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１．平成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 6,779 △0.5 504 24.8 545 35.5 328 23.1

18年９月中間期 6,813 14.6 403 11.9 402 9.9 267 34.9

19年３月期 14,040 － 871 － 870 － 538 －

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 101 83 － －

18年９月中間期 82 70 － －

19年３月期 166 81 － －

（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 7,504 5,549 73.9 1,718 57

18年９月中間期 7,906 5,007 63.3 1,550 67

19年３月期 7,769 5,278 67.9 1,634 79

（参考）自己資本 19年９月中間期 5,549百万円 18年９月中間期 5,007百万円 19年３月期 5,278百万円

(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 912 △324 △589 1

18年９月中間期 312 △1,003 670 1

19年３月期 900 △1,394 473 2

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 銭

19年３月期 － － 18 00 18 00

20年３月期 － －  －

20年３月期（予想） － 20 00 20 00

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 15,000 6.8 1,000 14.7 1,000 14.8 600 11.4 185 82
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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、14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」の（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９月中間期 3,230,000株 18年９月中間期 3,230,000株 19年３月期 3,230,000株

②　期末自己株式数 19年９月中間期 1,000株 18年９月中間期 1,000株 19年３月期 1,000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、22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３ページ「１．経営成績（１）経営成績に関する分析」を参照してください。

フクシマフーズ㈱（２９２１）平成 20 年３月期中間決算短信（非連結）

－ 2 －



１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

　当中間会計期間におけるわが国の経済は、緩やかに拡大しております。海外経済の拡大が続く中で、輸出は増加

を続けており、設備投資も引き続き増加基調にあり、個人消費についても底堅く推移しております。物価は国際商

品市況高などを背景に先行きも上昇基調にあります。

　しかしながら、食品業界におきましては、原油の高騰による包装資材の価格の上昇、原料である小麦粉の値上げ

等、厳しい状況が続いております。 

　このような状況の中で、当社は製造コストの削減、合理化・省力化を進めてまいりました。また、「安全で安心

な食品を安定してお客様に提供する。また、地球環境にやさしい事業活動を推進する。」ことを基本方針に、品質

管理体制の強化、地球環境問題への取り組みを積極的に行ってまいりました。 

　その結果、当中間会計期間の売上高は前年同期比0.5％減の6,779,737千円となりました。営業利益は、前年同期

比24.8％増の504,236千円となりました。経常利益は、前年同期比35.5％増の545,401千円となりました。また、中

間純利益は前年同期比23.1％増の328,810千円となりました。

　  部門別業績の概況は次のとおりであります。

   [即席麺部門]

 　   袋麺の冷しラーメン、昔ながらの中華そばの受注が増加したものの、カップ麺のでか一製品やでかまる製品の

　　受注が減少したことにより、売上高は前年同期比8.4％減の3,548,488千円となりました。

 　[米飯部門]

 　 　無菌包装米飯の受注が順調に推移したことにより、売上高は前年同期比12.9％増の2,946,653千円となりまし

　　た。

 　[その他] 

 　 　濃厚流動食、ＦＤ（フリーズドライ）カップスープ製品ともに受注が減少したことにより、売上高は前年同期

　　比13.7％減の284,595千円となりました。

　通期の見通し

　　通期の見通しにつきましては、業績は予定通り推移しており、平成19年５月14日発表の平成19年３月期決算短信

において公表しました業績予想に変更はありません。

(2）財政状態に関する分析

①資産、負債及び純資産の状況

　  当中間会計期間の資産につきましては、流動資産は1,868,683千円となり、前事業年度末と比べ44,883千円の増加

となりました。これは主に、ＣＭＳ預け金の計上によるものであります。固定資産は5,636,080千円となり、前事業

年度末と比べ309,977千円の減少となりました。これは主に、有形固定資産の減価償却費の計上によるものでありま

す。

　　負債につきましては、流動負債は1,392,652千円となり、前事業年度末に比べ522,623千円の減少となりました。

これは主に無菌包装米飯第二工場の建設に伴う関係会社短期借入金の減少によるものであります。固定負債は562,833

千円となり、前事業年度末に比べ13,023千円の減少となりました。これは主に、退職給付引当金の減少によるもの

であります。

　　純資産につきましては、中間純利益328,810千円を計上したことにより5,549,278千円となり、前事業年度末に比

べ270,552千円の増加となりました。

②キャッシュ・フローの状況

　　当中間会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という）については、前事業年度末残高2,113千円に

比べて625千円減少し、当中間会計期間末残高1,487千円となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動による資金は、912,935千円の収入となり前年同期比600,844千円の増加となりました。これは主に、そ

の他の流動資産が減少し、未払消費税等が増加したこと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）

　投資活動による資金は、324,529千円の支出となり前年同期に比べて678,841千円の支出の減少となりました。こ

れは主に、有形固定資産の取得による支出が減少しＣＭＳ預け金が増加したこと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）

　財務活動による資金は、589,031千円の支出（前年同期は670,454千円の収入）となりました。これは主に、関係

会社短期借入金の減少によるものであります。　
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　なお、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17年３月期 平成18年３月期 平成19年３月期
平成19年９月

中間期

自己資本比率（％） 67.2 63.2 67.9 73.9

時価ベースの自己資本比率（％） 73.3 74.0 62.3 53.8

キャッシュ・フロー対有利子負債比

率（年）
－ － 59.0 0

インタレスト・カバレッジ・レシオ

（倍）
－ － 211.9 900.3

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　

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い

（注１）株式時価総額は、自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。

（注２）キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。

（注３）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。

　

(3）利益配分に関する基本方針及び当期の配当

　当社の利益配分に関しましては、利益を株主の皆様に対して安定的に還元することを第一と考え、加えて将来の事

業展開に備えての内部留保の充実を図り財務体質の強化を図ることを基本方針としております。なお、平成18年５月

１日より施行された会社法施行後の当社の配当方針に関しましても従来どおりとし、当事業年度は株主の皆様の日頃

のご支援にお応えするため、１株当たり２円の増配を実施し、１株当たり20円とさせていただく予定であります。 

(4）事業等のリスク

①経済状況 

　　当社は加工食品を中心とした食品製造業を営んでおります。そのため、ＢＳＥ問題、鳥インフルエンザの発生、

残留農薬問題などの食品に係る諸問題の発生に伴い、一部の製品受注等に影響がありました。また冷夏などの天候

にも影響を受ける製品もあります。当社は、消費者の不信を取り除き、安心して購入していただけるようにＩＳＯ

の認証を取得し、より一層の原材料等の管理体制の強化を図ってまいりましたが、自然または人為的な諸問題によ

り影響を受ける可能性があります。

　また、食品業界全体において、個人消費の低迷、商品単価の下落が続き、販売競争がますます厳しくなっており

ます。このような厳しい販売競争に対応するために、当社は、生産体制の再構築を進め、より一層のコスト削減を

推進してまいりますが、デフレ経済の継続、雇用不安などによる消費者心理の低迷など消費動向に影響を受け委託

先からの受注が減少する可能性があります。

②親会社との関係

　　当社の主要販売先は、親会社である東洋水産株式会社であります。東洋水産株式会社との関係は良好に推移して

おり、今後とも取引の維持、拡大に努める所存ですが、東洋水産株式会社の事業展開の変更により、当社の経営成

績に影響が発生する可能性があります。なお、当中間会計期間における東洋水産株式会社に対する販売実績は

6,576,674千円であり、総販売実績に対する割合は97.0％であります。

③製品事故

　当社はＩＳＯの認証を取得し安全な食品作りに積極的に取り組んでおり、製品事故を未然に防ぐための設備の充

実、管理体制の強化などを図っております。しかし原材料の腐敗や農薬などの問題、製造工程での異物の混入、ア

レルゲン問題、流通段階での破袋等によるカビの発生など、製品事故が発生する可能性があります。そのため製造

物責任賠償保険等にも加入しております。万が一製造物責任賠償につながるような大規模な製品事故が発生した場

合には、製品回収など多額のコストの発生や当社の評価に影響を与え、それによる売上高の減少など、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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④販売価格

　食品業界全体が、個人消費の低迷、商品単価の下落が続き、販売競争がますます厳しくなっております。それに

伴い、当社の製品についても、受託価格が下落し、当社の収益に影響を及ぼす可能性があります。また、当社の製

品に使用している一部の原材料（米、小麦粉など）についても収穫高などによる市場価格の変動の影響を受け、こ

れが製造コストに影響し、当社の収益に影響を及ぼす可能性があります。

⑤公的規制

　当社は各事業活動において食品衛生、食品規格、通商、独占禁止、特許、消費者、租税、環境、リサイクル関連

などの法規制の適用を受けており、当社はこれら規制を遵守しております。万が一これら規制を遵守することを怠っ

た場合、当社の事業活動が制限される可能性があります。また、これらの規制が遵守できなかった場合に設備の充

実などでコストの増加につながる可能性があり、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

⑥固定資産の減損

　当社においては平成16年4月1日以降開始する事業年度から「固定資産の減損に係る会計基準」を適用し、減損処

理の必要性について検討をしております。その結果、当中間会計期間の損益に与える影響はありませんでした。た

だし、今後の固定資産の時価の動向、固定資産の利用状況及び固定資産から得られるキャッシュ・フローの状況な

どによっては、減損損失を計上する可能性もあり、その場合、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

２．企業集団の状況
当社の親会社である東洋水産株式会社が営んでいる主な事業内容は、魚介類の仕入・加工・販売、即席麺を中心とす

る加工食品の製造・販売、冷蔵倉庫業ならびに不動産賃貸業であります。当社は東洋水産株式会社の子会社として、同

社からの製造委託に基づくマルちゃんブランドの即席麺および包装米飯の製造を主な事業内容としております。 

＜即席麺、米飯部門＞ 

 

当   社 東洋水産㈱ 得 意 先 

〔製造委託〕 

原材料仕入 

製品販売 販 売 

＜その他＞ 

　　流動食部門において、東洋水産株式会社以外からの製造委託を受けて、濃厚流動食を製造しております。 

３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針、(2）目標とする経営指標、(3）中長期的な会社の経営戦略、(4）会社の対処すべき課題

　平成19年３月期決算短信（平成19年５月14日開示）により開示を行った内容から重要な変更がないため開示を省略

しております。

　当該決算短信は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。

　（当社ホームページ）

http://www.fukushimafoods.jp/　

  （ジャスダック証券取引所ホームページ（「ＪＤＳ」検索ページ））

http://jds.jasdaq.co.jp/tekiji/
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４．中間財務諸表
(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  

１．現金及び預金  1,207   1,487   2,113   

２．売掛金  1,278,135   1,300,034   1,421,414   

３．たな卸資産  222,340   231,634   246,073   

４．ＣＭＳ預け金  －   272,742   －   

５．その他 ※２ 165,793   62,784   154,199   

流動資産合計   1,667,476 21.1  1,868,683 24.9  1,823,800 23.5

Ⅱ　固定資産  

１．有形固定資産 ※１ 

(1）建物  1,781,650   1,652,130   1,720,468   

(2）機械及び装置  3,509,470   3,132,271   3,350,797   

(3）土地  467,569   467,569   467,569   

(4）建設仮勘定  58,590   －   －   

(5）その他  167,814   151,216   160,357   

有形固定資産合計  5,985,095  75.7 5,403,188  72.0 5,699,193  73.4

２．無形固定資産  1,400  0.0 1,118  0.0 1,255  0.0

３．投資その他の資産           

(1）繰延税金資産  242,650   226,872   238,760   

(2）その他  9,444   4,900   6,848   

投資その他の資産合
計

 252,094  3.2 231,773  3.1 245,609  3.1

固定資産合計   6,238,590 78.9  5,636,080 75.1  5,946,057 76.5

資産合計   7,906,066 100.0  7,504,764 100.0  7,769,858 100.0
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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  

１．買掛金  847,314   838,193   924,701   

２．関係会社短期借入金  728,380   －   531,180   

３．未払金  288,064   －   －   

４．未払法人税等  176,861   195,350   171,806   

５．役員賞与引当金  －   1,760   6,590   

６．その他 ※２ 270,433   357,347   280,997   

流動負債合計   2,311,054 29.2  1,392,652 18.6  1,915,275 24.7

Ⅱ　固定負債  

１．退職給付引当金  586,446   558,393   573,259   

２．役員退職慰労引当金  1,443   4,440   2,597   

固定負債合計   587,889 7.5  562,833 7.5  575,856 7.4

負債合計   2,898,944 36.7  1,955,485 26.1  2,491,132 32.1

（純資産の部）  

Ⅰ　株主資本           

１．資本金   222,700 2.8  222,700 3.0  222,700 2.9

２．資本剰余金           

(1）資本準備金  213,620   213,620   213,620   

　資本剰余金合計   213,620 2.7  213,620 2.8  213,620 2.7

　３．利益剰余金　  

(1）利益準備金  37,500   37,500   37,500   

(2）その他利益剰余
金

          

　　　別途積立金  4,110,000   4,590,000   4,110,000   

　　　繰越利益剰余金  423,400   485,691   695,003   

　利益剰余金合計   4,570,900 57.8  5,113,191 68.1  4,842,503 62.3

　４．自己株式   △722 △0.0  △722 △0.0  △722 △0.0

　　株主資本合計   5,006,497 63.3  5,548,789 73.9  5,278,100 67.9

Ⅱ　評価・換算差額等           

１．その他有価証券評価
差額金

  624 0.0  488 0.0  624 0.0

　　評価・換算差額等合計   624 0.0  488 0.0  624 0.0

　　純資産合計   5,007,122 63.3  5,549,278 73.9  5,278,725 67.9

　　負債純資産合計   7,906,066 100.0  7,504,764 100.0  7,769,858 100.0
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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
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   6,813,901 100.0  6,779,737 100.0  14,040,743 100.0

Ⅱ　売上原価   6,253,204 91.8  6,130,556 90.4  12,869,001 91.7

売上総利益   560,696 8.2  649,181 9.6  1,171,742 8.3

Ⅲ　販売費及び一般管理
費

  156,715 2.3  144,945 2.2  300,115 2.1

営業利益   403,981 5.9  504,236 7.4  871,627 6.2

Ⅳ　営業外収益 ※１  8,912 0.2  43,618 0.6  18,034 0.1

Ⅴ　営業外費用 ※２  10,498 0.2  2,453 0.0  18,781 0.1

経常利益   402,394 5.9  545,401 8.0  870,880 6.2

Ⅵ　特別利益 ※３  45,875 0.7  － －  45,875 0.3

Ⅶ　特別損失 ※４  8,740 0.1  7,914 0.1  19,848 0.1

税引前中間（当
期）純利益

  439,529 6.5  537,486 7.9  896,906 6.4

法人税、住民税及
び事業税

 167,003   197,572   352,434   

法人税等調整額  5,490 172,494 2.6 11,104 208,676 3.1 5,834 358,269 2.6

中間（当期）純利
益

  267,034 3.9  328,810 4.8  538,637 3.8
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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 

利益
準備金

その他利益剰余金
利益
剰余金
合計 

別途
積立金

繰越利益
剰余金

 平成18年３月31日残高

　(千円)
222,700 213,620 213,620 37,500 3,590,000 738,968 4,366,468 △722 4,802,065

中間会計期間中の変動額

 　別途積立金の積立

　（注）　
    520,000 △520,000 －  －

 　剰余金の配当(注）      △58,122 △58,122  △58,122

　 役員賞与(注）      △4,480 △4,480  △4,480

 　中間純利益      267,034 267,034  267,034

 　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）
－ － － － 520,000 △315,567 204,432 － 204,432

 平成18年９月30日残高　　

（千円）
222,700 213,620 213,620 37,500 4,110,000 423,400 4,570,900 △722 5,006,497

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

 （千円)
834 834 4,802,900

 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）   △58,122

　 役員賞与(注）   △4,480

 　中間純利益   267,034

 　株主資本以外の項目の中

間会計期間中の変動額

（純額）

△209 △209 △209

 中間会計期間中の変動額合

計 （千円）
△209 △209 204,222

 平成18年９月30日残高　

　 （千円）
624 624 5,007,122

 (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 

利益
準備金

その他利益剰余金
利益
剰余金
合計 

別途
積立金

繰越利益
剰余金

 平成19年３月31日残高

　(千円)
222,700 213,620 213,620 37,500 4,110,000 695,003 4,842,503 △722 5,278,100

中間会計期間中の変動額

 　別途積立金の積立　     480,000 △480,000 －  －

 　剰余金の配当      △58,122 △58,122  △58,122

 　中間純利益      328,810 328,810  328,810

 　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）
－ － － － 480,000 △209,311 270,688 － 270,688

 平成19年９月30日残高　　

（千円）
222,700 213,620 213,620 37,500 4,590,000 485,691 5,113,191 △722 5,548,789

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19年３月31日残高

 （千円)
624 624 5,278,725

 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   △58,122

 　中間純利益   328,810

 　株主資本以外の項目の中

間会計期間中の変動額

（純額）

△135 △135 △135

 中間会計期間中の変動額合

計 （千円）
△135 △135 270,552

 平成19年９月30日残高　

　 （千円）
488 488 5,549,278
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　前事業年度の株主資本等変動計算書（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

株主資本 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

自己株式 
株主資本
合計 資本

準備金 

資本
剰余金
合計 

利益
準備金

その他利益剰余金
利益
剰余金
合計 

別途
積立金

繰越利益
剰余金

 平成18年３月31日残高

　(千円)
222,700 213,620 213,620 37,500 3,590,000 738,968 4,366,468 △722 4,802,065

事業年度中の変動額

 　別途積立金の積立

　（注）　
    520,000 △520,000 －  －

 　剰余金の配当(注）      △58,122 △58,122  △58,122

　 役員賞与(注）      △4,480 △4,480  △4,480

 　当期純利益      538,637 538,637  538,637

 　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）
－ － － － 520,000 △43,964 476,035 － 476,035

 平成19年３月31日残高　　

（千円）
222,700 213,620 213,620 37,500 4,110,000 695,003 4,842,503 △722 5,278,100

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

 （千円)
834 834 4,802,900

 事業年度中の変動額

 　別途積立金の積立

　（注）　
  －

 　剰余金の配当(注）   △58,122

　 役員賞与(注）   △4,480

 　当期純利益   538,637

 　株主資本以外の項目の事

業年度中の変動額（純

額）

△209 △209 △209

 事業年度中の変動額合計

（千円）
△209 △209 475,825

 平成19年３月31日残高　

　 （千円）
624 624 5,278,725

 (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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(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

    

税引前中間（当期）
純利益

 439,529 537,486 896,906

減価償却費  288,533 342,669 674,482

受取利息及び受取配
当金

 △248 △36,216 △261

支払利息  1,161 1,013 4,251

投資有価証券売却益  △45,875 － △45,875

有形固定資産除売却
損

 8,740 7,914 19,848

売上債権の減少額
（△増加額）

 93,131 121,380 △50,147

たな卸資産の減少額
（△増加額）

 △17,512 14,439 △41,245

仕入債務の増加額
（△減少額）

 △66,485 △86,508 10,902

役員賞与引当金の増
加額（△減少額）

 － △4,830 6,590

退職給付引当金の減
少額

 △5,119 △14,865 △18,306

役員退職慰労引当金
の増加額（△減少
額）

 △2,112 1,842 △958

未払消費税等の増加
額（△減少額）

 △46,492 73,737 △46,492

その他の流動資産の
減少額（△増加額）

 △119,004 93,623 △101,728

その他の流動負債の
増加額（△減少額）

 11,797 △313 15,109

役員賞与の支払額  △4,480 － △4,480

小計  535,563 1,051,374 1,318,596

利息及び配当金の受
取額

 248 36,216 261

利息の支払額  △1,161 △1,013 △4,251

法人税等の支払額  △222,559 △173,641 △413,633

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 312,090 912,935 900,972
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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

    

有形固定資産の取得
による支出

 △1,617,561 △59,929 △2,009,289

有形固定資産の売却
による収入

 815 8,143 815

投資有価証券の売却
による収入

 83,375 － 83,375

ＣＭＳ預け金の純増
減額

 529,409 △272,742 529,409

その他  590 － 1,639

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 △1,003,371 △324,529 △1,394,049

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

    

関係会社短期借入金
の純増減額

 728,380 △531,180 531,180

配当金の支払額  △57,926 △57,851 △58,023

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 670,454 △589,031 473,156

Ⅳ　現金及び現金同等物の
減少額

 △20,825 △625 △19,920

Ⅴ　現金及び現金同等物の
期首残高

 22,033 2,113 22,033

Ⅵ　現金及び現金同等物の
中間期末（期末）残高

 ※ 1,207 1,487 2,113
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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

　月次移動平均法による原価法に

よっております。

(1）たな卸資産

同左

(1）たな卸資産

同左

(2）有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

中間決算日の市場価格等に基

づく時価法（評価差額は全部

純資産直入法により処理し、

売却原価は移動平均法により

算定しております。）

(2）有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

同左

(2）有価証券

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

しております。）

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

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

　定率法によっております。

　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、定額法によっ

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　　　　　15年～31年

機械装置　　　９年～16年

(1）有形固定資産

　定率法によっております。

　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、定額法によっ

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　　　　　15年～31年

機械装置　　　９年～16年

(1）有形固定資産

　定率法によっております。

　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、定額法によっ

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　　　　　15年～31年

機械装置　　　９年～16年

　（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。

　 この変更に伴う影響額は軽微で

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。

　　この変更に伴う影響額は軽微で

あります。

(2）無形固定資産

　定額法によっております。

　ただし、ソフトウェア（自社利

用分）については、社内における

利用可能期間（５年）に基づく定

額法によっております。

(2）無形固定資産

同左

(2）無形固定資産

同左
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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）

 ３　引当金の計上基準 ―――――― (1）役員賞与引当金

　役員賞与の支出に備えて、当事

業年度における支給見込額に基づ

き当中間会計期間の負担額を計上

しております。

(1）役員賞与引当金

　役員賞与の支出に備えて、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）　

　当事業年度より、「役員賞与に

関する会計基準」（企業会計基準

第４号平成17年11月29日）を適用

しております。

　これにより従来の方法と比較し

て営業利益、経常利益及び税引前

当期純利益は、それぞれ6,590千

円減少しております。  　

 (2）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えて、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

理計算上の差異は各事業年度の発

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

それぞれ発生の翌事業年度から費

用処理することとしておりま

す。 

(2）退職給付引当金

         　同左

(2）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えて、当

事業年度末における退職給付債務

及び年金資産の見込額に基づき計

上しております。

　過去勤務債務は、その発生時の

従業員の平均残存勤務期間以内の

一定の年数（10年）による定額法

により費用処理しております。数

理計算上の差異は発生時における

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

の翌事業年度から費用処理してお

ります。

(3）役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支給に備え

て、内規に基づく中間期末要支給

額を計上しております。

(3）役員退職慰労引当金

同左

(3）役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支給に備え

て、内規に基づく期末要支給額を

計上しております。

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。

同左 同左

５　中間キャッシュ・フロー

計算書（キャッシュ・フ

ロー計算書）における資

金の範囲

　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

なっております。

同左 　　　　　　　同左

６　その他中間財務諸表（財

務諸表）作成のための基

本となる重要な事項

消費税等の会計処理について

　消費税及び地方消費税の会計処理

は、税抜方式によっております。

消費税等の会計処理について

同左

消費税等の会計処理について

同左
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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、当中間会計期間末にお

ける従来の表示による資本の部の合計

に相当する額は、純資産の部の合計と

一致しております。 

　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。

　これによる損益に与える影響はあり

ません。

　これまでの「資本の部」の合計に相

当する金額は、5,278,725千円であり

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。 

表示方法の変更

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）

  ―――――― （中間貸借対照表）

　前中間会計期間まで区分掲記しておりました「未払金」

（当事業年度10,177千円）は、当中間会計期間末におい

て負債の総額の100分の５以下となりましたので、流動負

債の「その他」に含めて表示することといたしました。

（中間キャッシュ・フロー計算書）

「貸付による支出」「貸付金の回収による収入」は期間

が短く、かつ、回転が速い項目に係るキャッシュ・フロー

であるため、「ＣＭＳ預け金の純増減額」として純額で

表示することといたしました。

  なお、当中間会計期間の「貸付による支出」は

△690,430千円、「貸付金の回収による収入」は1,219,840

千円であります。 

  ――――――

フクシマフーズ㈱（２９２１）平成 20 年３月期中間決算短信（非連結）

－ 16 －



注記事項

（中間貸借対照表関係）

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

　　　　　 4,246,869千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

　　　　　 4,906,233千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

　　　　　 4,610,906千円

※２　消費税等の取扱い

仮払消費税等及び預り消費税等

は、相殺のうえ、流動資産「そ

の他」に含めて表示しておりま

す。

※２　消費税等の取扱い

仮払消費税等及び預り消費税等

は、相殺のうえ、流動負債「そ

の他」に含めて表示しておりま

す。

※２　　　――――――

（中間損益計算書関係）

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）

※１　営業外収益の主要項目 ※１　営業外収益の主要項目 ※１　営業外収益の主要項目

受取利息 240千円 受取利息 207千円

受取配当金 36,008千円

受取利息 245千円

※２　営業外費用の主要項目 ※２　営業外費用の主要項目 ※２  営業外費用の主要項目

支払利息 1,161千円 支払利息 1,013千円 支払利息 4,251千円

※３　特別利益の主要項目

投資有価証券売却益

     45,875千円

※３      ――――――　

 

         

※３　特別利益の主要項目

投資有価証券売却益

     45,875千円

※４　特別損失の主要項目 ※４　特別損失の主要項目 ※４　特別損失の主要項目

固定資産除却損 8,740千円 固定資産除却損 7,914千円 固定資産除却損 19,848千円

５　減価償却実施額 ５　減価償却実施額 ５　減価償却実施額

有形固定資産 288,388千円

無形固定資産 144千円

有形固定資産 342,532千円

無形固定資産 136千円

有形固定資産 674,192千円

無形固定資産 289千円
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（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

（千株）

当中間会計期間増加

株式数（千株）

当中間会計期間減少

株式数（千株）

当中間会計期間末株

式数（千株）

 発行済株式     

 　　普通株式　 3,230 － － 3,230

合計 3,230 － － 3,230

 自己株式     

 　　普通株式　 1 － － 1

合計 1 － － 1

　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27日

定時株主総会
普通株式 58,122 18.0  平成18年３月31日  平成18年６月27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

（千株）

当中間会計期間増加

株式数（千株）

当中間会計期間減少

株式数（千株）

当中間会計期間末株

式数（千株）

 発行済株式     

 　　普通株式　 3,230 － － 3,230

合計 3,230 － － 3,230

 自己株式     

 　　普通株式　 1 － － 1

合計 1 － － 1

　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26日

定時株主総会
普通株式 58,122 18.0  平成19年３月31日  平成19年６月27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

（千株）

当事業年度増加株式

数（千株）

当事業年度減少株式

数（千株）

当事業年度末株式数

（千株）

 発行済株式     

 　　普通株式　 3,230 － － 3,230

合計 3,230 － － 3,230

 自己株式     

 　　普通株式　 1 － － 1

合計 1 － － 1

　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27日

定時株主総会
普通株式 58,122 18.0  平成18年３月31日  平成18年６月27日

（２）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

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26日

定時株主総会
普通株式 58,122  利益剰余金 18.0 平成19年３月31日 平成19年６月27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

（平成18年９月30日現在） （平成19年９月30日現在） （平成19年３月31日現在）

現金及び預金勘定 1,207千円

現金及び現金同等物 1,207千円

現金及び預金勘定 1,487千円

現金及び現金同等物 1,487千円

現金及び預金勘定 2,113千円

現金及び現金同等物 2,113千円
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（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

―――――― 　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　支払リース料及び減価償却費相当額 ①　支払リース料及び減価償却費相当額

支払リース料   379千円

減価償却費相当額 379

支払リース料          379千円

減価償却費相当額 379

②　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。

②　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。

（有価証券関係）

前中間会計期間末（平成18年９月30日）

１　その他有価証券で時価のあるもの

 取得原価（千円） 中間貸借対照表計上額（千円） 差額（千円）

株式 352 1,389 1,037

　（注）　当中間会計期間において、その他有価証券で時価のある株式については減損処理は行っておりません。

なお、時価のあるその他有価証券の減損処理にあたっては、下記の基準によっております。

①　50％以上下落した場合のものについては、すべて減損処理を行います。

②　50％未満30％以上下落したものについては、個別銘柄毎に、市場価格の推移を基に時価と帳簿価格との乖離

状況等を把握するとともに発行体の公表された個別財務諸表における各財務比率等を総合的に判断し、回復

可能性のないものについて減損処理を行います。

２　時価評価されていないその他有価証券

 中間貸借対照表計上額（千円）

非上場株式 1,501

当中間会計期間末（平成19年９月30日）

１　その他有価証券で時価のあるもの

 取得原価（千円） 中間貸借対照表計上額（千円） 差額（千円）

株式 352 1,164 811

　（注）　当中間会計期間において、その他有価証券で時価のある株式については減損処理は行っておりません。

なお、時価のあるその他有価証券の減損処理にあたっては、下記の基準によっております。

①　50％以上下落した場合のものについては、すべて減損処理を行います。

②　50％未満30％以上下落したものについては、個別銘柄毎に、市場価格の推移を基に時価と帳簿価格との乖離

状況等を把握するとともに発行体の公表された個別財務諸表における各財務比率等を総合的に判断し、回復

可能性のないものについて減損処理を行います。

２　時価評価されていないその他有価証券

 中間貸借対照表計上額（千円）

非上場株式 1,500
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前事業年度末（平成19年３月31日）

１　その他有価証券で時価のあるもの

 取得原価（千円） 貸借対照表計上額（千円） 差額（千円）

株式 352 1,389 1,037

　（注）　当事業年度において、その他有価証券で時価のある株式については減損処理は行っておりません。

なお、時価のあるその他有価証券の減損処理にあたっては、下記の基準によっております。

①　50％以上下落した場合のものについては、すべて減損処理を行います。

②　50％未満30％以上下落したものについては、個別銘柄毎に、市場価格の推移を基に時価と帳簿価格との乖離

状況等を把握するとともに発行体の公表された個別財務諸表における各財務比率等を総合的に判断し、回復

可能性のないものについて減損処理を行います。

２　時価評価されていないその他有価証券

 貸借対照表計上額（千円）

非上場株式 1,501

（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）

 　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。

 　　　　　　　同左

 

 

 　　　　　　　同左

 

 

（ストック・オプション等関係）

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）

　該当事項はありません。 同左 同左

（持分法損益等）

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）

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）

　当社は関連会社がないため記載して

おりません。

同左 同左
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（企業結合等）

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）

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）

　該当事項はありません。 同左 同左

（１株当たり情報）

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株当たり純資産額         1,550.67円               1,718.57円               1,634.79円

１株当たり中間（当期）純

利益

     82.70円           101.83円             166.81円

潜在株式調整後１株当たり

中間（当期）純利益

潜在株式調整後１株当たり

中間純利益金額については、

潜在株式がないため記載し

ておりません。

同左 潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額については、

潜在株式がないため記載し

ておりません。

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

 
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） 267,034 328,810 538,637

普通株主に帰属しない金額 ― ― ― 

普通株式に係る中間（当期）純利益(千円) 267,034 328,810 538,637

普通株式の期中平均株式数（株） 3,229,000 3,229,000 3,229,000

（重要な後発事象）

該当事項はありません。
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５．生産、受注及び販売の状況
（１）生産実績 

 　　　　 当中間会計期間における生産実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。

事業部門 生産高（千円） 前年同期増減率（％）

即席麺 3,536,821 △8.8

米飯 2,945,923 12.3

その他 293,158 △9.8

合計 6,775,902 △0.8

　（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）受注実績 

 　　　　 当中間会計期間における受注実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。

事業部門

受注高 受注残高

金額（千円）
前年同期増減率

（％）
金額（千円）

前年同期増減率
（％）

 即席麺 3,522,774 △7.8 122,250 △12.0

 米飯 2,975,381 14.7 147,378 68.2

 その他 287,297 △9.7 31,188 34.5

合計 6,785,453 0.8 300,817 20.5

　（注）　　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

（３）販売実績 

 　　　　 当中間会計期間における販売実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。

事業部門 販売高（千円） 前年同期増減率（％）

即席麺 3,548,488 △8.4

米飯 2,946,653 12.9

その他 284,595 △13.7

合計 6,779,737 △0.5

　（注）１．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は次のとおりであります。

相手先
前中間会計期間 当中間会計期間

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％）

東洋水産株式会社 6,608,312 97.0 6,576,674 97.0

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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