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（百万円未満切捨て） 
１．19 年 9月中間期の業績（平成 19 年 4 月 1日～平成 19 年 9 月 30 日） 
(1)経営成績                              （％表示は対前年中間期増減率） 
 売 上 高     営業利益 経常利益 中間（当期）純利益 

 百万円   ％ 百万円    ％ 百万円   ％ 百万円    ％ 
19 年 9 月中間期 
18 年 9 月中間期 

11,558   △2.1 
11,803     2.9 

955   △5.7 
1,013     1.0 

1,430   34.0 
1,067    2.1 

1,001   51.5 
661    4.7 

19 年 3 月期 24,409     ― 2,101   ― 2,198   ― 2,784    ― 
 

 
１株当たり中間 
（当期）純利益 

潜在株式調整後１株当たり
中 間 （ 当 期） 純 利 益 

  円 銭  円 銭 

19 年 9 月中間期 
18 年 9 月中間期 

114.01 
75.26 

― 
― 

19 年 3 月期 316.95 ― 
(参考) 持分法投資損益 19 年 9 月中間期 - 百万円  18 年 9 月中間期 - 百万円  19 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 9 月中間期 
18 年 9 月中間期 

18,721 
17,634 

15,678 
13,852 

83.7 
78.6 

1,784.83 
1,576.79 

19 年 3 月期 18,576 
 

15,006 
 

80.8 
 

1,708.25 
 (参考) 自己資本   19 年 9 月中間期  15,678 百万円 18 年 8 月中間期  13,852 百万円 19 年 3 月期  15,006 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 9 月中間期 
18 年 9 月中間期 

1,280 
728 

△1,152 
△690 

△263 
△88 

2,631 
1,844 

19 年 3 月期 1,461 △413 △176 2,766 
 
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 
 円     銭 円     銭 円     
19 年 3 月期  10 .  00              30  . 00    40  . 00      

20 年 3 月期    15 .  00  

20 年 3 月期（予想）       15 . 00 
 30  . 00 

 
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） 

（％表示は対前期増減率） 
 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 

通 期 23,000 △5.8 1,850 △12.0 2,370    7.8 1,580 △43.3 179.86 
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４．その他 

(1) 中間財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（中間財務諸表作成のための基本と

なる重要な事項の変更に記載されるもの） 

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、17ページ「中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項」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 9月中間期 8,832,311 株 18年 9月中間期 8,832,311 株 19年 3月期 8,832,311 株 

②期末自己株式数        19 年 9月中間期   47,883 株 18年 9月中間期  47,145 株 19年 3月期   47,635 株 

 (注) 1 株当たり中間（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。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につ 

いては、３ページ「1.経営成績（1）経営成績の分析」をご覧ください。なお、業績予想につきまし

ては、平成 19 年 3月期決算短信（平成 19 年 5月 14日開示）における業績予想を変更しております。 



ユタカフーズ（株）（２８０６） 平成２０年３月期中間決算短信（非連結） 

 3 

1. 経営成績 

(1) 経営成績に関する分析 

（当中間会計期間の経営成績） 

 当中間会計期間におけるわが国の経済は、個人消費が伸び悩んでいるものの、堅調

な企業収益を背景とする設備投資は引き続き増加基調にあります。また、完全失業率

の低下など雇用情勢の改善により、景気は底堅く推移いたしました。 

 しかしながら、食品業界におきましては、消費者の食の安全に対する意識が高まる

なか、消費者ニーズの多様化による競争の激化、原油相場など国際商品市況の高騰な

ど原材料価格の上昇で経営環境は依然厳しい状況が続いております。 

 このような状況の中で当社は得意先のニーズを追求した提案型営業を強化し、製品

開発をしてまいりました。また、徹底した品質・衛生管理に取り組んでまいりました。 

この結果、当中間会計期間の売上高は 11,558 百万円（前年同期比 2.1％減）、営業

利益は 955 百万円（前年同期比 5.7％減）、経常利益は 1,430 百万円（前年同期比 34.0％

増）、中間純利益は 1,001 百万円（前年同期比 51.5％増）、となりました。 

 部門別の売上高の状況は次のとおりです。 

［液体調味食品部門］ 

液体調味食品部門は、主力のうなぎのたれが、第１四半期は順調に回復しておりま

したが、７月に入って中国製品の安全性の問題で苦戦しましたが、売上を伸ばすこと

ができました。また、東洋水産株式会社向け液体スープも堅調に売上を伸ばすことが

でき、売上高は前年中間期に対して 12.7％増の 2,120 百万円となりました。 

［粉粒体食品部門］ 

粉粒体食品部門は、東洋水産株式会社向け市販用の「チャーハンの素」がリニュー

アルにより受託が増加しましたが、「造粒製造設備」を使用した顆粒製品や機能性食品

の受託の落ち込みをカバーできず、売上高は前年中間期に対して 2.2％減の 2,096 百

万円となりました。 

［チルド食品部門］ 

チルド食品部門は７月の低温気象、８月は一転して猛暑となり「生ラーメン」や「う

どん」などは低調でした。一方「焼そば」は新アイテムが売上に貢献し、売上高は前

年中間期に対して 2.8％増の 1,765 百万円となりました。 

［即席麺部門］ 

即席麺部門は「麺づくり」シリーズは順調に推移しましたが、「匠」シリーズなどの

高級ノンフライカップ麺が消費者のトレンドの変化などで売上が落ち込み、売上高は

前年中間期に対して 9.3％減の 4,208 百万円となりました。 

［その他食品部門］ 

その他食品部門は、鳥取工場での水産物の取扱いが堅調に推移しましたが、うなぎ

の加工品や粉末醤油などの不振をカバーできず、売上高は前年中間期に対して 3.5％

減の 1,342 百万円となりました。 
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 （当期の見通し） 

       今後の見通しといたしましては、わが国の経済は、好調な国内民間需要に支えられ

た景気が持続すると予想されます。 

       しかしながら、食品業界におきましては、消費者ニーズの多様化、原油高や小麦粉

などの主要原材料価格の高騰が経営環境には依然厳しいものと思われます。 

       このような状況の中、「人・食・味を豊に」の経営理念のもと消費者のニーズに合

った製品づくり、生産面におきましては、秋、冬の需要期に備え、ローコストオペレ

ーション体制の徹底を図り、コストの削減や利益管理にも努力してまいります。 

       通期の業績予想としましては、当中間会計期間までの業績の進捗状況及び今後の見

通しを勘案して、業績予想を修正し、売上高は 23,000 百万円（前期比 5.8％減）、営

業利益は 1,850 百万円（前期比 12.0％減）、経常利益は 2,370 百万円（前期比 7.8％

増）、当期純利益は 1,580 百万円（前期比 43.3％減）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 

当中間会計期間末の総資産は 18,721 百万円となり、前中間会計期間末比 1,087 百万

円の増加となりました。 

流動資産は 11,483 百万円となり、1,092 百万円の増加となりました。 

これは主に、現金及び預金が 776 百万円増加し、関係会社短期貸付金が 2,600 百万円

増加しましたが、親会社株式が 2,259 百万円減少したこと等によるものであります。 

固定資産は 7,238 百万円となり、前期比5 百万円減少しました。 

有形固定資産は 5,748 百万円となり、前期比 339 百万円減少しました。これは機械及

び装置が 209 百万円減少となりました。 

投資その他の資産は 1,474 百万円で前期比 335 百万円増加しました。これは主に、投

資有価証券を購入したことによるものであります。 

当中間会計期間末の負債総額は 3,042 百万円となり、前中間会計期間末比 739 百万円

の減少となりました。流動負債は 2,366 百万円となり、前中間会計期間末比 698 百万円

の減少となりました。これは親会社株式及び投資有価証券の評価差額金に対する繰延税

金負債の減少が主なものであります。 

固定負債は 675 百万円となり、前期比 41 百万円減少しました。 

当中間会計期間末における純資産は 15,678 百万円となり、当中間会計期間末比 1,826

百万円増加しました。また、利益剰余金は中間純利益の計上によって 2,773 百万円増加

しました。 

② キャッシュ・フローの状況 

当中間会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」）は、前会計期間末に比

べ 135 百万円減少して、2,631 百万円となりました。 

各キャッシュ・フローの状態は次のとおりであります。 

(ア) 営業活動によるキャッシュ・フロー 

営業活動により得られた資金は、1,280 百万円（前中間会計期間比 552 百万円 75.9％
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増）となりました。 

これは、主に税引前中間純利益 1,426 百万円及び減価償却費 358 百万円による資金の

増加と法人税等の支払額 615 百万円よる資金の減少等が主なものです。 

(イ) 投資活動によるキャッシュ・フロー 

投資活動により使用した資金は、1,152 百万円（前中間会計期間比 462 百万円 67.0％

増）となりました。 

これは、主に貸付による支出および有形固定資産の取得等による支出であります。 

(ウ) 財務活動によるキャッシュ・フロー 

財務活動の結果使用した資金は 263 百万円（前中間会計期間比 174 百万円 197.4％増）

となりました。 

これは、主に配当金の支払等によるものであります。 

なお、キャッシュ・フロー指標のトレンドは以下のとおりであります。 

       第６７期    第６８期  
平成 19年 3月中間期 平成 19 年 3 月期 平成 20年 3月中間期 

自己資本比率      78.6    80.8      83.7 
時価ベースの自己資本比率           90.4     80.2           75.1 
債務償還年数             -         -             - 
インタレスト・カバレッジ・
レシオ 

            -         -             - 

    ※ 自己資本比率：自己資本／総資産 

       時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

       債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

       インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

(3) 利益配分に関する基本方針及び当期の配当 

当社の配当方針につきましては、株主に対する利益還元は最重要課題と認識しており、

安定的な配当を継続して行いながら、業績に裏付けられた成果の配分を行うことを基本

としております。 

当中間期の配当金は、前年中間期に比べ1株当たり5円増配の15円とさせて頂きます。

また、期末配当金につきましても 15 円の配当を予定しております。 

(4) 事業等のリスク 

今後の事業運営や財務状況等に関する事項のうち、投資家の判断に重要な影響をおよ

ぼす可能性のあるリスクとしては、以下のようなものがあると考えております。 

① 特定の取引先への依存 

当社は、売上高の７割以上を東洋水産(株)に販売しております。その中でも即席麺で

は唯一のノンフライカップ麺製造設備を有し、東洋水産グループ内における独自の地位

を得ております。また、チルド食品においては中部地区の生産・配送拠点として重要な

役割を担っております。従いまして、東洋水産グループの販売戦略や生産拠点の統廃合、

効率的な生産物流体制の再構築等により、当社の業績と財政状況に影響を及ぼす可能性

があります。 

② 海外進出に存在するリスク 

  調味料等の製造販売の中国子会社には、以下のようなリスクが考えられます。 
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(ア)  予期しない法規または税制の変更。 

(イ)  品質管理への認識のずれによる食への安全性への影響が製品やサービスに対

する顧客の支持を低下させる可能性。 

(ウ)  テロ、戦争、その他の要因による社会的混乱。 

              競争力のある製品の製造コスト削減のためには、中国での生産拡大を考えて

おりますが、政治または法環境の変化、経済状況の変化による社会的混乱で事業

の遂行に問題が生じる場合があります。 

③ 製品のクレーム 

 全ての製品についてクレームがなく、将来にクレームによる製品回収が発生しない

という保証はありませんが、製造物責任賠償については保険を付保しております。し

かし、この保険が最終的に負担する賠償額をカバーできるという保証はありません。

また、多額のコストにつながるクレームは業績と財務状況に悪影響が及ぶ可能性があ

ります。 

④ 天候、自然災害およびその他 

 当社は、食料品製造業を営んでおります。そのため、猛暑、冷夏等の天候により売

上高に影響を受けることがあります。また、製造拠点における大規模な地震や台風な

どの自然災害により生産設備に損害を被った場合、製造能力低下に伴う売上高の減少、

設備の修復費用の増加などが考えられます。当社は、消費者の不信を取り除き安心・

安全な製品の提供をモットーにＩＳＯの認証取得および品質保証部を充実し、製品や

原材料受入などの検査の徹底を図っておりますが、諸問題により当社の業績と財政状

況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 

    当社の企業集団は、当社、子会社１社及び関連会社３社で構成され、液体調味食品及び粉粒

体食品等の製造販売並びに当社の親会社の即席食品等の受託製造を主な内容とし、事業活動を

展開しております。 

      当グループの事業に係わる位置づけは、次のとおりであります。 

   液体調味食品、粉粒体食品          ・・・ 当社が製造販売しております。 

   粉粒体食品、チルド食品、即席麺       ・・・ 親会社より受託して製造しており 

                             ます。 

 

得 意 先 親会社（東洋水産株式会社） 

 

         

     製                 製 

             品                 品 

 

当                  社 

自 社 製 品 受 託 製 品 

液体調味食品、粉粒体食品 粉粒体食品、チルド食品、即席麺 

     親会社、子会社及び関連会社は、次のとおりであります。 

親会社 

       東洋水産株式会社     即席食品等の製造販売 

     非連結子会社  

青島味豊調味食品有限公司 調味料等の製造販売 

     関連会社 

       東和エステート株式会社  不動産の管理 

       スルガ東洋株式会社    冷凍冷蔵倉庫業 

       豊和商事有限会社     保険代理業 

 

3. 経営方針 

(1) 会社の経営の基本方針 

当社は、「人・食・味を豊かに社会に貢献する」ことを経営理念とし、お客様の要求に応

える製品を提供し、その企業活動において社会に貢献できる事業活動を推進してまいります。 

(2) 目標とする経営指標 

目標とする経営指標は、部門別利益管理を重視しております。各部門の粗利益率を向上す

ることにより売上高を追求するだけではなく、１株あたり当期純利益（ＥＰＳ）の増加を重

点目標としております。また、総資産利益率（ＲＯＡ）の向上に努め、資産効率を図ってま

いります。 

(3) 中長期的な会社の経営戦略 

当社売上の大きな構成を占める即席麺、チルド食品の麺類は、今後も安定した経営基盤と
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して、新製品開発などの面で東洋水産(株)に協力し、受託量の拡大を図ります。 

一方、当社が製品開発の主体を持っている液体調味食品や粉粒体食品は、今後発展の戦略

分野と考え、メーカーとして必要性が高まる整備、拡充を行いながら、研究開発の強化を図

り、製品開発のスピードアップに取り組み、取引先の要望にいつでも応えられるよう生産、

販売体制を整え、売上拡大を図り、売上高に占める自社開発製品の比率を上げながら、バラ

ンスのとれた売上構成を目指し、コストダウンや業務の効率化にも傾注し、安定した経営を

目指します。 

(4) 会社の対処すべき課題 

当社の柱の一つであります粉粒体食品では、鳥取工場に「造粒製造設備」を増設し、受

託終了となった「即席ワンタン」の収支をカバーしつつ、武豊工場と両立させながら事業

の転換を図ってまいります。 

一方、受託製品の即席麺部門は東洋水産グループと連携しながら、ノンフライカップ麺

の生産ラインの増産等の課題に取り組んでまいります。 
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4. 中間財務諸表等 

   （1）中間貸借対照表 

  
前中間会計期間末 

(平成18年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成19年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(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
(％) 金額(千円) 構成比 

(％) 
(資産の部)           

Ⅰ 流動資産           

現金及び預金  2,138,963   2,915,838   3,010,868   

受取手形 ※３ 49,486   47,681   25,255   

売掛金  2,354,114   2,253,890   2,691,635   

親会社株式  2,259,881   －   －   

たな卸資産  621,748   620,212   630,734   

繰延税金資産  －   106,665   122,464   

関係会社短期貸付金  2,900,000   5,500,000   4,600,000   

その他  71,315   46,653   39,205   

貸倒引当金  △5,365   △7,840   △7,432   

流動資産合計   10,390,143 58.9  11,483,101 61.3  11,112,731 59.8 

Ⅱ 固定資産           

１ 有形固定資産 ※１          

建物  2,798,582   2,706,165   2,769,585   

機械及び装置  2,185,450   1,976,229   2,085,021   

土地  813,475   813,475   813,475   

建設仮勘定  49,124   41,791   7,190   

その他  241,310   210,764   222,045   

有形固定資産合計  6,087,942   5,748,426   5,897,317   

２ 無形固定資産  18,086   15,890   16,005   

３ 投資その他の資産           

投資有価証券  764,019   1,098,884   1,207,855   

関係会社株式  48,464   33,150   32,500   

繰延税金資産  197,716   190,487   155,342   

その他  128,592   151,794   154,452   

貸倒引当金  △477   △77   △177   

投資その他の資産 
合計  1,138,316   1,474,239   1,549,972   

固定資産合計   7,244,345 41.1  7,238,556 38.7  7,463,295 40.2 

資産合計   17,634,488 100.0  18,721,657 100.0  18,576,026 100.0 
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前中間会計期間末 

(平成18年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成19年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(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
(％) 金額(千円) 構成比 

(％) 
(負債の部)           

Ⅰ 流動負債           

支払手形  39,033   27,129   21,366   

買掛金  1,611,399   1,490,218   1,694,542   

未払法人税等  435,000   331,000   559,500   

繰延税金負債  474,991   －   －   

賞与引当金  119,457   119,455   116,664   

役員賞与引当金  －   5,345   10,690   

その他  385,227   393,823   476,884   

流動負債合計   3,065,110 17.4  2,366,970 12.7  2,879,647 15.5 

Ⅱ 固定負債           

退職給付引当金  625,800   575,702   592,615   

役員退職慰労引当金  91,229   100,286   97,355   

固定負債合計   717,030 4.0  675,988 3.6  689,970 3.7 

負債合計   3,782,140 21.4  3,042,959 16.3  3,569,618 19.2 

(純資産の部)           

Ⅰ 株主資本           

  資本金   1,160,655 6.6  1,160,655 6.2  1,160,655 6.3 

  資本剰余金           

  資本準備金  1,160,652   1,160,652   1,160,652   

資本剰余金合計   1,160,652 6.6  1,160,652 6.2  1,160,652 6.2 

  利益剰余金           

  利益準備金  167,331   167,331   167,331   

 その他利益剰余金           

 別途積立金  9,520,000   11,520,000   9,520,000   

繰越利益剰余金  873,900   1,647,297   2,909,306   

利益剰余金合計   10,561,231 59.9  13,334,628 71.2  12,596,637 67.8 

  自己株式   △60,204 △0.4  △61,510 △0.3  △61,099 △0.3 

株主資本合計   12,822,334 72.7  15,594,426 83.3  14,856,845 80.0 

Ⅱ 評価・換算差額等           

  その他有価証券 
  評価差額金   1,030,012 5.9  84,270 0.4  149,562 0.8 

評価・換算差額等 
合計   1,030,012 5.9  84,270 0.4  149,562 0.8 

純資産合計   13,852,347 78.6  15,678,697 83.7  15,006,408 80.8 

負債純資産合計   17,634,488 100.0  18,721,657 100.0  18,576,026 100.0 
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   （2）中間損益計算書 

  
前中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間会計期間 

(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前事業年度の 
要約損益計算書 

(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) 百分比 

(％) 金額(千円) 百分比
(％) 金額(千円) 百分比 

(％) 

Ⅰ 売上高   11,803,409 100.0  11,558,111 100.0  24,409,790 100.0 

Ⅱ 売上原価   10,369,783 87.9  10,161,009 87.9  21,437,369 87.8 

売上総利益   1,433,626 12.1  1,397,102 12.1  2,972,421 12.2 

Ⅲ 販売費及び一般管理費   420,384 3.5  441,832 3.8  870,943 3.6 

営業利益   1,013,242 8.6  955,269 8.3  2,101,477 8.6 

Ⅳ 営業外収益 ※１  55,833 0.4  478,063 4.1  102,983 0.4 

Ⅴ 営業外費用   1,613 0.0  2,837 0.0  6,448 0.0 

経常利益   1,067,461 9.0  1,430,494 12.4  2,198,012 9.0 

Ⅵ 特別利益 ※２  48,234 0.4  － －  1,850,763 7.6 

Ⅶ 特別損失   21,428 0.1  3,577 0.0  95,817 0.4 

税引前中間(当期) 
純利益   1,094,267 9.3  1,426,916 12.4  3,952,958 16.2 

法人税、住民税 
及び事業税  423,205   401,403   1,129,438   

法人税等調整額  9,869 433,074 3.7 23,981 425,384 3.7 39,068 1,168,507 4.8 

中間(当期)純利益   661,193 5.6  1,001,531 8.7  2,784,450 11.4 
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   （3）中間株主資本等変動計算書 
前中間会計期間(自 平成 18 年４月１日 至 平成 18年９月 30日) 

 
株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金 
 

資本金 
資本準備金 

資本剰余金
合計 

利益 
準備金 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) 
1,160,655 1,160,652 1,160,652 167,331 8,420,000 1,412,341 9,999,672 △59,650 12,261,330 

中間会計期間中の変動

額 
         

別途積立金の積立(注)     1,100,000 △1,100,000 －  － 

 剰余金の配当(注)      △87,854 △87,854  △87,854 

 役員賞与(注)      △11,780 △11,780  △11,780 

 中間純利益      661,193 661,193  661,193 

 自己株式の取得        △553 △553 

株主資本以外の項目
の中間会計期間中の
変動額(純額) 

         

中間会計期間中の変動

額合計(千円) 
－ － － － 1,100,000 △538,441 561,558 △553 561,004 

平成18年９月30日残高

(千円) 
1,160,655 1,160,652 1,160,652 167,331 9,520,000 873,900 10,561,231 △60,204 12,822,334 

 
 

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) 
742,667 742,667 13,003,997 

中間会計期間中の変動

額 
   

 別途積立金の積立 

 (注) 
  － 

 剰余金の配当(注)   △87,854 

 役員賞与(注)    △11,780 

 中間純利益   661,193 

 自己株式の取得   △553 

株主資本以外の項目
の中間会計期間中の
変動額(純額) 

287,345 287,345 287,345 

中間会計期間中の変動

額合計(千円) 
287,345 287,345 848,350 

平成18年９月30日残高

(千円) 
1,030,012 1,030,012 13,852,347 

(注) 平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 
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当中間会計期間(自 平成 19 年４月１日 至 平成 19年９月 30日) 
 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金 
 

資本金 
資本準備金 

資本剰余金
合計 

利益 
準備金 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19年３月31日残高

(千円) 
1,160,655 1,160,652 1,160,652 167,331 9,520,000 2,909,306 12,596,637 △61,099 14,856,845 

中間会計期間中の変動

額 
         

 別途積立金の積立     2,000,000 △2,000,000 －  － 

 剰余金の配当      △263,540 △263,540  △263,540 

 中間純利益      1,001,531 1,001,531  1,001,531 

 自己株式の取得        △410 △410 

株主資本以外の項目
の中間会計期間中の
変動額(純額) 

         

中間会計期間中の変動

額合計(千円) 
－ － － － 2,000,000 △1,262,008 737,991 △410 737,580 

平成19年９月30日残高

(千円) 
1,160,655 1,160,652 1,160,652 167,331 11,520,000 1,647,297 13,334,628 △61,510 15,594,426 

 
 

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19年３月31日残高

(千円) 
149,562 149,562 15,006,408 

中間会計期間中の変動

額 
   

 別途積立金の積立   － 

 剰余金の配当   △263,540 

 中間純利益   1,001,531 

 自己株式の取得   △410 

株主資本以外の項目
の中間会計期間中の
変動額(純額) 

△65,292 △65,292 △65,292 

中間会計期間中の変動

額合計(千円) 
△65,292 △65,292 672,288 

平成19年９月30日残高

(千円) 
84,270 84,270 15,678,697 
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前事業年度(自 平成 18 年４月１日 至 平成 19 年３月 31 日) 
 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金 
 

資本金 
資本準備金 

資本剰余金
合計 

利益 
準備金 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) 
1,160,655 1,160,652 1,160,652 167,331 8,420,000 1,412,341 9,999,672 △59,650 12,261,330 

事業年度中の変動額          

 別途積立金の積立     1,100,000 △1,100,000 －  － 

 剰余金の配当      △175,706 △175,706  △175,706 

 役員賞与      △11,780 △11,780  △11,780 

 当期純利益      2,784,450 2,784,450  2,784,450 

 自己株式の取得        △1,449 △1,449 

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) 
－ － － － 1,100,000 1,496,964 2,596,964 △1,449 2,595,515 

平成19年３月31日残高

(千円) 
1,160,655 1,160,652 1,160,652 167,331 9,520,000 2,909,306 12,596,637 △61,099 14,856,845 

 
 

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) 
742,667 742,667 13,003,997 

事業年度中の変動額    

 別途積立金の積立   － 

 剰余金の配当   △175,706 

 役員賞与   △11,780 

 当期純利益   2,784,450 

 自己株式の取得   △1,449 

株主資本以外の項目
の事業年度中の変動
額(純額) 

△593,104 △593,104 △593,104 

事業年度中の変動額合

計(千円) 
△593,104 △593,104 2,002,411 

平成19年３月31日残高

(千円) 
149,562 149,562 15,006,408 
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   （4）中間キャッシュ・フロー計算書 

  
前中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間 

(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日)

前事業年度の 
要約キャッシュ・ 
フロー計算書 

(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) 金額(千円) 

Ⅰ 営業活動による 
キャッシュ・フロー 

    

１ 税引前中間(当期)純利益  1,094,267 1,426,916 3,952,958 

２ 減価償却費  373,322 358,553 757,881 

３ 貸倒引当金の増加額  225 308 1,991 

４ 賞与引当金の増加額  5,805 2,791 3,012 

５ 役員賞与引当金の増加額 
(△減少額)  ― △5,345 10,690 

６ 退職給付引当金の減少額  △22,451 △16,912 △55,636 

７ 役員退職慰労引当金の 
増加額  10,165 2,931 16,291 

８ 親会社株式売却益  ― ― △1,800,651 

９ 子会社清算益  ― ― △1,877 

10 天然ガス化推進補助金  △48,234 ― △48,234 

11 有形固定資産売却損  ― ― 15 

12 有形固定資産除却損  21,428 3,577 95,802 

13 受取利息及び受取配当金  △41,279 △463,555 △68,765 

14 役員賞与金の支払額  △11,780 ― △11,780 

15 売上債権の減少額 
(△増加額)  △3,828 415,318 △317,117 

16 たな卸資産の減少額 
(△増加額)  △3,968 10,522 △12,955 

17 仕入債務の減少額  △190,255 △198,561 △124,779 

18 未払消費税等の増加額 
(△減少額) 

 30,751 △36,416 46,287 

19 長期前払費用の減少額 
(△増加額)  4,103 4,980 △17,919 

20 その他の流動資産の減少額 
(△増加額)  △26,605 △6,408 7,699 

21 その他の流動負債の増加額 
(△減少額)  △21,771 △64,659 41,597 

小計  1,169,895 1,434,038 2,474,508 

22 利息及び配当金の受取額  40,449 462,516 65,739 

23 法人税等の支払額  △482,007 △615,628 △1,078,740 

営業活動による 
キャッシュ・フロー  728,337 1,280,927 1,461,508 
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前中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間 

(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日)

前事業年度の 
要約キャッシュ・ 
フロー計算書 

(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) 金額(千円) 

Ⅱ 投資活動による 
キャッシュ・フロー     

１ 定期預金の預入による支出  △196,000 △186,000 △494,000 

２ 定期預金の払戻による収入  136,000 146,000 484,000 

３ 有形固定資産の取得による 
支出  △171,886 △211,050 △409,652 

４ 有形固定資産の売却による 
収入 

 ― 4,908 88 

５ 天然ガス化推進補助金収入  48,234 ― 48,234 

６ 無形固定資産の取得による 
支出  △630 △3,870 △2,407 

７ 投資有価証券の取得による 
支出  ― △300 △463,551 

８ 親会社株式の売却による収 
入 

 ― ― 2,615,517 

９ 子会社精算による収入  ― ― 17,842 

10 その他投資等の取得による 
支出  △7,302 △14,895 △12,320 

11 その他投資等の売却による 
収入  1,490 12,573 2,671 

12 貸付による支出  △500,000 △900,000 △2,200,000 

投資活動による 
キャッシュ・フロー  △690,094 △1,152,634 △413,577 

Ⅲ 財務活動による 
キャッシュ・フロー     

１ 配当金の支払額  △87,974 △262,913 △174,861 

２ 自己株式の売買による収入 
(△支出)  △553 △410 △1,449 

財務活動による 
キャッシュ・フロー  △88,528 △263,323 △176,310 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額 
  (△減少額)  △50,285 △135,030 871,619 

Ⅴ 現金及び現金同等物の 
期首残高  1,895,248 2,766,868 1,895,248 

Ⅵ 現金及び現金同等物の 
中間期末(期末)残高 ※ 1,844,963 2,631,838 2,766,868 
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

前中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

１ 資産の評価基準及び評価方法 
(1) たな卸資産 

総平均法による原価法 
(2) 有価証券 

子会社株式及び関連会社株式 
   移動平均法による原価法 

その他有価証券 
時価のあるもの 
中間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 

１ 資産の評価基準及び評価方法 
(1) たな卸資産 

同左 
(2) 有価証券 

子会社株式及び関連会社株式 
同左 

その他有価証券 
時価のあるもの 

同左 
 
 
 
 
時価のないもの 

同左 

１ 資産の評価基準及び評価方法 
(1) たな卸資産 

同左 
(2) 有価証券 

子会社株式及び関連会社株式 
同左 

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 

同左 
２ 固定資産の減価償却の方法 
(1) 有形固定資産 

定率法 
ただし、平成13年４月１日以降

取得した建物(建物附属設備は除
く)については定額法 
なお、耐用年数及び残存価額に

ついては、法人税法に規定する方
法と同一の基準によっておりま
す。 

２ 固定資産の減価償却の方法 
(1) 有形固定資産 

同左 

２ 固定資産の減価償却の方法 
(1) 有形固定資産 

同左 

――― 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

――― 

（会計方針の変更） 
 法人税法の改正に伴い、当中間会
計期間より、平成19年４月１日以降
に取得した有形固定資産について、
改正後の法人税法に基づく減価償
却の方法に変更しております。 
 これによる営業利益、経常利益及
び税引前中間純利益への影響は軽
微であります。 
（追加情報） 
 法人税法の改正に伴い、平成19年
３月31日以前に取得した資産につ
いては、改正前の法人税法に基づく
減価償却の方法の適用により取得
価額の５％に到達した事業年度の
翌事業年度より、取得価額の５％相
当額と備忘価額との差額を５年間
にわたり均等償却し、減価償却費に
含めて計上しております。 
 これによる営業利益、経常利益及
び税引前中間純利益への影響は軽
微であります。 

――― 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

――― 
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前中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

(2) 無形固定資産 
定額法 
なお、自社利用のソフトウェア

については、社内における利用可
能期間(５年)に基づく定額法 

(2) 無形固定資産 
同左 

(2) 無形固定資産 
同左 

３ 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
収可能性を勘案し、回収不能見込
額を計上することとしておりま
す。 

３ 引当金の計上基準 
(1) 貸倒引当金 

同左 

３ 引当金の計上基準 
(1) 貸倒引当金 

同左 

(2) 賞与引当金 
従業員に対する賞与支給に備

えるため、賞与支給見込額の当中
間会計期間負担額を計上してお
ります。 

(2) 賞与引当金 
同左 

(2) 賞与引当金 
従業員に対する賞与支給に備

えるため、賞与支給見込額の当期
負担額を計上しております。 

(3)   ―――― 
 
 

 

(3) 役員賞与引当金 
役員賞与の支出に備えるため、

当事業年度における支給見込額
の当中間会計期間負担額を計上
しております。 

(3) 役員賞与引当金 
役員賞与の支出に備えるため、

当事業年度における支給見込額
に基づき計上しております。 

（会計方針の変更） 
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)を適用しており
ます。 
この結果、従来の方法に比べ、

営業利益、経常利益及び税引前当
期純利益が、10,690千円減少して
おります。 

(4) 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、当中間会計期間末におい
て発生していると認められる額
を計上しております。 
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。 
数理計算上の差異については、

各期の発生時における従業員の
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の翌
期より費用処理しております。 

(4) 退職給付引当金 
同左 

(4) 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、当事業年度末において発
生していると認められる額を計
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。 
数理計算上の差異については、

各期の発生時における従業員の
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の翌
期より費用処理しております。 

(5) 役員退職慰労引当金 
役員の退職慰労金の支出に備

えるため、内規に基づく中間期末
要支給額を計上しております。 

(5) 役員退職慰労引当金 
同左 

(5) 役員退職慰労引当金 
役員の退職慰労金の支出に備

えるため、内規に基づく期末要支
給額を計上しております。 
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前中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

４ 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。 

４ リース取引の処理方法 
同左 

４ リース取引の処理方法 
同左 

５ 中間キャッシュ・フロー計算書
における資金の範囲 
中間キャッシュ・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
預金及び取得日から３ヶ月以内に
満期の到来する定期預金からなっ
ております。 

５ 中間キャッシュ・フロー計算書
における資金の範囲 

同左 

５ キャッシュ・フロー計算書にお
ける資金の範囲 

同左 

６ その他中間財務諸表作成のた
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。 
なお、仮払消費税等と仮受消費税

等は相殺のうえ、流動負債の「その
他」に含めて表示しております。 

６ その他中間財務諸表作成のた
めの基本となる重要な事項 

 
消費税等の会計処理 

同左 

６ その他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。 

 

中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 
 

前中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前事業年度 
(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表示に
関する会計基準） 
 当中間会計期間より「貸借対照表
の純資産の部の表示に関する会計基
準」(企業会計基準第５号 平成17
年12月９日)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」(企業会計基準適用指針第
８号 平成17年12月９日)を適用し
ております。 
 これまでの資本の部の合計に相当
する金額は、13,852,347千円であり
ます。 
 なお、当中間会計期間における中

間貸借対照表の純資産の部について
は、中間財務諸表等規則の改正に伴
い、改正後の中間財務諸表等規則に

より作成しております。 

――― （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。 
 これまでの資本の部の合計に相当
する金額は、15,006,408千円であり
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
財務諸表等規則により作成しており
ます。 
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注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

項目 
前中間会計期間末 
(平成18年９月30日) 

当中間会計期間末 
(平成19年９月30日) 

前事業年度末 
(平成19年３月31日) 

※１ 有形固定資産の
減価償却累計額 

 
9,307,665千円 

 
9,329,731千円 

 
9,041,675千円 

２ 偶発債務 
 

青島味豊調味食品有限公
司の金融機関からの借入金
(57,771千円)に対して、債
務保証を行っております。 

青島味豊調味食品有限公
司の金融機関からの借入金
(56,560千円)に対して、債
務保証を行っております。 

青島味豊調味食品有限公
司の金融機関からの借入金
(57,844千円)に対して、債
務保証を行っております。 

※３ 中間期末日(期
末日)満期手形 

中間期末日満期手形の会
計処理は、手形交換日をも
って決済処理しておりま
す。 
なお、当中間会計期間の末

日は、金融機関の休日であ
ったため、次の中間期末日
満期手形が中間期末残高に
含まれております。 
 

 受取手形 22,044千円  

中間期末日満期手形の会
計処理は、手形交換日をも
って決済処理しておりま
す。 
なお、当中間会計期間の末

日は、金融機関の休日であ
ったため、次の中間期末日
満期手形が中間期末残高に
含まれております。 
 

 受取手形 14,446千円  

期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。 
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 6,377千円  

 

 （中間損益計算書関係） 

項目 
前中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

※１ 営業外収益で重
要なもの 

   

受取利息 8,201千円 28,767千円 23,092千円 
受取配当金 33,078 434,787 45,672 
賃貸収入 2,312 2,184 4,386 

※２ 特別利益で重要
なもの 

   

親会社株式売
却益 

― 千円 ― 千円 1,800,651千円 

天然ガス化推
進補助金 

48,234 ―  48,234 

 ３ 減価償却実施額    
有形固定資産 
無形固定資産 

369,538千円 
3,784 

354,568千円 
3,984 

750,238千円 
7,642 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ユタカフーズ（株）（２８０６） 平成２０年３月期中間決算短信（非連結） 

 21 

  （中間株主資本等変動計算書関係） 

前中間会計期間（自 平成 18年４月１日 至 平成 18 年９月 30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) 
当中間会計期間増加 
株式数(株) 

当中間会計期間減少 
株式数(株) 

当中間会計期間末 
株式数(株) 

発行済株式     
普通株式 8,832,311 ― ― 8,832,311 

合計 8,832,311 ― ― 8,832,311 
自己株式     

普通株式 (注) 46,853 292 ― 47,145 
合計 46,853 292 ― 47,145 

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加292株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 
 

 

２ 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 28 日
定時株主総会 

普通株式 87,854 10.00 平成 18 年３月 31 日 平成 18 年 6 月 28 日

 

 (2) 基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間会計期間末後となるもの 

決議 株式の種類 配当金の総額 
（千円） 

配当の原資 １株当たり 
配当額(円) 

基準日 効力発生日 

平成18年11月９日 普通株式 87,851 利益剰余金 10.00 平成 18 年９月 30 日平成 18 年 12 月４日

 

当中間会計期間（自 平成 19年４月１日 至 平成 19 年９月 30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) 
当中間会計期間増加 
株式数(株) 

当中間会計期間減少 
株式数(株) 

当中間会計期間末 
株式数(株) 

発行済株式     
普通株式 8,832,311 ― ― 8,832,311 

合計 8,832,311 ― ― 8,832,311 
自己株式     

普通株式 (注) 47,635 248 ― 47,883 
合計 47,635 248 ― 47,883 

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加248株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 
 

 

２ 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 19 年６月 27 日
定時株主総会 

普通株式 263,540 30.00 平成 19 年３月 31 日 平成 19 年６月 28 日

 

 (2) 基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間会計期間末後となるもの 

決議 株式の種類 配当金の総額 
（千円） 

配当の原資 １株当たり 
配当額(円) 

基準日 効力発生日 

平成 19 年 11 月 5 日 普通株式 131,767 利益剰余金 15.00 平成 19 年９月 30 日平成 19 年 12 月 4 日
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前事業年度（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 8,832,311 ― ― 8,832,311 

合計 8,832,311 ― ― 8,832,311 
自己株式     

普通株式 (注) 46,853 782 ― 47,635 
合計 46,853 782 ― 47,635 

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加782株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 
 

 

２ 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 28 日
定時株主総会 

普通株式 87,854 10.00 平成 18 年３月 31 日 平成 18 年 6 月 28 日

平成18年11月９日 
取締役会 

普通株式 87,851 10.00 平成18年９月30日 平成18年12月４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 配当金の総額 
（千円） 

配当の原資 １株当たり 
配当額(円) 

基準日 効力発生日 

平成 19 年６月 27 日
定時株主総会 

普通株式 263,540 利益剰余金 30.00 平成 19 年３月 31 日平成 19 年６月 28 日

 

  （中間キャッシュ・フロー計算書関係） 

前中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前事業年度 
(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中間期末
残高と中間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中間期末
残高と中間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 

  
現金及び預金勘定 2,138,963千円
預入期間が３か月を 
超える定期預金 

△294,000 

現金及び現金同等物 1,844,963 
  

現金及び預金勘定 2,915,838千円
預入期間が３か月を 
超える定期預金 

△284,000 

現金及び現金同等物 2,631,838 
  

現金及び預金勘定 3,010,868千円
預入期間が３か月を 
超える定期預金 

△244,000 

現金及び現金同等物 2,766,868 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ユタカフーズ（株）（２８０６） 平成２０年３月期中間決算短信（非連結） 

 23 

  （リース取引関係） 

前中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前事業年度 
(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（借主側） 
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中間期

末残高相当額 

 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（借主側） 
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中間期

末残高相当額 

 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（借主側） 
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 

 
工具器具及び 
備品(千円) 

取得価額相当額 71,298 
減価償却累計額 
相当額 

35,359

中間期末残高 
相当額 

35,938
 

 
工具器具及び 
備品(千円) 

取得価額相当額 62,364 
減価償却累計額 
相当額 

40,536

中間期末残高 
相当額 

21,827
 

 
工具器具及び 
備品(千円) 

取得価額相当額 71,298
減価償却累計額 
相当額 

42,489

期末残高相当額 28,808
 

 なお、取得価額相当額は、未経過
リース料中間期末残高が有形固定資

産の中間期末残高等に占める割合が
低いため「支払利子込み法」により
算定しております。 

同左  なお、取得価額相当額は、未経過
リース料期末残高が有形固定資産の

期末残高等に占める割合が低いため
「支払利子込み法」により算定して
おります。 

② 未経過リース料中間期末残高相
当額 

② 未経過リース料中間期末残高相
当額 

② 未経過リース料期末残高相当額 

 １年以内 14,110千円

 １年超 21,827 

 合計 35,938 
 

 １年以内 12,472千円

 １年超 9,354 

 合計 21,827 
 

 １年以内 13,217千円

 １年超 15,591 

 合計 28,808 
 

 なお、未経過リース料中間期末残

高相当額は、未経過リース料中間期
末残高が有形固定資産の中間期末残
高等に占める割合が低いため「支払

利子込み法」により算定しておりま
す。 

同左  なお、未経過リース料期末残高相

当額は、未経過リース料期末残高が
有形固定資産の期末残高等に占める
割合が低いため「支払利子込み法」

により算定しております。 

③ 支払リース料及び減価償却費相

当額 
支払リース料 7,129千円
減価償却費相当額 7,129 

 

③ 支払リース料及び減価償却費相

当額 
支払リース料 6,980千円
減価償却費相当額 6,980 

 

③ 支払リース料及び減価償却費相

当額 
支払リース料 14,259千円
減価償却費相当額 14,259 

 
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。 

④ 減価償却費相当額の算定方法 
同左 

④ 減価償却費相当額の算定方法 
同左 
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（有価証券関係） 

１ その他有価証券で時価のあるもの 
 

前中間会計期間末 
(平成18年９月30日) 

当中間会計期間末 
(平成19年９月30日) 

前事業年度末 
(平成19年３月31日) 

区分 
取得原価 

(千円) 

中間貸借対
照表計上額 
(千円) 

差額 
(千円) 

取得原価 
(千円) 

中間貸借対
照表計上額 
(千円) 

差額 
(千円) 

取得原価 
(千円) 

貸借対照表
計上額 
(千円) 

差額 
(千円) 

株式 1,306,140 3,019,687 1,713,546 954,827 1,095,021 140,194 954,827 1,203,642 248,815 

債券 － － － － － － － － － 

その他 － － － － － － － － － 

計 1,306,140 3,019,687 1,713,546 954,827 1,095,021 140,194 954,827 1,203,642 248,815 

 

２ 時価評価されていない主な有価証券 
 

前中間会計期間末 
(平成18年９月30日) 

当中間会計期間末 
(平成19年９月30日) 

前事業年度末 
(平成19年３月31日) 

区分 
中間貸借対照表計上額 

(千円) 
中間貸借対照表計上額 

(千円) 
貸借対照表計上額 

(千円) 

(1)(子会社株式及び関連会社株式) 48,464 33,150 32,500 

(2)(その他有価証券) 
非上場株式 

 
4,213 

 
3,863 

 
4,213 

 

  （デリバティブ取引関係） 

  前中間会計期間（自 平成 18 年 4月 1 日 至 平成 18年 9 月 30日） 

当社は、デリバティブ取引を全く利用しておりませんので、該当事項はありません。 

当中間会計期間（自 平成 19 年 4月 1 日 至 平成 19 年 9 月 30日） 

当社は、デリバティブ取引を全く利用しておりませんので、該当事項はありません。 

前事業年度（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利用しておりませんので、該当事項はありません。 

 

 （持分法投資損益等） 

前中間会計期間（自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日） 

利益基準及び利益剰余金基準等からみて重要性の乏しい関連会社であるため、記載を省略しており

ます。 

当中間会計期間（自 平成19年4月1日 至 平成19年9月30日） 

利益基準及び利益剰余金基準等からみて重要性の乏しい関連会社であるため、記載を省略しており

ます。 

前事業年度（自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日） 

利益基準及び利益剰余金基準等からみて重要性の乏しい関連会社であるため、記載を省略しており

ます。 
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 （1株当たり情報）  
前中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前事業年度 
(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 1,576円79銭 １株当たり純資産額 1,784円83銭 １株当たり純資産額   1,708円25銭 

 １株当たり中間純利益  75円26銭  １株当たり中間純利益 114円01銭 １株当たり当期純利益  316円95銭 

なお、潜在株式調整後１株当たり中
間純利益については、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株当たり中
間純利益については、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 

項目 前中間会計期間末 
(平成18年９月30日) 

当中間会計期間末 
(平成19年９月30日) 

前事業年度末 
(平成19年３月31日) 

純資産の部の合計額(千円) 13,852,347 15,678,697 15,006,408 
純資産の部の合計額から控除
する金額(千円) 

― ― ― 

普通株式に係る中間期末(期
末)の純資産額(千円) 

13,852,347 15,678,697 15,006,408 

普通株式の発行済株式数(株) 8,832,311 8,832,311 8,832,311 
普通株式の自己株式数(株) 47,145 47,883 47,635 
１株当たり純資産額の算定に
用いられる普通株式の数(株) 

8,785,166 8,784,428 8,784,676 

２．１株当たり中間(当期)純利益 

項目 
前中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

中間(当期)純利益(千円) 661,193 1,001,531 2,784,450 
普通株主に帰属しない金額
(千円) 

― ― ― 

普通株式に係る中間(当期)純
利益(千円) 

661,193 1,001,531 2,784,450 

期中平均株式数(株) 8,785,333 8,784,509 8,785,210 

 

  （重要な後発事象） 

    該当事項はありません。 
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平成２０年３月期中間決算参考資料 

                                                                 平成１９年１１月５日 

                                                ユタカフーズ株式会社 

                                                     （コード番号２８０６東・名市場第２部） 

１．当中間期の業績 

   売 上 高      １１，５５８百万円（前期比 ２．１％減） 

   営業利益     ９５５百万円（前期比 ５．７％減） 

     経常利益   １，４３０百万円（前期比３４．０％増） （５期連続） 

   当期純利益  １，００１百万円（前期比５１．５％増） （３期連続） 

 

２．通期の部門別売上予想 

                                                                        （単位：百万円） 

              平成 20 年３月  
    部 門    
      

中間期(実績) 下半期(計画)   合 計 

 
  前 期 
 

 増  減 
 
 比率（％） 

液体調味食品    2,120      1,668     3,788   3,823    △ 0.9 
粉体調味食品      1,816      2,066     3,882     3,789       2.5  

 機能性食品        280        226       506       614    △17.7 
粉粒体食品      2,096      2,292     4,388     4,404    △ 0.4 
チルド食品      1,765      1,712     3,477     3,341       4.1 
袋麺        256        310       566       549       3.0  

 カップ麺      3,952      4,135     8,087     9,262    △12.7 
即 席 麺      4,208      4,445     8,653     9,812    △11.8 
水産加工品        745        802     1,547     1,885    △17.9  

 その他        597        497     1,094     1,087       0.6 
そ の 他      1,342      1,299     2,642     2,972    △11.1 
倉庫収入         25         25        50        55    △ 8.7 
合 計     11,558     11,442    23,000    24,409    △ 5.8 

 

３．設備投資額及び減価償却費の通期予想と実績推移 

                                                                  （単位：百万円） 

              平成 20 年３月   
平成 18 年３月 

 
平成 19 年３月 中間期(実績) 下半期(計画)    合 計 

  設備投資額       983       439      212      238      450 

  減価償却費       765       757      358      402      760 
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４．通期業績予想と実績推移 

                                                                      （単位：百万円） 

      売上高    営業利益    経常利益    当期純利益  

 中間期  通 期 中間期 通 期 中間期 通 期 中間期 通 期 
平成 20 年３月期 11,558 23,000 955 1,850 1,430 2,370 1,001 1,580 
平成 19 年３月期    11,803 24,409   1,013 2,101   1,067 2,198     661 2,784 

平成 18 年３月期    11,469    23,811   1,003   2,048   1,045   2,115     631   1,262 
平成 17 年３月期    10,400    22,087     950   2,032     974   2,069     800   1,428 
平成 16 年３月期    10,533    21,858     906   1,995     932   2,030     516   1,111 
平成 15 年３月期 10,047 19,826 1,130 1,958 1,157 2,001 674 1,065 

 

 

 


