株
 
※２ 自己株式 
   当社が保有する自己株式の数は、普通株式

243,436株であります。 

※３ 配当制限 
   有価証券の時価評価により、純資産額が201,616 

千円増加しております。 

   なお、当該金額は商法施行規則第124条第３号の
規定により、配当に充当することが制限されており
ます。 

※４      ───────────── 

※１      ───────────── 

 
※２      ───────────── 
 

 
※３      ───────────── 
 

 
 
 

 
※４ 期末日満期手形の会計処理については、手形交換

日をもって決済処理しております。 
なお、当期末日が金融機関の休日であったため、

次の期末日満期手形が、期末残高に含まれておりま
す。 

               受取手形 63,797千円 

               支払手形 75,198千円 
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佐藤食品工業㈱(2814) 平成19年３月期決算短信(非連結) 

(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 一般管理費及び当期製造費用に含まれている 

研究開発費 107,367千円
※２ 固定資産売却益の内訳 

土地 683千円
 

※１ 一般管理費及び当期製造費用に含まれている 

研究開発費 157,362千円
※２         ───────────── 
 

※３ 固定資産売却・除却損の内訳 
(除却損) 

機械及び装置 1,841千円

工具器具及び備品 590千円

計 2,432千円
 

※３ 固定資産売却・除却損の内訳 
(除却損) 

機械及び装置 2,460千円

工具器具及び備品 673千円

計 3,134千円
 

※４ 減損損失 
  当社は以下の資産について減損損失を計上しており

ます。 
 

 場所 用途 種類  

 北海道 

茅部郡森町 
遊休資産 土地 

 

 

  当社は会社全体を一つのキャッシュ・フロー生成単
位とし、将来の使用が見込まれていない遊休資産につ
いては個々の物件単位でグルーピングしております。

遊休土地については、将来の使用が見込まれず、時価
も著しく下落しているため、帳簿価額を回収可能額ま
で減額し、当該減少額を減損損失（7,111千円）とし

て特別損失に計上しております。 
  なお、遊休土地の回収可能額は正味売却価額により
測定し、固定資産税評価額に合理的な調整を行って算

出しております。 

※４ 減損損失 
  当社は以下の資産について減損損失を計上しており

ます。 
  

 用途 種類 場所  

 遊休設備 建物 

機械及び装置 
愛知県小牧市 

 

 
  当社は会社全体を一つのキャッシュフロー生成単位
とし、将来の使用が見込まれていない遊休資産につい
ては個々の物件単位でグルーピングしております。 
当事業年度において、第三工場が稼働したことによ

り遊休となった設備については、帳簿価額を回収可能
額まで減額し、当該減少額を減損損失（47,592千円）
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 43,096千円、機械及び装

置 4,496千円であります。 
  なお、遊休設備の回収可能額は正味売却価額により
測定しておりますが、売却可能性が見込めないため零
円としております。 
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佐藤食品工業㈱(2814) 平成19年３月期決算短信(非連結) 

(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 発行済株式に関する事項 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末 

普通株式(株) 6,760,000 － － 6,760,000 
 

２ 自己株式に関する事項 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末 

普通株式(株) 243,436 100 243,500 36 
 

（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。 

平成18年４月21日開催の取締役会決議に基づく単元株式の取得による増加      100株 

減少数の主な内訳は、次の通りであります。 
平成19年３月９日開催の取締役会決議に基づく単元株式の処分による減少   243,500株 
 

３ 配当に関する事項 

 (1) 配当金支払額 

決議 株式の種類 
配当金の総額 
（千円） 

１株当たり配当額 
（円） 基準日 効力発生日 

平成18年６月29日 
定時株主総会 普通株式 215,046 33.00 平成18年３月31日 平成18年６月29日 

平成18年10月16日 
取締役会 普通株式 97,746 15.00 平成18年９月30日 平成18年12月７日 

 

 (2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの 

決議 株式の種類 配当の原資 
配当金の総額 
（千円） 

１株当たり 
配当額(円) 基準日 効力発生日 

平成19年６月28日 
定時株主総会 普通株式 

繰越利益剰 
余金 108,159 16.00 平成19年３月31日 平成19年６月29日 
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佐藤食品工業㈱(2814) 平成19年３月期決算短信(非連結) 

(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) 

１ 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 

現金及び預金勘定 5,032,943千円

現金及び現金同等物 5,032,943千円
  

１ 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 

現金及び預金勘定 5,281,831千円

現金及び現金同等物 5,281,831千円
 

 

(有価証券関係) 

前事業年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 
 

区分 
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 531,255 870,677 339,421 

小計 531,255 870,677 339,421 

合計 531,255 870,677 339,421 

(注) なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ30％以上下落した場合には全て減損処
理を行っております。 

 

２ 当事業年度中に売却したその他有価証券 

 

売却額 
(千円) 

売却益の合計 
(千円) 

売却損の合計 
(千円) 

332,728 160,584 － 

(注) 上記売却額及び売却損益の金額には、証券投資信託の運用に基づく金額を含めております。 

 

３ 時価評価されていない有価証券 

 該当事項はありません。 

 

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 

 該当事項はありません。 
 
 

(リース取引) 

   前事業年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

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) 

該当事項はありません。 
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佐藤食品工業㈱(2814) 平成19年３月期決算短信(非連結) 

当事業年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 
 

区分 
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 507,415 922,498 415,083 

小計 507,415 922,498 415,083 

貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの    

株式 259,973 238,800 △21,173 

債券    

その他 100,128 94,620 △5,507 

その他 105,265 103,860 △1,404 

小計 465,367 437,281 △28,085 

合計 972,783 1,359,780 386,997 

(注) なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ30％以上下落した場合には全て減損処
理を行っております。 

 

２ 当事業年度中に売却したその他有価証券 

 

売却額 
(千円) 

売却益の合計 
(千円) 

売却損の合計 
(千円) 

215,495 132,031 － 

 

３ 時価評価されていない有価証券 

 該当事項はありません。 

 

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 
(千円) 

１年超５年以内 
(千円) 

５年超10年以内 
(千円) 

10年超 
(千円) 

債券 
その他 

－ 94,620 － － 

合計 － 94,620 － － 
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佐藤食品工業㈱(2814) 平成19年３月期決算短信(非連結) 

(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行っていないため、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) 

    １ 取引の状況に関する事項   
(１) 複合金融商品である他社株転換社債による資金運用を行っております。 
(２) 取引に対する取組方針及び取引の利用目的 

余資運用の一環として、効果的かつ効率的な資金運用を図るため行っております。他社株
転換社債は、リスクフリ－レ－トの公社債に比較して利回りが高い反面、下記(3)のリスク
を内包しております。この為以下の取組方針を堅守しております。 
銘柄別の投資額及び運用金額全体に制限を設ける。 

(３)取引に係るリスクの内容 
  対象株式等の時価の下落により株式で償還される等により元本の一部が毀損し、他社株
転換社債の額面金額で償還されないリスクがあります。 

(４)取引に係るリスク管理体制 
デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限及び取引限度額等を定めた社内ル

－ルに従い、資金担当部門が決済担当者の承認を得て行っております。 
また、内容につき定期的に開催される常務会に報告を行っております。 

２ 取引の時価等に関する事項 
デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益 

        複合金融商品関連 

区分 種類 契約額等(千円) うち１年超(千円) 時価(千円) 評価損益(千円) 

市場取引以外の取引 他社株転換社債 100,128 100,128 94,620 △5,507 

合計 100,128 100,128 94,620 △5,507 

(注)１．時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格に基づき算定しております。 
  ２．時価は測定可能ですが、組込デリバティブを合理的に区分して測定できないため、当該複

合金融商品全体を時価評価し、評価損益を当事業年度の損益に計上しております。 
  ３．契約額等には、当該複合金融商品（他社株転換社債）の額面金額を記載しております。 

 

(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) 

関連会社がないため、記載を省略しております。 

   当事業年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

関連会社がないため、記載を省略しております。 

 

(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) 

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) 

該当事項はありません。 
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佐藤食品工業㈱(2814) 平成19年３月期決算短信(非連結) 

(税効果会計関係) 

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 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別
の内訳 
(繰延税金資産) 
①流動資産 
未払事業税等否認 32,424千円
賞与引当金 40,600千円
その他 4,564千円

計 77,589千円
 

②固定資産 
役員退職慰労引当金 58,179千円
投資有価証券評価損否認 659千円
その他 2,620千円
繰延税金負債(固定)との相殺 △61,460千円

計 ─千円
繰延税金資産合計 77,589千円

(繰延税金負債) 
①固定負債 
前払年金費用 44,097千円
その他有価証券評価差額金 137,805千円
繰延税金資産(固定)との相殺 △61,460千円

計 120,442千円
繰延税金負債合計 120,442千円
差引：繰延税金負債の純額 42,853千円
 

  

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別
の内訳 
(繰延税金資産) 
①流動資産 
未払事業税等否認 28,792千円
賞与引当金 43,848千円
その他 5,007千円

計 77,648千円
 

②固定資産 
役員退職慰労引当金 56,121千円
減損損失 17,835千円
投資有価証券評価損否認 659千円
その他 3,489千円
繰延税金負債(固定)との相殺 △78,105千円

計 －千円
繰延税金資産合計 77,648千円

(繰延税金負債) 
①固定負債 
その他有価証券評価差額金 159,356千円
繰延税金資産(固定)との相殺 △78,105千円

計 81,250千円
繰延税金負債合計 81,250千円
差引：繰延税金負債の純額 3,602千円
 

  
２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担
率との差異の原因となった主な項目別の内訳 
法定実効税率 40.6％ 
(調整)  
交際費等永久に損金に 
算入されない項目 

0.1％ 

受取配当金等永久に益金に 
算入されない項目 △0.2％ 

留保金額に対する税額 3.0％ 
住民税均等割等 0.1％ 
試験研究費の総額の税額控除 △0.5％ 
その他 △0.2％ 
税効果適用後の法人税等の負担率 42.9％ 
  

  

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担
率との差異の原因となった主な項目別の内訳 
法定実効税率 40.6％ 
(調整)  
交際費等永久に損金に 
算入されない項目 

0.1％ 

受取配当金等永久に益金に 
算入されない項目 △0.2％ 

住民税均等割等 0.2％ 
試験研究費の総額の税額控除 △0.8％ 
税効果適用後の法人税等の負担率 39.9％ 
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佐藤食品工業㈱(2814) 平成19年３月期決算短信(非連結) 

(退職給付関係) 

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 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、適格退職年金制

度を設けております。 
  なお、平成５年10月11日より従業員の退職金の
100％について適格退職年金制度を採用しておりま

す。 
２ 退職給付債務に関する事項 

イ 退職給付債務 △445,812千円
ロ 年金資産 554,426千円

ハ 未積立退職給付債務(イ＋ロ) 108,614千円

ニ 退職給付引当金(前払年金費用) 108,614千円
３ 退職給付費用に関する事項 

退職給付費用(注) △72,558千円
  (注)簡便法を採用しております。 

１ 採用している退職給付制度の概要 
当社は、平成18年10月１日より退職給付制度を適格

退職年金制度から確定拠出年金制度へ全面移行しまし
た。 

２ 退職給付債務に関する事項 

  適格退職年金制度から確定拠出年金制度への全面移
行に伴う影響額は次のとおりであります。 
退職給付債務の減少 407,791千円 

年金資産の減少 △496,193千円 

退職給付引当金(前払年金費用)の減少 △88,401千円 
また、確定拠出年金制度への資産移換額は 385,267

千円であり、当事業年度に全て移換いたしました。 
３ 退職給付費用に関する事項 
   退職給付費用(注)         35,940千円 

 (注)１ 簡便法を採用しております。 
       ２ 上記退職給付費用の他、確定拠出型の退

職給付制度に拠出した金額は、15,574千円
であります。 

 

 

(ストック・オプション等) 

   前事業年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

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) 

該当事項はありません。 

 

 

(企業結合等) 

   前事業年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

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) 

該当事項はありません。 

 



ファイル名:平成19年３月期決算短信校了 更新日時:5/18/2007 2:26:00 PM 印刷日時:07/05/18 14:27 
 

 - 25 - 
 

佐藤食品工業㈱(2814) 平成19年３月期決算短信(非連結) 

(１株当たり情報) 

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株当たり純資産額 1,856円04銭
 

１株当たり純資産額 2,020円22銭
 

１株当たり当期純利益 182円69銭
 

１株当たり当期純利益 154円57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について
は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

(注) 算定上の基礎 
１ １株当たり純資産額 

 
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) 

貸借対照表の純資産の部の合計額(千円) － 13,656,621 

普通株式に係る純資産額(千円) － 13,656,621 

普通株式の発行済株式数(千株) － 6,760 

普通株式の自己株式数(株) － 36 

１株当たり純資産額の算定に用いられた 
普通株式の数(千株) 

－ 6,759 

２ １株当たり当期純利益 

 
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) 

損益計算上の当期純利益(千円) 1,201,958 1,010,406 

普通株式に係る当期純利益(千円) 1,190,658 1,010,406 

普通株主に帰属しない金額(千円) 11,300 － 

(うち利益処分による役員賞与金) (11,300) (   － )

普通株式の期中平均株式数(千株) 6,517 6,536 
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佐藤食品工業㈱(2814) 平成19年３月期決算短信(非連結) 

(重要な後発事象) 

前事業年度（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日） 
  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、平成19年４月６日開催の取締役会において株主割当による新株発行を行う旨の決議
をいたしました。 
当該株主割当増資の内容は、下記のとおりであります。 

 
１ 割当方法 平成19年５月９日最終の株主名簿及び実質株主名簿に記載または記録された株
主に対し、その所有株式数につき１：0.3の割合をもって割り当てる。 

 
２ 発行する株式の種類及び数 普通株式2,028,000株 
 
３ 発行価額 １株につき2,500円 
 
４ 発行総額 5,070,000千円 
 
５ 資本組入額 １株につき1,250円 
 
６ 新株発行の日程 

(１)平成19年４月６日             有価証券届出書提出 
(２)平成19年４月22日             有価証券届出書効力発生 
(３)平成19年６月25日から平成19年７月17日まで 申込期間 
(４)平成19年７月30日             失権確定日 
(５)平成19年８月13日             払込期日及び効力発生日 

   
７ 配当起算日 平成19年４月１日 
 
８ 資金の使途 手取概算額 5,044,650千円について、①第三工場第二期工事に伴う設備投資

3,400,000千円②本社工場の設備投資450,000千円③第二工場の設備投資500,000千円④原材
料購入等の運転資金694,650千円に充当する予定であります。  
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佐藤食品工業㈱(2814) 平成19年３月期決算短信(非連結) 

５．生産、受注及び販売の状況 

（１）生産実績                             （単位：千円，千円未満切捨） 

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) 

比較増減 

(△は減) 

期 別 
 
 

品目別 金額 構成比 金額 構成比 金額 
 
茶エキス 
 
粉末天然調味料 
 
液体天然調味料 
 
粉末酒 
 

 
3,704,527 

 
1,957,444 

 
969,400 

 
78,435 

％ 
55.2 
 

29.2 
 

14.4 
 

 1.2 

 
4,106,628 

 
1,997,636 

 
940,379 

 
156,838 

％ 
57.0 
 

27.7 
 

13.1 
 

 2.2 

 
402,101 

 
40,191 

 
△29,021 

 
  78,403 

 

合計 6,709,807 100.0 7,201,482 100.0 491,675 
 （注）１．金額は、販売価格によっております。 
    ２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 
 
（２）受注状況 
    当社におきましては大部分が見込生産であり、受注生産はほとんどありません。 
 
（３）販売実績  

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) 

比較増減 

(△は減) 

期 別 
 
 

品目別 金額 構成比 金額 構成比 金額 
 
茶エキス 
 
粉末天然調味料 
 
液体天然調味料 
 
粉末酒 
 
その他 
 

 
3,620,707 

 
1,970,338 

 
967,382 

 
81,725 

 
6,198 

％ 
54.5 
 

29.6 
 

14.6 
 

 1.2 
 

 0.1 

 
4,009,177 

 
1,968,196 

 
935,406 

 
149,160 

 
9,373 

％ 
56.7 
 

27.8 
 

13.2 
 

 2.1 
 

 0.2 

 
388,469 

 
△2,142 

 
△31,976 

 
67,435 

 
3,175 

合計 6,646,352 100.0 7,071,314 100.0 424,961 
 （注）１．輸出は僅かのため、記載を省略しております。 
    ２．金額には、消費税等は含まれておりません。 
    ３．主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合 

前事業年度 当事業年度 
相手先 

販売高(千円) 割合(％) 販売高(千円) 割合(％) 

ミヤコ化学㈱ 816,894 12.3 828,744 11.7 
三井農林㈱ 801,843 12.1 680,691 9.6 

 

   

 

 


