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コ ー ド 番 号 ２９１３                                       ＵＲＬ http://www.fujifoods.com/ 
代  表  者（役職名）代表取締役社長   （氏名）大村 近三郎 
問合せ先責任者（役職名）取締役管理本部長 （氏名）北條 和彦              ＴＥＬ ( 047 ) 434 - 5085 
半期報告書提出予定日  平成19年12月21日 
 

（百万円未満切捨て） 
１．平成19年9月中間期の連結業績（平成19年4月1日～平成19年9月30日） 

（１）連結経営成績                                                           （％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 30,290 △5.2 1,285 9.3 1,263 10.6 545 △23.4 

18年9月中間期 31,946 0.6 1,176 297.0 1,142 274.5 712 - 

19年3月期 63,187 △0.5 2,180 - 2,337 - 1,183 - 

 
 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 34  47 -  - 

18年9月中間期 45  00 -  - 

19年3月期 74  76 -  - 

(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）連結財政状態 

 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 32,841 16,659 50.7 1,052 12 

18年9月中間期 34,571   15,738 45.5 993 75 

19年3月期 33,353 16,253 48.7 1,026 42 

(参考)   自己資本   19年9月中間期 16,659百万円  18年9月中間期 15,738百万円  19年3月期 16,253百万円 
 
（３）連結キャッシュ･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 

 
19年9月中間期 
18年9月中間期 

百万円 
1,188 
2,382 

 
△ 
△ 

百万円 
 625 
1,988 

 
△ 
△ 

百万円 
 648 
2,040 

百万円 
3,376 
2,188 

19年3月期 4,231 △  687 △ 3,935 3,452 

 
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 -  - 10 00 10 00 

20年3月期 -  - -  - 
20年3月期（予想） -  - 10 00 

10 00 

 
３．平成20年3月期の連結業績予想（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 

 
通   期 

百万円 

61,123 
％ 

△3.3 
百万円 

2,083 
％ 

△ 4.5 
百万円 

2,026 
％ 

△13.3 
百万円 

1,036 
％ 

△12.5 
円  銭 

 65 44 
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４．その他 
（１）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）   無 
（２）中間連結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（中間連結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 有 

(注)詳細は、19ページ「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧ください。 
（３）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 15,875,000 株 18 年 9 月中間期 15,875,000 株 18 年 3 月期 15,875,000 株 

② 期末自己株式数 19 年 9 月中間期 40,925 株 18 年 9 月中間期 37,925 株 18 年 3 月期    39,925 株 

(注)１株当たり中間（当期）純利益（連結）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。 

 
（参考）個別業績の概要 
 
１．平成19年9月期の個別業績（平成19年4月１日～平成19年9月30日） 

（１）個別経営成績                                               （％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 

 
19年9月中間期 
18年9月中間期 

百万円 
27,605 
27,779 

％ 
△ 0.6 

4.5 

百万円 
1,335 
1,169 

％ 
14.2 

150.2 

百万円 
1,300 
1,139 

％ 
14.2 

132.2 

百万円 
513 
585 

％ 
△12.3 

- 

19年3月期 54,907 4.0 2,163 372.1 2,332 353.0 934 - 

 
 １株当たり中間 

（当期）純利益 
 

19年9月中間期 
18年9月中間期 

円  銭 

32 42 
36 98 

19年3月期 58 98 

 
（２）個別財政状態 

 総 資 産 純 資 産 自己資本比率 １株当たり純資産 

 
19年9月期 
18年9月期 

百万円 

31,682 
33,178   

百万円 

16,528 
15,858 

％ 

52.2 
47.8 

円 銭 

1,043 87 
1,001 34 

19年3月期 32,352 16,220 50.1 1,024 31 

 (参考)  自己資本   19年9月中間期 16,528百万円  18年9月中間期 15,858百万円  19年3月期 16,220百万円 
  
２．平成20年3月期の個別業績予想（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 

 
通   期 

百万円     ％ 
55,164   0.5 

百万円     ％ 
1,998 △7.6 

百万円      ％ 
1,915 △17.9 

百万円      ％ 
914 △ 2.1 

円  銭 
57 73 

 
 
 
※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

本資料における業績予想及び将来の予測等に関する記述は、現時点で入手された情報に基づき判断した予想で

あり、潜在的なリスクや不確実性が含まれております。従いまして、実際の業績は様々な要因により、これらの業績予想

とは異なることがありますことをご承知おきください。 
 



  

 3 

フジフーズ㈱ （2913） 平成20年3月期中間決算短信 

１．経営成績及び財政状態 
（1） 経営成績に関する分析 

 （当中間期の経営成績） 

当中間連結会計期間におけるわが国経済は、全般的に緩やかな景気回復基調で推移しましたが、消費マインドの低迷、

円高、原油高ならびに米国経済の動向等の不透明感が拭えない状況が続きました。 

当食品業界におきましては、食品の不正表示問題等による食品の安全安心に対する消費者の意識が一層高まるととも

に、中食業界の競争の激化、原材料価格の上昇等、当社を取り巻く経営環境は極めて厳しい状況が続きました。 

当社グループは、このような経営環境の中で経営体質ならびに経営基盤の強化に努めてまいりましたが、当中間連結会

計期間の売上高は主として㈱グローバルフーズの譲渡により 302 億 9 千万円（前年同期比 16 億 5 千 6 百万円減）、また経

常利益は 12 億 6 千 3 百万円（前年同期比 1 億 2 千万円増）、中間純利益は 5 億 4 千 5 百万円（前年同期比 1 億 6 千 6

百万円減）となりました。 

 

事業の種類別セグメントの状況は、次のとおりであります。 

 

・食品事業 

当社グループの基幹事業である食品事業におきましては、「食」の安全安心を第一としてＨＡＣＣＰを中心とする品質

管理の強化に努めるとともに、更なる生産効率の向上に取り組んでまいりました。 

また、商品開発面におきましては、商品開発技術のノウハウを活用して顧客のニーズに対応した商品開発ならびに新

たな商品開発機器類の開発を推進するとともに、商品の原価管理について重点的に取り組んでまいりました。 

食品事業の売上高は、288 億 4 千 6 百万円（前年同期比 17 億 9 千 3 百万円減）、営業利益は 11 億 4 千 8 百万円（前

年同期比 1 億 1 千 2 百万円増）となりました。 

 

・飲食店事業 

飲食店事業におきましては、外食産業における競争が厳しさを増す中、連結子会社における新規メニューの開発によ

る販売強化に取り組むとともに、新エリアへの進出について検討を重ねてまいりました。 

飲食店事業の売上高は 9 億 3 千 7 百万円（前年同期比 2 千 8 百万円増）、営業利益は 3 千 7 百万円（前年同額）と

なりました。 

 

・運送事業 

運送事業におきましては、運送事業収入の増加ならびにコース再編による運営力の強化に取り組んでまいりました。 

運送事業の売上高は 5 億 5 百万円（前年同期比 1 億 8 百万円増）、営業利益は 9 千 6 百万円（前年同期比 2 百万

円減）となりました。 

 

（当期の見通し） 

今後のわが国経済は、景気の先行き見通しに不透明感が増すとともに、為替、金利、原油ならびに米国経済の動向

による影響が懸念されております。 

当食品業界におきましては、中食業界の競争の激化、特に原材料価格の上昇等、依然厳しい状況が続くものと思わ

れます。 

   このような状況下、当社グループは上期に引き続き企業体質ならびに経営基盤を一層強化し各事業の推進を図り、業

績の向上に努めるとともに、食の安全安心を確保するための更なる品質管理の強化に努めてまいります。  

 

食品事業におきましては、新たな商品、開発機器の導入、お客様のニーズに対応した付加価値のある商品の開発な

らびに商品の原価管理の更なる強化に努め、売上高 580 億 7 千 6 百万円、営業利益 18 億 3 千 5 百万円を見込んでお

ります。 

 

飲食店事業におきましては、新規出店を進めるとともに、新規商品、新規メニューの開発ならびに更なる効果的な販売

強化により、売上高 19 億 6 百万円、営業利益 7 千 2 百万円を見込んでおります。 

 

運送事業におきましては、原油価格の高騰による燃料費がアップする中で、徹底した業務の効率化、コスト削減に努

め、売上高 11 億 4 千 1 百万円、営業利益 1 億 7 千万円を見込んでおります。 

 

以上により、当期の業績といたしましては、連結売上高 611 億 2 千 3 百万円（前連結会計年度比 3.3％減）、連結経常

利益 20 億 2 千 6 百万円（前連結会計年度比 13.3％減）、連結当期純利益 10 億 3 千 6 百万円（前連結会計年度比

12.5％減）を見込んでおります。 
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（2） 財政状態に関する分析 

  

（資産、負債、純資産及びキャッシュ・フローの状況に関する分析） 

 

①資産、負債及び純資産の状況 

当中間連結会計期間末の資産合計は、328 億 4 千 1 百万円（前連結会計年度比 5 億 1 千 2 百万円減）となりました。

流動資産は、売上債権の減少等から、前連結会計年度末に比較し、4 億 3 千 8 百万円減少しております。固定資産は、

有形固定資産が 1 億 6 千 8 百万円増加したこと及び投資その他の資産のその他が 2 億 6 千 4 百万円減少したこと等か

ら、前連結会計年度末に比較し、7 千 3 百万円減少しております。 

当連結会計年度の負債合計は、161 億 8 千 2 百万円（前連結会計年度比 9 億 1 千 7 百万円減）となりました。流動負

債は、仕入債務が 2 億 3 千 3 百万円減少したこと等により、前連結会計年度末に比較し、3 億 1 千 7 百万円減少してお

ります。固定負債は、長期借入金の返済等により、6 億円減少しております。 

当連結会計年度の純資産合計は、166 億 5 千 9 百万円（前連結会計年度末比 4 億 5 百万円増）となりました。中間純

利益が 5 億 4 千 5 百万円の利益となったことから、利益剰余金が 3 億 8 千 7 百万円増加しております。 

 

②キャッシュ・フローの状況 

当中間連結会計期間における営業活動によるキャッシュ･フローは、11 億8 千8 百万円（前年同期 23 億8 千 2百万円）、

投資活動によるキャッシュ･フローは、△6 億 2 千 5 百万円（前年同期△19 億 8 千 8 百万円）、財務活動によるキャッシュ･

フローは、△6 億 4 千 8 百万円（前年同期△20 億 4 千万円）となり、当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物

（以下「資金」という）は、33 億 7 千 6 百万円（前年同期 21 億 8 千 8 百万円）となりました。各キャッシュ･フローの前年同期と

比較した増減理由は、主として以下の要因によるものであります。 

 

（営業活動によるキャッシュ･フロー） 

 当中間連結会計期間における税金等調整前中間純利益は、10 億 9 千 9 百万円（前年同期 10 億 9 千 2 百万円）とな

り、法人税等の支払額が△7 億 3 千 8 百万円（前年同期△1 億 1 千万円）となったこと及び未払消費税の増減額が△2

億 9 千 5 百万円（前年同期 2 億 8 千 2 百万円）になったこと等から、営業活動によるキャッシュ・フローは、対前年同期比

11 億 9 千 4 百万円の収入減となりました。 

 

（投資活動によるキャッシュ･フロー） 

 当中間連結会計期間においては、有価証券の取得による支出がなかったこと（前年同期△19 億 2 千 8 百万円）及び有

形固定資産の取得による支出が前年同期比 4 億 9 百万円増加したこと等から、投資活動によるキャッシュ･フローは、対

前年同期比 13 億 6 千 3 百万円の支出減となりました。 

 

（財務活動によるキャッシュ･フロー） 

当中間連結会計期間においては、短期借入れによる収入が前年同期比 7 億円増加したこと及び短期借入金の返済に

よる支出が前年同期比 7 億 5 千万円減少したこと等から、財務活動によるキャッシュ・フローは、対前年同期比 13 億 9

千 2 百万円の支出減となりました。 

 

（キャッシュ・フロー指標のトレンド） 

平成 18 年 3 月期 平成 19 年 3 月期 平成 20 年 3 月期  

中 間 期 末 中 間 期 末 中 間 

自己資本比率（％） 40.2 42.9 45.5 48.7 50.7 

時価ベースの自己資本比率（％） 17.6 17.4 21.0 31.1 21.2 

債務償還年数（年） 11.0 18.2 2.4 2.3 3.8 

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 8.4 5.4 34.0 30.5 18.3 

(注)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 

   （中間期については、営業キャッシュ・フローを年額に換算するため 2 倍しております。） 

  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 

※各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。 

※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。 

※営業キャッシュ・フローは連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しております。有利

子負債は、連結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。 

また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。 
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（3）利益配分に関する基本方針及び当期の配当 

   当社は株主に対する利益還元を経営の重要政策として位置付けており、配当につきましては、業績に裏付けられた成

果の配分を行うことを基本としつつ、将来の事業展開に備えるための資金確保に配慮し、利益還元を継続的に行うことを

方針としております。今後とも、企業価値の向上ならびに株主価値の増大に努めてまいります。 

   なお、当期の配当金につきましては、１株につき 10円を予定しております。 
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２．企業集団の状況 
当社グループは､当社及び連結子会社 5 社で構成され､調理食品の製造・販売を主な内容とし、原材料の調達及び各事

業に関連する物流等の事業活動を展開しております｡当社グループの営む主な事業内容及び当社グループの当該事業

における位置付けは､下記に記載するとおりであります｡ 

  なお、当社グループの営む主な事業内容の区分は､セグメント情報に記載した事業の種類別セグメント情報における事

業内容の区分と同一であります｡ 

 

＜食品事業＞ 

（１）当社及び子会社 1 社は調理食品の仕入･製造･販売を行っております｡当社及び子会社の販売経路としては得意先

へ直接販売しております。また､子会社㈱フジフードサービスは直営店 10 店を設置し､最終顧客(消費者)へ製品及び

商品の販売を行っております｡ 

① 当社・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・調理食品の仕入･製造･販売 

② ㈱フジフードサービス・・・・・・・・調理食品の仕入･製造･販売 

 

  （２）連結子会社 2 社は食肉の加工･販売を行っております｡ 

     ① 台湾芙滋食品股份有限公司・・・・・・食肉の加工･販売 

     ② FUJI FOODS U.S.,INC.・・・・・・・・・食肉の加工･販売 (当社への供給を含む) 

 

＜飲食店事業＞ 

（1）連結子会社 1 社（㈱フジフードサービス）は飲食店事業を行っております。 

 

＜運送事業＞ 

（1）連結子会社 1 社（㈱デイリートランスポート）は当社の製品･商品及び原材料の配送を担当しております｡ 

   以上述べたグループの概要図は次の通りであります｡ 
 

 最     終     顧     客（ 消 費 者 ）  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（注）連結子会社 5社のうち１社（㈱ジーエフ）は特別清算手続中であります。 
 

配 
送 

販
売 

販
売 

販
売 

連結子会社 
㈱ﾃﾞｲﾘｰﾄﾗﾝｽﾎﾟｰﾄ 

連結子会社 
FUJI FOODS U.S.,INC. 

食     品     事     業 運 送 事 業 

 

海   外   得   意   先 

連結子会社 
台湾芙滋食品股份有限公司 

販
売 

 
当 社 

 

販
売 

 

飲食店事業 

 

 
飲食店 

連結子会社 
㈱フジフードサービス 

得     意     先 

 
販
売 

販
売 

販
売
（
直
営
店
） 配送 
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フジフーズ㈱ （2913） 平成20年3月期中間決算短信 

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 

以上の各項目につきましては、平成 19 年 3 月期決算短信（平成 19 年 5 月 25 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.fuji-foods.com/ir/library.html 

（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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フジフーズ㈱ （2913） 平成 20 年 3 月期中間決算短信 

4.中間連結財務諸表 
（1）中間連結貸借対照表 

  
前中間連結会計期間末 

(平成18年9月30日) 

当中間連結会計期間末 

(平成19年9月30日) 

対前中 

間期比 

前連結会計年度の          

要約連結貸借対照表 

(平成19年3月31日) 

区分 
注記

番号 

金額 

（百万円） 

構成比 

（％） 

金額 

（百万円） 

構成比 

（％） 

増減 

（百万円） 

金額 

（百万円） 

構成比 

（％） 

(資産の部)             

            

Ⅰ流動資産            

            

1現金及び預金   2,230   3,501    3,582  

            

2受取手形及び売掛金   5,771   5,208    5,530  

            

3有価証券   1,927   0    0  

            

4たな卸資産   724   642    665  

            

5その他   562   830    851  

            

   貸倒引当金   △26   △18    △26  

            

流動資産合計   11,190 32.4  10,164 31.0 △1,025  10,602 31.8 

            

Ⅱ固定資産            

            

1有形固定資産            

            

(1)建物及び構築物 ※1・2 10,210   9,355    9,565   

            

(2)機械装置及び運搬具 ※1・2 1,516   1,756    1,454   

            

(3)土地 ※2 7,418   7,416    7,412   

            

(4)建設仮勘定  －   130    77   

            

(5)その他 ※1・2 193 19,338 55.9 181 18,840 57.4 △498 161 18,672 56.0 

            

2無形固定資産     82 0.2    73 0.2 △8   76   0.2 

            

3投資その他の資産            

              

(1)敷金・保証金  1,262   1,305    1,281   

            

(2)その他 ※2 2,719   2,465    2,730   

            

貸倒引当金  △22 3,959 11.5 △8 3,762  11.4 △196 △9 4,002 12.0 

             

固定資産合計   23,381 67.6  22,677 69.0 △703  22,750 68.2 

            

資産合計   34,571 100.0  32,841 100.0 △1,729  33,353 100.0 
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フジフーズ㈱ （2913） 平成 20 年 3 月期中間決算短信 

  
前中間連結会計期間末 

(平成18年9月30日) 

当中間連結会計期間末 

(平成19年9月30日) 

対前中 

間期比 

前連結会計年度の          

要約連結貸借対照表 

(平成19年3月31日) 

区分 
注記

番号 

金額 

（百万円） 

構成比 

（％） 

金額 

（百万円） 

構成比 

（％） 

増減 

（百万円） 

金額 

（百万円） 

構成比 

（％） 

（負債の部)             

            

Ⅰ流動負債            

            

1支払手形及び買掛金   3,083   2,695    2,929  

            

 2短期借入金 ※2  5,388   4,357    4,252  

            

3未払金   2,552   2,599    2,344  

            

4賞与引当金   353   349    326  

            

 5その他   693   840    1,308  

            

  流動負債合計   12,071 34.9  10,842 33.0 △1,228  11,160 33.5 

            

Ⅱ固定負債            

            

1長期借入金 ※2  6,056   4,737    5,307  

            

2退職給付引当金   150   139    136  

            

3役員退職引当金   305   318    312  

            

4その他   248   144    183  

            

  固定負債合計   6,761 19.6  5,339 16.3 △1,421  5,939 17.8 

            

  負債合計   18,833 54.5  16,182 49.3 △2,650  17,100 51.3 

            

（純資産の部）            

            

Ⅰ株主資本            

            

1資本金   6,541 18.9  6,541 19.9 －  6,541 19.6 

            

2資本剰余金   7,014 20.2  7,014 21.4 －  7,014 21.0 

            

3利益剰余金   2,340 6.8  3,199 9.7 858  2,811 8.4 

            

4自己株式   △11 △0.0  △13 △0.0 △1  △12 △0.0 

            

  株主資本合計   15,884 45.9  16,741 51.0 856  16,354 49.0 

            

Ⅱ評価・換算差額等            

            

1その他有価証券評価差額 

 金 
  155 0.5  124 0.3 △31  170 0.5 

            

2為替換算調整勘定   △302 △0.9  △207 △0.6 95  △271 △0.8 

            

評価･換算差額等合計   △146 △0.4  △82 △0.3 64  △101 △0.3 

            

  純資産合計   15,738 45.5  16,659 50.7 921  16,253 48.7 

            

  負債純資産合計   34,571 100.0  32,841 100.0 △1,729  33,353 100.0 
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フジフーズ㈱ （2913） 平成 20 年 3 月期中間決算短信 

（2）中間連結損益計算書 

  
前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

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

対前中 

間期比 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

（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 

（百万円） 

百分比 

（％） 

金額 

（百万円） 

百分比 

（％） 

増減 

（百万円） 

金額 

（百万円） 

百分比 

（％） 

            

Ⅰ売上高   31,946 100.0  30,290 100.0 △1,656  63,187 100.0 
            

Ⅱ売上原価   25,640 80.3  24,376 80.5 △1,263  50,801 80.4 
            

 売上総利益   6,305 19.7  5,913 19.5 △392  12,385 19.6 
            

Ⅲ販売費及び一般管理費 ※1  5,129 16.0  4,627 15.3 △501  10,205 16.1 
            

 営業利益   1,176 3.7  1,285 4.2 109  2,180 3.5 
            

Ⅳ営業外収益            
            

1受取利息  11   19    20   
            

2受取家賃  44   83    87   
            

3受取手数料  13   －    －   
            

4為替差益  6   －    6   
            

5その他  23 98 0.3 45 148 0.5 49 294 408 0.6 
            

Ⅴ営業外費用            
            

1支払利息  68   63    137   
            

2賃貸諸費用  34   60    71   
            

3為替差損  －   33    －   
            

4投資有価証券評価損  17   －    －   
            

5その他  11 132 0.4 13 170 0.5 38 42 251 0.4 
            

 経常利益   1,142 3.6  1,263 4.2 120  2,337 3.7 
            

Ⅵ特別利益            
            

1役員退職引当金戻入益  －   1    1   
            

2投資有価証券売却益  －   2    0   
            

3食品製造設備開発協力金  －   2    2   
            

4確定拠年金移行益  2 2 0.0 － 6 0.0 4 2 5 0.0 
            

Ⅶ特別損失            
            

1固定資産除却損 ※2 7   38    22   
            

2.投資固定資産売却損 ※3 41   －    41   
            

3減損損失 ※4 －   27    10   
            

4投資有価証券売却損  －   4    －   
            

5役員退職金  2   －    2   
            

6過年度社会保険料  －   99    －   
            

7その他  － 52 0.2 － 169 0.6 117 252 330 0.5 
            

 税金等調整前中間（当期）

純利益 
  1,092 3.4  1,099 3.6 7  2,012 3.2 

            

法人税、住民税及び事業税  237   546    792   
            

 法人税等調整額  142 379 1.2 7 553 1.8 174 36 828 1.3 
            

中間（当期）純利益   712 2.2  545 1.8 △166  1,183 1.9 
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フジフーズ㈱ （2913） 平成 20 年 3 月期中間決算短信 

（３）中間連結株主資本等変動計算書 
前中間連結会計期間（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 

平成18年３月31日 残高 
（百万円） 

6,541 7,014 1,754 △11 15,299 

中間連結会計期間中の変動額      

剰余金の配当（注）   △126  △126 

中間純利益   712  712 

自己株式の取得    △0 △0 

株主資本以外の項目の中間連結会
計期間中の変動額（純額） 

     

中間連結会計期間中の変動額合計 
（百万円） 

－ － 585 △0 585 

平成18年９月30日 残高 
（百万円） 

6,541 7,014 2,340 △11 15,884 

      
 

評価・換算差額等 

 
その他有価証券評
価差額金 

為替換算調整勘定 
評価・換算差額等
合計 

純資産合計 

平成18年３月31日 残高 
（百万円） 

213 △279 △65 15,233 

中間連結会計期間中の変動額     

剰余金の配当（注）    △126 

中間純利益    712 

自己株式の取得    △0 

株主資本以外の項目の中間連結会
計期間中の変動額（純額） 

△57 △23 △81 △81 

中間連結会計期間中の変動額合計 
（百万円） 

△57 △23 △81 504 

平成18年９月30日 残高 
（百万円） 

155 △302 △146 15,738 

     
（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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フジフーズ㈱ （2913） 平成 20 年 3 月期中間決算短信 
当中間連結会計期間（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 

平成19年３月31日 残高 
（百万円） 

6,541 7,014 2,811 △12 16,354 

中間連結会計期間中の変動額      

剰余金の配当   △158  △158 

中間純利益   545  545 

自己株式の取得    △0 △0 

株主資本以外の項目の中間連結会
計期間中の変動額（純額） 

     

中間連結会計期間中の変動額合計 
（百万円） 

－ － 387 △0 386 

平成19年９月30日 残高 
（百万円） 

6,541 7,014 3,199 △13 16,741 

      
 

評価・換算差額等 

 
その他有価証券評
価差額金 

為替換算調整勘定 
評価・換算差額等
合計 

純資産合計 

平成19年３月31日 残高 
（百万円） 

170 △271 △101 16,253 

中間連結会計期間中の変動額     

剰余金の配当    △158 

中間純利益    545 

自己株式の取得    △0 

株主資本以外の項目の中間連結会
計期間中の変動額（純額） 

△45 64 18 18 

中間連結会計期間中の変動額合計 
（百万円） 

△45 64 18 405 

平成19年９月30日 残高 
（百万円） 

124 △207 △82 16,659 
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フジフーズ㈱ （2913） 平成 20 年 3 月期中間決算短信 
前連結会計年度の連結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 

平成18年３月31日 残高 
（百万円） 

6,541 7,014 1,754 △11 15,299 

連結会計年度中の変動額      

剰余金の配当（注）   △126  △126 

当期純利益   1,183  1,183 

自己株式の取得    △1 △1 

株主資本以外の項目の連結会計年
度中の変動額（純額） 

     

連結会計年度中の変動額合計 
（百万円） 

－ － 1,057 △1 1,055 

平成19年３月31日 残高（百万円） 6,541 7,014 2,811 △12 16,354 
      
 

評価・換算差額等 

 
その他有価証券評
価差額金 

為替換算調整勘定 
評価・換算差額等
合計 

純資産合計 

平成18年３月31日 残高（百万円） 213 △279 △65 15,233 

連結会計年度中の変動額     

剰余金の配当（注）    △126 

当期純利益    1,183 

自己株式の取得    △1 

株主資本以外の項目の連結会計年
度中の変動額（純額） 

△43 7 △35 △35 

連結会計年度中の変動額合計 
（百万円） 

△43 7 △35 1,019 

平成19年３月31日 残高（百万円） 170 △271 △101 16,253 
     
（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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フジフーズ㈱ （2913） 平成 20 年 3 月期中間決算短信 

（4）中間連結キャッシュ･フロー計算書 

  
前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

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

対前中 

間期比 

前連結会計年度の要約
連結ｷｬｯｼｭ・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 

（百万円） 

金額 

（百万円） 

増減 

（百万円） 

金額 

（百万円） 

            

Ⅰ営業活動によるキャッシュ・フロー            

  税金等調整前中間（当期）純利益   1,092   1,099    2,012  

  減価償却費   742   732    1,517  

  賞与引当金の増減額   171   23    145  

  退職給付引当金の増減額  △ 129   2   △ 120  

  役員退職引当金の増減額   6   6    17  

  貸倒引当金の増減額   0   2   △ 25  

  受取利息及び受取配当金  △ 15  △ 19   △ 41  

  支払利息   68   63    137  

  減損損失   －   27    10  

  固定資産除却損   7   38    22  

  投資固定資産売却損   41   －    －  

  売上債権の増減額   114   327   △ 255  

  たな卸資産の増減額   6   30    20  

  仕入債務の増減額  △ 185  △ 236    50  

  未払消費税の増減額   282  △ 295    395  

  その他   338   170    599  

   小計   2,543   1,971  △  571  4,486  

  利息及び配当金の受取額   20   19    45  

  利息の支払額  △ 70  △ 65   △ 138  

  法人税等の支払額  △ 110  △ 738   △ 161  

営業活動によるキャッシュ・フロー   2,382   1,188  △1,194  4,231  

Ⅱ投資活動によるキャッシュ・フロー            

  定期預金の預入による支出  △ 8  △ 57   △ 117  

  定期預金の払戻による収入   6   157    23  

  有価証券の取得による支出  △ 1,928   －   △ 1,928  

  有形固定資産の取得による支出  △ 346  △ 756   △ 746  

  投資固定資産の売却による収入   160   －    160  

  投資有価証券の取得による支出  △ 3  △ 3   △ 6  

  投資有価証券の売却による収入   －   119    60  

  貸付金の回収による収入   185   －    186  

  その他  △ 54  △ 84    1,679  

投資活動によるキャッシュ・フロー  △ 1,988  △ 625  1,363 △ 687  

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   500   1,200    800  

  短期借入金の返済による支出  △ 1,650  △ 900   △ 2,950  

  長期借入れによる収入   500   500    1,000  

  長期借入金の返済による支出  △ 1,255  △ 1,264   △ 2,641  

  配当金の支払額  △ 126  △ 156   △ 126  

  その他  △ 8  △ 26   △ 17  

財務活動によるキャッシュ･フロー  △ 2,040  △ 648  1,392 △ 3,935  

Ⅳ現金及び現金同等物に係る換算差額  △ 4   8  13  4  

Ⅴ現金及び現金同等物の増減額  △ 1,650  △ 75  1,574 △ 386  

Ⅵ現金及び現金同等物の期首残高   3,838   3,452  △  386  3,838  

Ⅶ現金及び現金同等物の中間期末（期

末）残高 
※1  2,188   3,376  1,187  3,452  
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フジフーズ㈱ （2913） 平成 20 年 3 月期中間決算短信 

中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

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

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

１．連結の範囲に関する事項 (1）連結子会社の数 ５社 (1）連結子会社の数 ５社 (1）連結子会社の数 ５社 

 連結子会社の名称 連結子会社の名称 連結子会社の名称 

 株式会社デイリートランスポ

ート 

株式会社フジフードサービス 

株式会社グローバルフーズ 

FUJI FOODS U.S.,INC 

台湾芙滋食品股份有限公司 

株式会社デイリートランスポ

ート 

株式会社フジフードサービス 

株式会社ジーエフ 

FUJI FOODS U.S.,INC 

台湾芙滋食品股份有限公司 

 

 株式会社ジーエフは特別清

算手続中であります。 

株式会社デイリートランスポ

ート 

株式会社フジフードサービス 

株式会社ジーエフ（平成19年３

月30日付で株式会社グローバ

ルフーズより商号変更） 

FUJI FOODS U.S.,INC 

台湾芙滋食品股份有限公司 

 

平成19年３月30日に新設分

割により設立した株式会社グ

ローバルフーズについては同

日付で全株式を譲渡したため、

連結の範囲から除いておりま

す。ただし、当連結会計年度に

おいては、損益計算書のみ連結

しております。 

２．持分法の適用に関する事項  該当事項はありません。 同左 同左 

３．連結子会社の中間決算日（決

算日）等に関する事項 

株式会社グローバルフーズを除

く連結子会社の中間決算日は、中間

連結決算日と異なっており、６月30

日であります。 

中間連結財務諸表の作成に当た

っては、連結子会社の中間決算日現

在の中間財務諸表を使用しており、

中間連結決算日との間に生じた重

要な取引については、連結上必要な

調整を行う方法を採用しておりま

す。 

株式会社ジーエフを除く連結子

会社の中間決算日は、中間連結決算

日と異なっており、６月30日であり

ます。 

中間連結財務諸表の作成に当た

っては、連結子会社の中間決算日現

在の中間財務諸表を使用しており、

中間連結決算日との間に生じた重

要な取引については、連結上必要な

調整を行う方法を採用しておりま

す。 

株式会社ジーエフを除く連結子

会社の決算日は、連結決算日と異な

っており、12月31日であります。 

連結財務諸表の作成に当たって

は、連結子会社の決算日現在の財務

諸表を使用しており、連結決算日と

の間に生じた重要な取引について

は、連結上必要な調整を行う方法を

採用しております。 

４．会計処理基準に関する事項 （イ）重要な資産の評価基準及び評

価方法 

（イ）重要な資産の評価基準及び評

価方法 

（イ）重要な資産の評価基準及び評

価方法 

 ①有価証券 ①有価証券 ①有価証券 

 その他有価証券 その他有価証券 その他有価証券 

 時価のあるもの 時価のあるもの 時価のあるもの 

 各連結会社の中間決算日に

おける市場価格等に基づく時

価法（評価差額は、部分純資

産直入法により処理し、売却

原価の計算は移動平均法を採

用しております。） 

同左 各連結会社の決算日における

市場価格等に基づく時価法（評

価差額は、部分純資産直入法に

より処理し、売却原価の計算は

移動平均法を採用しておりま

す。） 

 時価のないもの 時価のないもの 時価のないもの 

 移動平均法による原価法 同左 同左 

 ②たな卸資産 ②たな卸資産 ②たな卸資産 

 商品、製品、原材料及び仕掛品 商品、製品、原材料及び仕掛品 商品、製品、原材料及び仕掛品 

 主として移動平均法による原

価法 

同左 同左 

 貯蔵品 貯蔵品 貯蔵品 

 最終仕入原価法 同左 同左 



  

 16 

フジフーズ㈱ （2913） 平成20年3月期中間決算短信 

項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

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

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

 （ロ）重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

（ロ）重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

（ロ）重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

 ①有形固定資産 ①有形固定資産 ①有形固定資産 

 主として定率法 

ただし、当社及び国内連結子会

社は平成10年４月１日以降に取得

した建物（建物附属設備を除く）

は定額法を採用しております。 

なお、主な耐用年数は、次のと

おりであります。 

同左 同左 

 
 

建物及び構築物 10年～50年

機械装置及び運搬具 ９年
  

  

  （会計方針の変更）  

    法人税法の改正に伴い、当中間

連結会計期間より、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。 

  これにより営業利益、経常利

益、税金等調整前中間純利益は、

それぞれ10百万円減少しており

ます。 

 

   なお、セグメント情報に各セグ
メントに与える影響は、当該箇所
に記載しております。 
 

 

  （追加情報）  

    法人税法改正に伴い、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％に到達した連結会

計年度の翌連結会計年度より、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。 

  これにより営業利益、経常利益

及び税金等調整前中間純利益が

それぞれ11百万円減少しており

ます。 

 

   なお、セグメント情報に各セグ
メントに与える影響は、当該箇所
に記載しております。 
 

 

 ②無形固定資産 ②無形固定資産 ②無形固定資産 

 定額法 

なお、主な耐用年数は、次のと

おりであります。 

同左 同左 

 
 

自社利用のソフトウェア ５年

工業用水道施設利用権 15年
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フジフーズ㈱ （2913） 平成20年3月期中間決算短信 

項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

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

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

 （ハ）重要な引当金の計上基準 （ハ）重要な引当金の計上基準 （ハ）重要な引当金の計上基準 

 ①貸倒引当金 ①貸倒引当金 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してお

ります。 

同左 同左 

 ②賞与引当金 ②賞与引当金 ②賞与引当金 

 従業員の賞与の支給に備えるた

め、支給見込額のうち当中間連結会

計期間負担分を計上しております。 

同左 従業員の賞与の支給に備えるた

め、支給見込額のうち当連結会計

年度負担分を計上しております。 

 ③退職給付引当金 ③退職給付引当金 ③退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、

当連結会計年度末における退職給付

債務の見込額に基づき、当中間連結

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。 

なお、会計基準変更時差異につい

ては、15年による按分額を営業費用

として処理しております。 

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

連結会計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、それぞれ発生の翌連結

会計年度より費用処理しておりま

す。 

同左 従業員の退職給付に備えるた

め、当連結会計年度末における退

職給付債務の見込額に基づき、当

連結会計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。 

会計基準変更時差異は、15年に

よる按分額を営業費用として処理

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、各連結会

計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、それぞれ発生の翌連

結会計年度より費用処理しており

ます。 

 ④役員退職引当金 ④役員退職引当金 ④役員退職引当金 

 役員の退職慰労金の支給に備える

ため、役員退職慰労金規程に基づく

当中間連結会計期間末の支給見込額

を計上しております。 

同左 役員の退職慰労金の支給に備え

るため、役員退職慰労金規程に基

づく連結会計年度末の支給見込額

を計上しております。 

  （ニ）重要な外貨建の資産又は負債

の本邦通貨への換算の基準   

（ニ）重要な外貨建の資産又は負債

の本邦通貨への換算の基準   

   外貨建金銭債権債務は、中間連

結決算日の直物為替相場により

円貨に換算し、換算差額は損益と

して処理しております。なお、在

外子会社等の資産及び負債は、中

間決算日の直物為替相場により

円貨に換算し、収益及び費用は期

中平均相場により円貨に換算し、

換算差額は純資産の部における

為替換算調整勘定に含めて計上

しております。 

外貨建金銭債権債務は、連結決

算日の直物為替相場により円貨に

換算し、換算差額は損益として処

理しております。なお、在外子会

社等の資産及び負債は、連結決算

日の直物為替相場により円貨に換

算し、収益及び費用は期中平均相

場により円貨に換算し、換算差額

は純資産の部における為替換算調

整勘定に含めて計上しておりま

す。 
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フジフーズ㈱ （2913） 平成20年3月期中間決算短信 

項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

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

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

 （ニ）重要なリース取引の処理方法 （ホ）重要なリース取引の処理方法 （ホ）重要なリース取引の処理方法 

 リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引については、通

常の賃貸借取引に係る方法に準じた

会計処理を採用しております。 

同左 同左 

 （ホ）重要なヘッジ会計の方法 （ヘ）重要なヘッジ会計の方法 （ヘ）重要なヘッジ会計の方法 

 投資有価証券及び借入金の一部に

ついて、稟議決裁に基づき将来の金

利リスクを軽減する目的で金利スワ

ップ取引を行っております。当該金

利スワップ取引については、取締役

管理本部長の指示の下、管理部にお

いて実行管理を行い、「金融商品に

係る会計基準」の特例処理の要件を

満たしていることを確認し、当該特

例処理（金利スワップを時価評価せ

ずに当該金利スワップに係る金銭の

受払の純額を金利変換の対象となる

資産または負債に係る利息に加減す

る方法）を採用しております。なお、

特例処理の要件を満たしているた

め、ヘッジの有効性の評価は実施し

ておりません。 

借入金の一部について、稟議決

裁に基づき将来の金利リスクを

軽減する目的で金利スワップ取

引を行っております。当該金利ス

ワップ取引については、取締役管

理本部長の指示の下、管理部にお

いて実行管理を行い、「金融商品

に係る会計基準」の特例処理の要

件を満たしていることを確認し、

当該特例処理（金利スワップを時

価評価せずに当該金利スワップ

に係る金銭の受払の純額を金利

変換の対象となる負債に係る利

息に加減する方法）を採用してお

ります。なお、特例処理の要件を

満たしているため、ヘッジの有効

性の評価は実施しておりません。 

    投資有価証券及び借入金の一部

について、稟議決裁に基づき将来

の金利リスクを軽減する目的で金

利スワップ取引を行っておりま

す。当該金利スワップ取引につい

ては、取締役管理本部長の指示の

下、管理部において実行管理を行

い、「金融商品に係る会計基準」

の特例処理の要件を満たしている

ことを確認し、当該特例処理（金

利スワップを時価評価せずに当該

金利スワップに係る金銭の受払の

純額を金利変換の対象となる資産

または負債に係る利息に加減する

方法）を採用しております。なお、

特例処理の要件を満たしているた

め、ヘッジの有効性の評価は実施

しておりません。 

 （ヘ）その他中間連結財務諸表作成の

ための基本となる重要な事項 

（ト）その他中間連結財務諸表作成

のための基本となる重要な事項 

（ト）その他連結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 消費税等の会計処理 消費税等の会計処理 

 税抜き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、その他の流動負債

に含めて表示しております。 

同左 税抜き方式を採用しておりま

す。 

５．中間連結キャッシュ・フロー

計算書（連結キャッシュ・フ

ロー計算書）における資金の

範囲 

中間連結キャッシュ・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

投資からなっております。 

同左 連結キャッシュ・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おりま

す。 
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フジフーズ㈱ （2913） 平成 20年 3月期中間決算短信 
中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

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

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

前連結会計年度 
（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） 

 （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計

基準） 

 当中間連結会計期間より、「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15,738百万円であります。 

なお、当中間連結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、中間連結財務諸

表規則の改正に伴い、改正後の中間連結財務諸

表規則により作成しております。 

               当連結会計年度より、「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16,253百万円であります。な

お、当連結会計年度における連結貸借対照表の純

資産の部については、連結財務諸表の改正に伴

い、改正後の連結財務諸表規則により作成してお

ります。 

（企業結合に係る会計基準等）  （企業結合に係る会計基準等） 

 当中間連結会計期間より、「企業結合に係る

会計基準」（企業会計審議会 平成15年10月31

日）及び「企業結合会計基準及び事業分離等会

計基準に関する適用指針」（企業会計基準委員

会 平成17年12月27日 企業会計基準適用指

針第10号）を適用しております。 

 当連結会計年度より、「企業結合に係る会計基

準」（企業会計審議会 平成15年10月31日）及び

「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準

委員会 平成17年12月27日 企業会計基準第７

号）並びに「企業結合会計基準及び事業分離等会

計基準に関する適用指針」（企業会計基準委員会 

平成17年12月27日 企業会計基準適用指針第10

号）を適用しております。 
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フジフーズ㈱ （2913） 平成 20年 3月期中間決算短信 
表示方法の変更 

前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日） 

 （中間連結損益計算書） 

 １．前中間連結会計期間まで区分掲記しておりました「受取手数料」は、

当中間連結会計期間において、金額的重要性が乏しくなったため「その

他」に含めて表示しております。 

なお、当中間連結会計期間の「その他」に含まれている「受取手数料」

の金額は7百万円であります。 

（中間連結キャッシュ・フロー計算書） （中間連結キャッシュ・フロー計算書） 

１．前中間連結会計期間まで営業活動によるキャッシュ・フローの「そ

の他」に含めて表示しておりました「賞与引当金の増減額」は、金額

的重要性が増したため区分掲記することに変更しました。 

 なお、前中間連結会計期間の「その他」に含まれている「賞与引当

金の増減額」は130百万円であります。 

２．前中間連結会計期間まで営業活動によるキャッシュ・フローの「そ

の他」に含めて表示しておりました「未払消費税の増減額」は、金額

的重要性が増したため、当中間連結会計期間より区分掲記することに

変更しました。 

 なお、前中間連結会計期間の「その他」に含まれている「未払消費

税の増減額」は△73百万円であります。 

３．前連結会計期間まで投資活動によるキャッシュ・フローの「その他

の資産の増減額」に含めて表示しておりました「貸付金の回収による

収入」は、金額的重要性が増したため、当中間連結会計期間より区分

掲記することに変更しました。 

 なお、前中間連結会計期間の「その他の資産の増減額」に含まれて

いる「貸付金の回収による収入」は0百万円であります。 

１．投資活動によるキャッシュ・フローの「貸付金の回収による収入」は、

当中間連結会計期間において、金額的重要性が乏しくなったため「その

他」に含めて表示しております。 

  なお、当中間連結会計期間の「その他」に含まれている「貸付金の回

収による収入」は1百万円であります。 

 

追加情報 

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

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

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

当社は、関東信越厚生局の承認を得て、平成

18年４月に退職金制度の一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。 

本移行に伴う影響額は、特別利益として 

2百万円計上されております。 

 当社は、関東信越厚生局の承認を得て、平成18

年４月に退職金制度の一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。 

本移行に伴う影響額は、特別利益として2百万

円計上されております 
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フジフーズ㈱ （2913） 平成20年3月期中間決算短信 

注記事項 
（中間連結貸借対照表関係） 

前中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（平成19年３月31日） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額は19,943

百万円であります。 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額は19,531

百万円であります。 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額は19,295

百万円であります。 

※２ 担保資産及び担保付債務 ※２ 担保資産及び担保付債務 ※２ 担保資産及び担保付債務 

   担保に供している資産は次の通りであり

ます。 

   担保に供している資産は次の通りであり

ます。 

   担保に供している資産は次の通りであり

ます。 

 担保資産 担保資産 担保資産 
 
建物及び構築物 6,238百万円 

機械装置及び運搬具 769百万円 

土地 6,083百万円 

その他（有形固定資産） 6百万円 

その他（投資その他の資産） 156百万円 

計 13,254百万円 
 

 
建物及び構築物 7,633百万円 

機械装置及び運搬具 722百万円 

土地 6,869百万円 

その他（有形固定資産） 5百万円 

その他（投資その他の資産） 710百万円 

計 15,942百万円 
  

 
建物及び構築物 7,902百万円 

機械装置及び運搬具 727百万円 

土地 6,869百万円 

その他（有形固定資産） 6百万円 

その他（投資その他の資産） 628百万円 

計 16,134百万円 
 

 うち工場財団 うち工場財団 うち工場財団 
 
建物及び構築物 3,867百万円 

機械装置及び運搬具 769百万円 

土地 889百万円 

その他（有形固定資産） 6百万円 

計 5,532百万円 
 

 
建物及び構築物 3,626百万円 

機械装置及び運搬具 722百万円 

土地 889百万円 

その他（有形固定資産） 5百万円 

計 5,244百万円 
  

 
建物及び構築物 3,696百万円 

機械装置及び運搬具 727百万円 

土地 889百万円 

その他（有形固定資産） 6百万円 

計 5,319百万円 
 

   担保付債務は、次の通りであります。    担保付債務は、次の通りであります。    担保付債務は、次の通りであります。 

 担保付債務 担保付債務  担保付債務 
 
短期借入金 2,740百万円 

長期借入金 5,033百万円 

計 7,774百万円 
 

 
短期借入金 3,319百万円 

長期借入金 4,737百万円 

計 8,056百万円 
  

 
短期借入金 3,209百万円 

長期借入金 5,307百万円 

計 8,516百万円 
 

 うち工場財団 うち工場財団 うち工場財団 
 
短期借入金 1,306百万円 

長期借入金 2,963百万円 

計 4,270百万円 
 

 
短期借入金 1,955百万円 

長期借入金 2,575百万円 

計 4,530百万円 
  

 
短期借入金 1,898百万円 

長期借入金 2,913百万円 

計 4,812百万円 
 

※３       ───── ３偶発債務 ３偶発債務 

   債務保証   債務保証 

 下記の会社に対し、以下の通り保証債務を

行っております。 

下記の会社に対し、以下の通り保証債務を

行っております。 

 ㈱グローバルフーズ ㈱グローバルフーズ 
  

リース債務 2百万円 

買掛金 0百万円 

計 2百万円 
  

 
リース債務 5百万円 

買掛金 0百万円 

計 6百万円 
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フジフーズ㈱ （2913） 平成20年3月期中間決算短信 

（中間連結損益計算書関係） 
前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

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

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目

及び金額は次のとおりであります。 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目

及び金額は次のとおりであります。 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目

及び金額は次のとおりであります。 
 
荷造運賃費 2,507百万円 

給料手当 978百万円 

賞与引当金繰入額 40百万円 

退職給付引当金繰入額 9百万円 

役員退職引当金繰入額 11百万円 

減価償却費 40百万円 
 

 
荷造運賃費 2,244百万円 

給料手当 871百万円 

賞与引当金繰入額 43百万円 

退職給付引当金繰入額 4百万円 

役員退職引当金繰入額 9百万円 

減価償却費 39百万円 
 

 
荷造運賃費 4,958百万円 

給料手当 1,996百万円 

賞与引当金繰入額 39百万円 

退職給付引当金繰入額 13百万円 

役員退職引当金繰入額 23百万円 

減価償却費 82百万円 
 

※２ 固定資産除却損の内訳 ※２ 固定資産除却損の内訳 ※２ 固定資産除却損の内訳 
 
建物及び構築物 2百万円 

機械装置及び運搬具 4百万円 

その他 0百万円 

固定資産除却費用 0百万円 

      計 7百万円 
 

 
建物及び構築物 4百万円 

機械装置及び運搬具 30百万円 

その他 0百万円 

固定資産除却費用 2百万円 

      計 38百万円 
 

 
建物及び構築物 2百万円 

機械装置及び運搬具 18百万円 

その他 1百万円 

固定資産除却費用 0百万円 

      計 22百万円 
 

※３ 投資固定資産売却損は賃貸していた土地 

の売却によるものであります。 

※３       ───── ※３ 投資固定資産売却損は賃貸していた土地 

の売却によるものであります。 

※４ 減損損失 ※４ 減損損失 ※４ 減損損失 

─────   当中間連結会計期間において、当社グループ
は、以下の資産について減損損失を計上しており
ます。 

  当連結会計年度において、当社グループは、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 
金額   
(百万円) 

千葉県 
八千代市 

事業用資産 
（工場） 

建物     9 

千葉県 
我孫子市他 

事業用資産 
（店舗等） 

建物 
機械装置等 

  18 

  

 

場所 用途 種類 
金額   
(百万円) 

宮城県 
名取市 

事業用資産 
（工場） 

建物 
機械装置等 

    5 

千葉県 
千葉市他 

事業用資産 
（店舗等） 

建物等    4 

  

  当社グループは、事業用資産に関しては工場

及び店舗別にグルーピングを行い、賃貸用資産

及び遊休資産に関しては物件ごとにグルーピン

グしております。 

 営業活動から生ずる損益が継続してマイナス

である資産グループ及び土地等の時価の下落の

著しい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（27百万円）

として特別損失に計上しております。 

その主な内訳は、次のとおりであります。 

 当社グループは、事業用資産に関しては工場

及び店舗別にグルーピングを行い、賃貸用資産

及び遊休資産に関しては物件ごとにグルーピン

グしております。 

 営業活動から生ずる損益が継続してマイナス

である資産グループ及び土地等の時価の下落の

著しい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（10百万円）

として特別損失に計上しております。 

その主な内訳は、次のとおりであります。 

 事業用資産（工場） 事業用資産（工場） 

  建物及び構築物    9百万円   建物及び構築物 4百万円  

   機械装置及び運搬具  0百万円  

 事業用資産（店舗）    その他  0百万円  

  建物及び構築物   9百万円     計  5百万円  

  機械装置及び運搬具 1百万円   

  土地 0百万円  事業用資産（店舗）   

  リース資産 4百万円   建物及び構築物   0百万円  

  その他 2百万円   リース資産   4百万円  

    計  18百万円   その他  0百万円  

        計 4百万円  

  

 

なお、回収可能価額は正味売却価額により測

定しており、主要な土地、建物については不動

産鑑定評価額等により評価し、その他の資産に

ついては回収可能価額を零として評価しており

ます。 

なお、回収可能価額は正味売却価額により測

定しており、主要な土地、建物については不動

産鑑定評価額により評価し、その他の資産につ

いては回収可能価額を零として評価しておりま

す。 
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フジフーズ㈱ （2913） 平成 20 年 3 月期中間決算短信 

（中間連結株主資本等変動計算書関係） 
前中間連結会計期間（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 

 前連結会計年度末 

株式数（株） 

当中間連結会計期間 

増加株式数（株） 

当中間連結会計期間 

減少株式数（株） 

当中間連結会計期間末 

株式数（株） 

発行済株式     

 普通株式 15,875,000 ― ― 15,875,000 

  合計 15,875,000 ― ― 15,875,000 

自己株式     

普通株式（注） 36,925 1,000 ― 37,925 

合計 36,925 1,000 ― 37,925 

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加1,000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 

 配当金支払額 

 

（決議） 
株式の種類 

配当金の総額 

（百万円） 

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 126 8.00 平成18年3月31日 平成18年6月29日 

 

 
当中間連結会計期間（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 

 前連結会計年度末 

株式数（株） 

当中間連結会計期間 

増加株式数（株） 

当中間連結会計期間 

減少株式数（株） 

当中間連結会計期間末 

株式数（株） 

発行済株式     

 普通株式 15,875,000 ― ― 15,875,000 

  合計 15,875,000 ― ― 15,875,000 

自己株式     

普通株式（注） 39,925 1,000 ― 40,925 

合計 39,925 1,000 ― 40,925 

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加1,000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 

 配当金支払額 

 

（決議） 
株式の種類 

配当金の総額 

（百万円） 

1株当たり 

配当額（円） 
基準日 効力発生日 

平成19年5月25日 

取締役会 
普通株式 158 10.00 平成19年3月31日 平成19年6月14日 

 

 

前連結会計年度（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 

 前連結会計年度末 

株式数（株） 

当連結会計年度 

増加株式数（株） 

当連結会計年度 

減少株式数（株） 

当連結会計年度末 

株式数（株） 

発行済株式     

 普通株式 15,875,000 ― ― 15,875,000 

  合計 15,875,000 ― ― 15,875,000 

自己株式     

普通株式（注） 36,925 3,000 ― 39,925 

合計 36,925 3,000 ― 39,925 

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加3,000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 

（百万円） 

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 126 8.00 平成18年3月31日 平成18年6月29日 

 

(2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

 

（決議） 
株式の種類 

配当金の総額 

（百万円） 

1株当たり 

配当額（円） 
基準日 効力発生日 

平成19年5月25日 

取締役会 
普通株式 158 10.00 平成19年3月31日 平成19年6月14日 
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フジフーズ㈱ （2913） 平成 20 年 3 月期中間決算短信 

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

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

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

前連結会計年度 
（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中間期末残高と中

間連結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） 

※１ 現金及び現金同等物の中間期末残高と中

間連結貸借対照表に掲記されている科目の

金額との関係 

         （平成19年9月30日現在） 

※１ 現金及び現金同等物の中間期末残高と中

間連結貸借対照表に掲記されている科目の

金額との関係 

          （平成19年3月31日現在） 

 現金及び預金勘定    2,230百万円  現金及び預金勘定    3,501百万円  現金及び預金勘定    3,582百万円 

預入期間が３ヶ月を

超える定期預金 

  △  42百万円 預入期間が３ヶ月を

超える定期預金 

 △ 125百万円 預入期間が３ヶ月を

超える定期預金 

  △ 130百万円 

  現金及び現金同等物 2,188百万円   現金及び現金同等物 3,376百万円   現金及び現金同等物 3,452百万円 
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フジフーズ㈱ （2913） 平成 20 年 3 月期中間決算短信 

(リース取引関係) 

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

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

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

１．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、減損損失累計額相当額及び

中間連結会計期間末残高相当額 

（１）リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額、減損損失累計額相当額及び

中間連結会計期間末残高相当額 

（１）リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額、減損損失累計額相当額及び

期末残高相当額 
 

 
取得価額
相当額 
(百万円) 

減価償却
累計額相
当額 
(百万円) 

減損損失
累計額相
当額 
(百万円) 

中間連結
会計期間
末残高相
当額 
(百万円) 

機械装置
及び運搬
具 

4,610 1,424 137 3,048 

その他
（有形固
定資産） 

549 271 44 233 

無形固定
資産 

32 15 － 16 

合計 5,192 1,711 182 3,298 

  

 

 
取得価額
相当額 
(百万円) 

減価償却
累計額相
当額 
(百万円) 

減損損失
累計額相
当額 
(百万円) 

中間連結
会計期間
末残高相
当額 
(百万円) 

機械装置
及び運搬
具 

4,135 1,836 92 2,206 

その他
（有形固
定資産） 

519 308 53 158 

無形固定
資産 

26 10 － 16 

合計 4,681 2,154 146 2,380 

  

 

 
取得価額
相当額 
(百万円) 

減価償却
累計額相
当額 
(百万円) 

減損損失
累計額相
当額 
(百万円) 

期末残高
相当額 
(百万円) 

機械装置
及び運搬
具 

4,090 1,567 92 2,430 

その他
（有形固
定資産） 

554 310 48 195 

無形固定
資産 

26 7 － 18 

合計 4,671 1,885 141 2,644 

  
（２）未経過リース料中間連結会計期間末残高

相当額等 

（２）未経過リース料中間連結会計期間末残高

相当額等 

（２）未経過リース料期末残高相当額等 

 
１年内 754百万円

１年超 2,726百万円

合計 3,481百万円

リース資産減 
損勘定の残高 

123百万円

  

 
１年内 898百万円

１年超 1,595百万円

合計 2,494百万円

リース資産減 
損勘定の残高 

62百万円

  

 
１年内 721百万円

１年超 2,052百万円

合計 2,773百万円

リース資産減 
損勘定の残高 

75百万円

  
（３）支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額及び支払利息相当

額 

（３）支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額、支払利息相当額

及び減損損失 

（３）支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額、支払利息相当額

及び減損損失 
 
支払リース料 404百万円

リース資産減損勘定の
取崩額 

17百万円

減価償却費相当額 356百万円

支払利息相当額 33百万円
  

 
支払リース料 393百万円

リース資産減損勘定の
取崩額 

12百万円

減価償却費相当額 349百万円

支払利息相当額 25百万円

減損損失 4百万円
  

 
支払リース料 796百万円

リース資産減損勘定の
取崩額 

65百万円

減価償却費相当額 703百万円

支払利息相当額 61百万円

減損損失 4百万円
  

（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 （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

とする定額法を採用しております。 

同左 同左 

（５）利息相当額の算定方法 （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

額との差額を支払利息相当額とし、各期へ

の配分法については、利息法によっており

ます。 

同左 同左 

２．オペレーティング・リース取引 ２．オペレーティング・リース取引 ２．オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 未経過リース料 未経過リース料 
 

１年内 10百万円

１年超 15百万円

合計 26百万円
  

 
１年内 16百万円

１年超 28百万円

合計 44百万円
  

 
１年内 16百万円

１年超 32百万円

合計 48百万円
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フジフーズ㈱ （2913） 平成 20 年 3 月期中間決算短信 

(有価証券関係) 

   
前中間連結会計期間末（平成18年9月30日現在） 

その他有価証券で時価のあるもの 

  
取得原価（百万円）  

中間連結貸借対照表 

計上額（百万円） 
 差額（百万円） 

(1) 株      式  257     518     260    

(2) 債   券       

そ の 他  100     95     △  4    

(3) そ の 他  1,928     1,926     △  1    

合    計  2,285     2,540     254    

時価評価されていない主な有価証券 

  中間連結貸借対照表計上額（百万円） 

その他有価証券  

(1) 非上場株式 53    

(2) 非公募の内国債券 521    

(3) 投資事業組合出資金 42    

合    計 617    

減損処理の基準 

減損処理にあたっては、中間連結会計期間末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には全て減損処理を行い、30％以上50％未

満の場合には、時価の回復可能性等を考慮して必要と認められた額について、減損処理を行っております。 

   

 

当中間連結会計期間末（平成19年9月30日現在） 

  その他有価証券で時価のあるもの 

  
取得原価（百万円）  

中間連結貸借対照表 

計上額（百万円） 
 差額（百万円） 

(1)  株      式  263     409     146    

合    計  263     409     146    

時価評価されていない主な有価証券 

  中間連結貸借対照表計上額（百万円） 

その他有価証券  

(1) 非上場株式 15   

(2) 非公募の内国債券 520   

(3) 投資事業組合出資金 3   

合    計 539   

    減損処理の基準 

      減損処理にあたっては、中間連結会計期間末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には全て減損処理を行い、30％以上50％未満

の場合には、時価の回復可能性等を考慮して必要と認められた額について、減損処理を行っております。 

 

 

前連結会計年度末（平成19年3月31日現在） 

その他有価証券で時価のあるもの 

  
取得原価（百万円）  

連結貸借対照表 

計上額（百万円） 
 差額（百万円） 

(1) 株      式  260     473     213    

(2) 債   券       

そ の 他  100     97     △ 2    

合    計  360     571     210    

時価評価されていない主な有価証券 

  連結貸借対照表計上額（百万円） 

その他有価証券  

(1) 非上場株式 22   

(2) 非公募の内国債券 520   

(3) 投資事業組合出資金 17   

合    計 560   

減損処理の基準 

   減損処理に当たっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には全て減損処理を行い、30％以上50％未満の場合には、時

価の回復可能性等を考慮して必要と認められた額について、減損処理を行っております。 
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フジフーズ㈱ （2913） 平成 20 年 3 月期中間決算短信 
(デリバティブ取引関係) 
 
前中間連結会計期間末（平成18年9月30日現在） 

  （1）債券 

当中間連結会計期間末（平成18年9月30日） 

区分 種類 契約額等 

（百万円） 

契約額等のうち1

年超（百万円） 

時  価 

（百万円） 

評価損益 

（百万円） 

市場取引以外の取引 為替リンク債 100 100 95 △ 4 

合計 100 100 95 △ 4 

（注）1.デリバティブが組込まれた債券（複合金融商品）であります。 

   2.時価の算定方法 

    債券に取込まれたデリバティブを合理的に算定できないため、当該複合金融商品全体を時価評価しております。時価については、取引先金

融機関から提示された価格によっております。 

   3.契約金額等についてはデリバティブが組込まれた債券の取得価額を記載しております。 

   4.なお、金額については、（有価証券関係）その他有価証券で時価のあるものに含めて記載しております。 

 

なお、ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は、注記の対象から除いております。 

 

当中間連結会計期間末（平成19年9月30日現在） 

該当事項はありません。 

なお、ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は、注記の対象から除いております。 

 

前連結会計年度（平成19年3月31日現在） 

（1） 債券 

前連結会計年度（平成19年3月31日） 

区分 種類 契約額等 

（百万円） 

契約額等のうち1

年超（百万円） 

時  価 

（百万円） 

評価損益 

（百万円） 

市場取引以外の取引 為替リンク債 100 100 97 △ 2 

合計 100 100 97 △ 2 

（注）1.デリバティブが組込まれた債券（複合金融商品）であります。 

   2.時価の算定方法 

    債券に取込まれたデリバティブを合理的に算定できないため、当該複合金融商品全体を時価評価しております。時価については、取引先金

融機関から提示された価格によっております。 

   3.契約金額等についてはデリバティブが組込まれた債券の取得価額を記載しております。 

   4.なお、金額については、（有価証券関係）その他有価証券で時価のあるものに含めて記載しております。 

 

なお、ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は、注記の対象から除いております。 

 
（ストック・オプション等関係） 
 
前中間連結会計期間末（平成18年9月30日現在） 

該当事項はありません。 

 

当中間連結会計期間末（平成19年9月30日現在） 

該当事項はありません。 

 

前連結会計年度（平成19年3月31日現在） 

該当事項はありません。 



  

 28 

フジフーズ㈱ （2913） 平成 20 年 3 月期中間決算短信 

(セグメント情報) 

 a.事業の種類別セグメント情報 
   前中間連結会計期間(自平成18年4月1日 至平成18年9月30日) 

 食品事業 

（百万円） 

飲食店事業 

（百万円） 

運送事業 

（百万円） 

計 

（百万円） 

消去又は全社     

（百万円） 

連 結     

（百万円） 

  売上高       

（１）外部顧客に対する売上高 30,639 909 396 31,946 －   31,946 

（２）セグメント間の内部売上 0 － 729 729 （ 729） － 

        計 30,639 909 1,126 32,675 （ 729） 31,946 

   営業費用 29,604 872 1,027 31,504 （ 734） 30,769 

   営業利益 1,035 37 98 1,171 4  1,176 

 

    当中間連結会計期間(自平成19年4月1日 至平成19年9月30日) 

 食品事業 

（百万円） 

飲食店事業 

（百万円） 

運送事業 

（百万円） 

計 

（百万円） 

消去又は全社     

（百万円） 

連 結     

（百万円） 

  売上高       

（１）外部顧客に対する売上高 28,846  937  505 30,290 －  30,290 

（２）セグメント間の内部売上 － －  636 636 ( 636) － 

        計 28,846 937  1,142 30,926 ( 636) 30,290 

   営業費用 27,698 900  1,045 29,644 ( 640) 29,004 

   営業利益 1,148 37  96 1,282 3  1,285 

 

前連結会計年度(自平成18年4月1日 至平成19年3月31日) 

 食品事業 

（百万円） 

飲食店事業 

（百万円） 

運送事業 

（百万円） 

計 

（百万円） 

消去又は全社     

（百万円） 

連 結     

（百万円） 

  売上高       

（１）外部顧客に対する売上高 60,559 1,846 781 63,187 ―  63,187 

（２）セグメント間の内部売上 0 － 1,451 1,451 （1,451） － 

        計 60,559 1,846 2,232 64,638 （1,451） 63,187 

   営業費用 58,697 1,759 2,007 62,464 （1,458） 61,006 

   営業利益 1,862 86 224 2,173 7 2,180 

   (注)1.事業区分は事業の種類･性質を考慮して区分しております｡ 

    2.各事業の主な内容 

事  業  区  分 主要な内容 

食  品  事  業 米飯､調理パン､サラダ､和風惣菜､冷凍食品他の仕入・製造・販売 

飲 食 店 事 業 飲食店 

運  送  事  業 食品関係等の配送 

       3.前中間連結会計期間、当中間連結会計期間および前連結会計年度における営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用はあ

りません｡ 

    4.「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」4．（ロ）①に記載のとおり、法人税法の改正に伴い、当中間連結会計期間より平成

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。 

これにより、営業利益は、食品事業が10百万円、飲食店事業が0百万円減少しております。 

       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。 

     これにより、営業利益は、食品事業が11百万円減少しております。 

 

       

  b.所在地別セグメント情報 

前中間連結会計期間(自平成18年4月1日 至平成18年9月30日) 

本邦の売上高の金額は、全セグメントの売上高の合計額に占める割合が 90％超であるため、所在地別セグメント情報の記載を省略しており

ます｡ 

 

当中間連結会計期間(自平成19年4月1日 至平成19年9月30日) 

   本邦の売上高の金額は、全セグメントの売上高の合計額に占める割合が 90％超であるため、所在地別セグメント情報の記載を省略しており

ます｡ 

 

前連結会計年度(自平成18年4月1日 至平成19年3月31日) 

   本邦の売上高及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額 

に占める割合がいずれも90％超であるため､所在地別セグメント情報の記載を省略しております｡ 
 
 
 c.海外売上高 

前中間連結会計期間(自平成18年4月1日 至平成18年9月30日) 

   海外売上高は､連結売上高の10％未満であるため､海外売上高の記載を省略しております｡ 

 

当中間連結会計期間(自平成19年4月1日 至平成19年9月30日) 

    海外売上高は､連結売上高の10％未満であるため､海外売上高の記載を省略しております｡ 

 

前連結会計年度(自平成18年4月1日 至平成19年3月31日) 

海外売上高は､連結売上高の10％未満であるため､海外売上高の記載を省略しております｡ 
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（企業結合等関係） 

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

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

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

────── ────── 会社分割及び株式譲渡 

（食品事業の分離関係） 

分離先企業の名称、分離した事業の内容、事業

分離を行った理由、事業分離日及び法的形式を

含む事業分離の内容 

  (1)分離先企業の名称及び分離した事業の内容 

株式会社グローバルフーズ 

ロングライフ商品及び冷凍食品の加工、製造

並びに販売等 

  (2)事業分離を行った理由 

事業の再生に取り組んでまいりましたが、市

場環境の厳しさが増大するなかでは、会社分

割により更なる再生、再建を図ることが不可

欠であるとの判断にいたりました。 

  (3)事業分離日 

  平成19年3月30日 

  (4)法的形式を含む事業分離の概要 

株式会社グローバルフーズから新設分割に

より設立した事業会社の株式譲渡 

  ２．実施した会計処理の概要 

子会社の事業分離に伴って当連結会計年度に

おいて実施した会計処理の概要は次の通りであ

ります。 

以下の帳簿価額の子会社株式を10百万円で譲

渡いたしました。 

  移転した子会社に係る資産及び負債の適正な

帳簿価額並びにその主な内訳 

科目 金額 科目 金額 

現金及び預金 131百万円買掛金 392百万円

受取手形 6百万円未払金 193百万円

売掛金 609百万円その他 54百万円

たな卸資産 52百万円資本金 80百万円

その他 2百万円資本剰余金 181百万円

有形固定資産 88百万円  

無形固定資産 2百万円  

投資その他の

資産 
9百万円  

資産合計 902百万円
負債純資産 

合計 
902百万円

 

 

 

 

 

 

 

３．当連結会計年度の損益計算書に計上されてい

る分離した事業にかかる損益の概算額 

売上高   4,247百万円 

   営業利益 △  52百万円 

経常利益 △  53百万円 
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（１株当たり情報） 
前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

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

前連結会計年度 
（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 993円75銭  １株当たり純資産額 1,052円12銭  １株当たり純資産額 1,026円42銭 

 １株当たり中間純利益金額 45円00銭   １株当たり中間純利益金額 34円47銭  １株当たり当期純利益金額 74円76銭 

  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。 
 

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

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

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

1 株当たり中間（当期）純利益金額    

中間（当期）純利益（百万円） 712 545 1,183 

普通株主に 
帰属しない金額（百万円） － － － 

普通株式に係る中間（当期）純利益（百万円） 712 545 1,183 

期中平均株式数（千株） 15,837 15,834 15,836 

 
 
(重要な後発事象) 

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

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

前連結会計年度 
（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25日開催の取締役会におい

て、当社の100％子会社である株式会社ジーエフの

特別清算を決議いたしました。同社の概要は以下の

とおりであります。 

(1)会社名：株式会社ジーエフ 

(2)所在地：東京都中央区日本橋三丁目３番11号 

(3)代表者：谷口誠 

(4)設立年月日：平成14年４月1日 

(5)主な事業の内容：ロングライフ商品及び冷凍食

品の加工、製造並びに販売等 

(6)資本金：80百万円 

(7)株主構成：当社100％出資 

上記の清算による影響額は、平成19年３月期の業績

に織り込み済みであります。 
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5.中間個別財務諸表 

（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） 

対前中   

間期比 

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 (百万円） 

構成比

（％） 
金額 (百万円） 

構成比

（％） 

増減  

(百万円) 
金額 (百万円） 

構成比

（％） 

(資産の部)            
            

I 流動資産            

1 現金及び預金  1,332   2,455   2,605   

            

2 売掛金  5,020   4,810    5,163   

            

3 有価証券  1,927   0    0   

            

4 たな卸資産  354   321    347   

            

5 その他  480 
 

 785    780   

            

  貸倒引当金  △25 
 

 △17    △25   

流動資産合計   9,091  27.4  8,355  26.4 △735  8,871  27.4 

            

Ⅱ 固定資産            
            

1 有形固定資産 ※1・2           

            

(1) 建物  8,828   8,232    8,444   

            

(2) 機械装置  1,388   1,638    1,337   

            

(3) 土地 
 

7,110 
 

 7,110    7,110   

            

(4) その他  700   779    735   

計 
 

18,027   54.3 17,761   56.1 △266 17,627   54.5 
            

2 無形固定資産  79    0.3 73    0.2 △6 76    0.2 

            

3 投資その他の資産            

              

(1) 投資有価証券 ※2 2,239   1,878    2,061   

            

(2) 長期貸付金   1,275   1,410    1,189   

            

(3) 敷金保証金   1,126   1,171    1,148   

            

(4) 投資固定資産  ※1・2 1,671   1,550    1,609   

            

(5) その他  726   556    662   

            

貸倒引当金   △979   △1,075    △894   
            

投資損失引当金   △80   ―    ―   

計  5,979   18.0 5,491  17.3 △488 5,776   17.9 

固定資産合計     24,087  72.6  23,326  73.6 △761  23,480  72.6 

資産合計   33,178 100.0  31,682 100.0 △1,496  32,352 100.0 
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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） 

対前中   

間期比 

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 (百万円） 

構成比

（％） 
金額 (百万円） 

構成比

（％） 

増減  

(百万円) 
金額 (百万円） 

構成比

（％） 

(負債の部)            

Ⅰ 流動負債             

1 買掛金   2,574   2,441    2,661   

2 短期借入金  ※2 2,600 

  1,800 

   1,500 

  

3 １年以内に返済予定の

長期借入金 

※2 2,399 

  2,157 

   2,352 

  

4 未払金  

 2,138 

  2,259 

   2,045 

  

5 未払法人税等 

 213   525    729   

6 賞与引当金 

 318   335    313   

7 その他 

 391   237    486   

流動負債合計   10,635 32.1  9,756 30.8 △878  10,088 31.2 

 
 

Ⅱ 固定負債  

           

1 長期借入金 ※2 6,002   4,737    5,307   

 2 退職給付引当金   90   96    93   

 3 役員退職引当金 

 295 

  312 

   307 

  

 4 債務保証損失引当金  

 155 

  143 

   199 

  

 5 その他  

 140 

  107 

   136 

  

固定負債合計   6,685 20.1  5,397 17.0 △1,287  6,043 18.7 

負債合計   17,320 52.2  15,153 47.8 △2,166  16,132 49.9 

(純資産の部)            

Ⅰ 株主資本 

           

1 資本金    6,541 19.7  6,541 20.6 ―  6,541 20.2 

2 資本剰余金            

(1)資本準備金  7,014   7,014    7,014   

資本剰余金合計   7,014 21.1  7,014 22.2 ―  7,014 21.7 

3 利益剰余金            

(1)利益準備金  170   170    170   

(2)その他利益剰余金             

別途積立金  1,200   1,800    1,200   

繰越利益剰余金  787   890    1,135   

利益剰余金合計   2,158 6.5  2,861 9.0 703  2,506 7.7 

4 自己株式    △11 △0.0  △13 △0.0 △1  △12 △0.0 

株主資本合計   15,702 47.3  16,404 51.8 701  16,049 49.6 

Ⅱ 評価・換算差額等 

           

1 その他有価証券評価差

額金 
  155 0.5  124 0.4 △31  170 0.5 

評価・換算差額等合計   155 0.5  124 0.4 △31  170 0.5 

純資産合計   15,858 47.8  16,528 52.2 670  16,220 50.1 

負債純資産合計   33,178 100.0  31,682 100.0 △1,496  32,352 100.0 
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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） 

対前中   

間期比 

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 (百万円） 

百分比

（％） 
金額 (百万円） 

百分比

（％） 

増減  

(百万円) 
金額 (百万円） 

百分比

（％） 
            

Ⅰ 売上高   27,779 100.0  27,605 100.0 △173  54,907 100.0 

            

Ⅱ 売上原価   22,896 82.4  22,569 81.8 △327  45,395 82.7 

売上総利益   4,882 17.6  5,036 18.2 153  9,512 17.3 

            

  Ⅲ 販売費及び一般管理費   3,713 13.4  3,700 13.4 △13  7,348 13.4 

営業利益   1,169 4.2  1,335 4.8 166  2,163 3.9 

            

  Ⅳ 営業外収益 ※1  213 0.8  212 0.8 △0  636 1.2 

            

Ⅴ 営業外費用 ※2  243 0.9  247 0.9 4  467 0.9 

経常利益   1,139 4.1  1,300 4.7 161  2,332 4.2 

            

Ⅵ 特別利益 ※3  2 0.0  62 0.2 60  4 0.0 

            

Ⅶ 特別損失 ※4・5  228 0.8  346 1.2 117  682 1.2 

税引前中間(当期)純利

益 
  912 3.3  1,016 3.7 103  1,655 3.0 

            

法人税、住民税及び事

業税 
 184   492    696   

            

法人税等調整額  143 327 1.2 11 503 1.8 176 25 721 1.3 

中間(当期)純利益   585 2.1  513 1.9 △72  934 1.7 
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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 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 
(百万円) 

6,541 7,014 170 1,800 △271 1,699 △11 15,243 

中間会計期間中の変動額         

別途積立金の取崩し（注）    △600 600 －  － 

剰余金の配当（注）     △126 △126  △126 

中間純利益     585 585  585 

自己株式の取得       △0 △0 

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 
(百万円) 

－ － － △600 1,058 458 △0 458 

平成18年９月30日 残高   
（百万円） 

6,541 7,014 170 1,200 787 2,158 △11 15,702 

         
 

評価・換算差額等 

 
その他有価証券評
価差額金 

純資産合計 

平成18年３月31日 残高 
（百万円） 

213 15,457 

中間会計期間中の変動額   

別途積立金の取崩し（注）  － 

剰余金の配当（注）  △126 

中間純利益  585 

自己株式の取得  △0 

株主資本以外の項目の中間会
計期間中の変動額（純額） 

△57 △57 

中間会計期間中の変動額合計
（百万円） 

△57 400 

平成18年９月30日 残高 
（百万円） 

155 15,858 

   
（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。 



 

35 

フジフーズ㈱ （2913） 平成20年3月期中間決算短信 
 

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 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  
（百万円） 

6,541 7,014 170 1,200 1,135 2,506 △12 16,049 

中間会計期間中の変動額         

別途積立金の積立て    600 △600 －  － 

剰余金の配当     △158 △158  △158 

中間純利益     513 513  513 

自己株式の取得       △0 △0 

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
（百万円） 

－ － － 600 △244 355 △0 354 

平成19年９月30日 残高   
（百万円） 

6,541 7,014 170 1,800 890 2,861 △13 16,404 

         
 

評価・換算差額等 

 
その他有価証券評
価差額金 

純資産合計 

平成19年３月31日 残高 
（百万円） 

170 16,220 

中間会計期間中の変動額   

別途積立金の積立て  － 

剰余金の配当  △158 

中間純利益  513 

自己株式の取得  △0 

株主資本以外の項目の中間会
計期間中の変動額（純額） 

△45 △45 

中間会計期間中の変動額合計 
（百万円） 

△45 308 

平成19年９月30日 残高 
（百万円） 

124 16,528 
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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 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金 
 

資本金 
資本準備金 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 
(百万円) 

6,541 7,014 170 1,800 △271 1,699 △11 15,243 

事業年度中の変動額         

別途積立金の取崩し(注)    △600 600 －  － 

剰余金の配当     △126 △126  △126 

当期純利益     934 934  934 

自己株式の取得       △1 △1 

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 
（百万円） 

－ － － △600 1,407 807 △1 805 

平成19年3月31日 残高 
(百万円） 

6,541 7,014 170 1,200 1,135 2,506 △12 16,049 

         
 

評価・換算差額等 

 
その他有価証券評
価差額金 

純資産合計 

平成18年３月31日 残高 
（百万円） 

213 15,457 

事業年度中の変動額   

別途積立金の取崩し（注）  － 

剰余金の配当  △126 

当期純利益  934 

自己株式の取得  △1 

株主資本以外の項目の   
事業年度中の変動額（純額） 

△43 △43 

事業年度中の変動額合計 
（百万円） 

△43 762 

平成19年3月31日 残高 
（百万円） 

170 16,220 

   
（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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中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

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）有価証券 (1）有価証券 (1）有価証券 １．資産の評価基準及び評価方法 

子会社株式 子会社株式 子会社株式 

  移動平均法による原価法 同左 同左 

 その他有価証券 その他有価証券 その他有価証券 

 時価のあるもの 時価のあるもの 時価のあるもの 

 当中間会計期間末日の市場

価格等に基づく時価法                                       

（評価差額は部分純資産直入

法により処理し、売却原価の計

算は移動平均法によっており

ます。） 

同左 期末日の市場価格等に基づ

く時価法 

（評価差額は部分純資産直

入法により処理し、売却原価

の計算は移動平均法によって

おります。） 

 時価のないもの 時価のないもの 時価のないもの 

 移動平均法による原価法 同左 同左 

 (2）たな卸資産 (2）たな卸資産 (2）たな卸資産 

 商品、製品、原材料及び仕掛品 同左 同左 

  移動平均法による原価法   

 貯蔵品   

  最終仕入原価法   

(1）有形固定資産 (1）有形固定資産 (1）有形固定資産 ２．固定資産の減価償却の方     

法  定率法 同左 同左 

  ただし、平成10年４月１日以降

に取得した建物（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、主な耐用年数は次のとお

りであります。 

建物       15～50年 

機械装置       ９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。 

これにより営業利益、経常利益及

び税引前中間純利益は、それぞれ

10百万円減少しております。 

(追加情報) 

法人税法改正に伴い、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。 
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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） 

  これにより営業利益、経常利益及

び税引前中間純利益がそれぞれ10

百万円減少しております。 

 

 (2）無形固定資産 (2）無形固定資産 (2）無形固定資産 

  定額法 同左 同左 

   なお、主な耐用年数は次のとお

りであります。 

  

 
 
自社利用のソフトウェ
ア 

５年

工業用水道施設利用権 15年
  

  

 (3）投資固定資産 (3）投資固定資産 (3）投資固定資産 

  定率法 

 なお、主な耐用年数は５～31年

であります。 

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

に取得した投資固定資産について、

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。 

これにより経常利益及び税引前中

間純利益は、それぞれ０百万円減少

しております。 

(追加情報) 

法人税法改正に伴い、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、営業外費用に含

めて計上しております。 

これにより、経常利益及び税引前

中間純利益がそれぞれ４百万円減

少しております。 

同左 

 (4）長期前払費用 (4）長期前払費用 (4）長期前払費用 

  均等償却 

   なお、主な償却期間は３年であ

ります。 

同左 同左 
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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） 

３．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 (1）貸倒引当金 (1）貸倒引当金 

 債権の貸倒による損失に備え

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

計上しております。 

同左 同左 

 (2）賞与引当金 (2）賞与引当金 (2）賞与引当金 

    従業員の賞与の支給に備えるた

め、支給見込額のうち当中間会計

期間負担分を計上しております。 

同左    従業員の賞与の支給に備える

ため、支給見込額のうち当期負担

分を計上しております。 

 (3）退職給付引当金 (3）退職給付引当金 (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。 

 会計基準変更時差異について

は、15年による按分額を営業費用

として処理しております。 

   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

年度より費用処理しております。 

同左   従業員の退職給付に備えるた

め、当期末における退職給付債務

の見込額に基づき、当期末におい

て発生していると認められる額

を計上しております。 

 会計基準変更時差異は、15年に

よる按分額を営業費用として処

理しております。 

 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

業年度より費用処理しておりま

す。 

 (4）役員退職引当金 (4）役員退職引当金 (4）役員退職引当金 

    役員の退職慰労金の支給に備え

るため、役員退職慰労金規程に基

づく当中間会計期間末の支給見込

額を計上しております。 

同左  役員の退職慰労金の支給に備

えるため、役員退職慰労金規程に

基づく当期末の支給見込額を計

上しております。 

 (5）投資損失引当金 (5）投資損失引当金 (5）投資損失引当金 

    関係会社に対する損失に備える

ため、関係会社の財政状態等を勘

案して、必要額を計上しておりま

す。 

───── ───── 

 (6）債務保証損失引当金 (6）債務保証損失引当金 (6）債務保証損失引当金 

  関係会社への債務保証に係る

損失に備えるため、被保証者の財

政状態等を勘案し、損失負担見込

額を計上しております。 

同左 同左 
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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） 

４．外貨建の資産及び負債の  

  本邦通貨への換算基準 

 外貨建金銭債権債務は、中間決算

日の直物等為替相場により円貨に

換算し、換算差額は損益として処理

しております。 

外貨建金銭債権債務は、期末日の

直物等為替相場により円貨に換算

し、換算差額は損益として処理して

おります。 

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 同左 

６．ヘッジ会計の方法  投資有価証券及び借入金の一部

について、稟議決裁に基づき将来の

金利リスクを軽減する目的で金利

スワップ取引を行っております。当

該金利スワップ取引については、取

締役管理本部長の指示の下、管理部

において実行管理を行い、「金融商

品に係る会計基準」の特例処理の要

件を満たしていることを確認し、当

該特例処理（金利スワップを時価評

価せずに当該金利スワップに係る

金銭の受払の純額を金利変換の対

象となる資産または負債に係る利

息に加減する方法）を採用しており

ます。なお、特例処理の要件を満た

しているため、ヘッジの有効性の評

価は実施しておりません。 

借入金の一部について、稟議決裁

に基づき将来の金利リスクを軽減す

る目的で金利スワップ取引を行って

おります。当該金利スワップ取引に

ついては、取締役管理本部長の指示

の下、管理部において実行管理を行

い、「金融商品に係る会計基準」の

特例処理の要件を満たしていること

を確認し、当該特例処理（金利スワ

ップを時価評価せずに当該金利スワ

ップに係る金銭の受払の純額を金利

変換の対象となる負債に係る利息に

加減する方法）を採用しております。

なお、特例処理の要件を満たしてい

るため、ヘッジの有効性の評価は実

施しておりません。 

 

投資有価証券及び借入金の一部 

について、稟議決裁に基づき将来 

の金利リスクを軽減する目的で金 

利スワップ取引を行っておりま 

す。当該金利スワップ取引につい 

ては、取締役管理本部長の指示の 

下、管理部において実行管理を行 

い、「金融商品に係る会計基準」 

の特例処理の要件を満たしている 

ことを確認し、当該特例処理（金 

利スワップを時価評価せずに当該 

金利スワップに係る金銭の受払の 

純額を金利変換の対象となる資産 

または負債に係る利息に加減する 

方法）を採用しております。な 

お、特例処理の要件を満たしてい 

るため、ヘッジの有効性の評価は 

実施しておりません。 

(1）消費税等の会計処理 (1）消費税等の会計処理 (1）消費税等の会計処理 ７．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 

 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、その他の流動

負債に含めて表示しております。 

同左  税抜き方式を採用しておりま

す。 
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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） 

───── （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

15,858百万円であります。 

 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

則の改定に伴い、改正後の中間財務諸表等規則

により作成しております。 

  当期より、「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

16,220百万円であります。 

 なお、当期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定に伴い、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） ───── 

 従来、流動資産の「その他」に含めておりました有価証券は、当中間

会計期間より、資産の総額の100分の5を超えることとなったため区分掲

載することに変更しました。 

 なお、前中間会計期間末の流動資産の「その他」に含まれている有価

証券は1百万円であります。 

 

 
追加情報 

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） 

 当社は、関東信越厚生局の承認を得て、平成

18年4月に退職金制度の一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。 

 本移行に伴う影響額は、特別利益として2百万

円計上されております。 

───── 当社は、関東信越厚生局の承認を得て、平成

18年4月に退職金制度の一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。 

 本移行に伴う影響額は、特別利益として2百万

円計上されております。 
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注記事項 
（中間貸借対照表関係） 

前中間会計期間末 
(平成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は16,114

百万円であります。 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額は17,064

百万円であります。 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額は16,688

百万円であります。 

   投資その他の資産（投資固定資産）の減

価償却累計額は3,258百万円であります。 

   投資その他の資産（投資固定資産）の減

価償却累計額は3,295百万円であります。   

    投資その他の資産（投資固定資産）の減価

償却累計額は3,242百万円であります。 

※２ 担保資産及び担保付債務 ※２ 担保資産及び担保付債務 ※２ 担保資産及び担保付債務 

   担保に供している資産は次の通りであり

ます。 

   担保に供している資産は次の通りであり

ます。 

   担保に供している資産は次の通りであり

ます。 

 担保資産 担保資産 担保資産 
 

建物 5,771百万円 

機械装置 757百万円 

土地 5,928百万円 

その他（有形固定資産） 95百万円 

投資有価証券 142百万円 

投資固定資産 582百万円 

計 13,278百万円 
 

 
建物 7,273百万円 

機械装置 712百万円 

土地 6,714百万円 

その他（有形固定資産） 126百万円 

投資有価証券 95百万円 

投資固定資産 1,029百万円 

計 15,951百万円 
  

 
建物 7,446百万円 

機械装置 716百万円 

土地 6,714百万円 

その他（有形固定資産） 101百万円 

投資有価証券 118百万円 

投資固定資産 1,059百万円 

計 16,156百万円 
 

 うち工場財団 うち工場財団 うち工場財団 
 

建物 3,516百万円 

機械装置 757百万円 

土地 733百万円 

その他（有形固定資産） 95百万円 

投資固定資産 429百万円 

計 5,532百万円 
 

 
建物 3,267百万円 

機械装置 712百万円 

土地 733百万円 

その他（有形固定資産） 126百万円 

投資固定資産 403百万円 

計 5,244百万円 
  

 
建物 3,351百万円 

機械装置 716百万円 

土地 733百万円 

その他（有形固定資産） 101百万円 

投資固定資産 416百万円 

計 5,318百万円 
 

   担保付債務は、次の通りであります。    担保付債務は、次の通りであります。    担保付債務は、次の通りであります。 

 担保付債務 担保付債務  担保付債務 
 

短期借入金 927百万円 

1年内返済予定長期借入金 1,812百万円 

長期借入金 5,033百万円 

計 7,774百万円 
 

 
短期借入金 1,184百万円 

1年内返済予定長期借入金 2,134百万円 

長期借入金 4,737百万円 

計 8,056百万円 
  

 
短期借入金 867百万円 

1年内返済予定長期借入金 2,341百万円 

長期借入金 5,307百万円 

計 8,516百万円 
 

 うち工場財団 うち工場財団 うち工場財団 
 

短期借入金 227百万円 

1年内返済予定長期借入金 1,079百万円 

長期借入金 2,963百万円 

計 4,270百万円 
 

 
短期借入金 969百万円 

1年内返済予定長期借入金 985百万円 

長期借入金 2,575百万円 

計 4,530百万円 
  

 
短期借入金 729百万円 

1年内返済予定長期借入金 1,169百万円 

長期借入金 2,913百万円 

計 4,812百万円 
 

※３ 偶発債務 ※３ 偶発債務 ※３ 偶発債務 

   債務保証    債務保証    債務保証 

下記関係会社に対し、以下の通り債務保

証を行っております。 

下記の会社に対し、以下の通り債務保証

を行っております。 

下記の会社に対し、以下の通り債務保証

を行っております。 

㈱フジフードサービス 

リース債務 43百万円

長期未払金 18百万円

金融機関からの借入金 300百万円

債務保証損失引当金 △155百万円

㈱グローバルフーズ 

リース債務 9百万円

買掛金 0百万円

金融機関からの借入金 143百万円

㈱デイリートランスポート 

リース債務 2百万円

計 363百万円

  

㈱フジフードサービス 

リース債務 69百万円

長期未払金 11百万円

金融機関からの借入金 400百万円

債務保証損失引当金 △143百万円

㈱グローバルフーズ 

リース債務 2百万円

買掛金 0百万円

㈱デイリートランスポート 

リース債務 6百万円

計 346百万円

  

㈱フジフードサービス 

リース債務 42百万円

長期未払金 14百万円

金融機関からの借入金 400百万円

債務保証損失引当金 △199百万円

㈱グローバルフーズ 

リース債務 5百万円

買掛金 0百万円

㈱デイリートランスポート 

リース債務 7百万円

計 271百万円
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フジフーズ㈱ （2913） 平成 20 年 3 月期中間決算短信 
（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 営業外収益のうち主要なもの  ※１ 営業外収益のうち主要なもの  ※１ 営業外収益のうち主要なもの 
 

受取利息 10百万円 

受取家賃 164百万円 

受取手数料 9百万円 

為替差益 6百万円 
 

 
受取利息 5百万円

受取家賃 158百万円

 
 

 
受取利息 7百万円

受取家賃 327百万円

企業立地奨励金等収入 205百万円

為替差益 6百万円
 

 ※２ 営業外費用のうち主要なもの  ※２ 営業外費用のうち主要なもの  ※２ 営業外費用のうち主要なもの 
 

支払利息 65百万円 

賃貸諸費用 151百万円 

  
  

 
支払利息 60百万円

賃貸諸費用 147百万円

為替差損 33百万円
  

 
支払利息 130百万円

賃貸諸費用 300百万円

 
  

 ※３ 特別利益のうち主要なもの  ※３ 特別利益のうち主要なもの  ※３ 特別利益のうち主要なもの 
 

確定拠出年金移行益 2百万円 

  

  
  

 
役員退職引当金戻入益 1百万円

投資有価証券売却益 2百万円

債務保証引当金戻入益 56百万円

食品製造設備開発協力金 2百万円
  

 
投資有価証券売却益 0百万円

食品製造設備開発協力金 2百万円

確定拠出年金移行益 2百万円
  

※４ 特別損失のうち主要なもの  ※４ 特別損失のうち主要なもの  ※４ 特別損失のうち主要なもの 
 

固定資産除却損  

建物 0百万円 

機械装置 4百万円 

その他 2百万円 

除却費用 0百万円 

計 7百万円 

貸倒引当金繰入額 176百万円 

投資固定資産売却損 41百万円 

役員退職金 2百万円 
  

 
固定資産除却損 

建物 4百万円

機械装置 29百万円

その他 0百万円

除却費用 2百万円

計 37百万円

貸倒引当金繰入額 186百万円

過年度社会保険料 99百万円

投資有価証券売却損 4百万円

減損損失 18百万円
  

 
固定資産除却損 

建物 2百万円

機械装置 17百万円

その他 1百万円

除却費用 0百万円

計 21百万円

投資固定資産売却損 41百万円

貸倒引当金繰入額 279百万円

債務保証損失引当金 44百万円

関係会社債権放棄損 287百万円

役員退職金 2百万円
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フジフーズ㈱ （2913） 平成 20 年 3 月期中間決算短信 
 

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） 

───── ※５ 当中間会計期間において、当社は、以下

の資産グループについて減損損失を計上

しております。 

───── 

  
場所 用途 種類 金額   

(百万円) 

千葉県八
千代市 

事業用資
産（工場） 建物 9 

秋田県由
利本荘市 

賃貸用資
産（店舗
等） 

土地等 9 

  

 

  当社は、資産を事業用資産、賃貸用資産及び

遊休資産に分類し、事業用資産に関しては工場

別にグルーピングを行い、賃貸用資産及び遊休

資産に関しては物件ごとにグルーピングしてお

ります。 

 営業活動から生ずる損益が継続してマイナス

である資産グループ及び土地等の時価の下落の

著しい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（18百万円）

として特別損失に計上しております。その主な

内訳は、次のとおりであります。 

 

 事業用資産  
  

建物 9百万円
 

 

 賃貸用資産  
  

土地 8百万円

その他 1百万円

計 9百万円
  

  

  なお、回収可能価額は正味売却価額により測

定しており、主要な土地、建物については不動

産鑑定評価額等により評価し、その他の資産に

ついては回収可能価額を零として評価しており

ます。 

 

 ６ 減価償却実施額   ６ 減価償却実施額  ６ 減価償却実施額 
 

有形固定資産 658百万円 

無形固定資産 6百万円 
  

 
有形固定資産 651百万円

無形固定資産 6百万円
  

 
有形固定資産 1,348百万円

無形固定資産 13百万円
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フジフーズ㈱ （2913） 平成 20 年 3 月期中間決算短信 
（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） 
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） 

普通株式（注） 36,925 1,000 － 37,925 

合計 36,925 1,000 － 37,925 

 （注） 普通株式の自己株式の株式数の増加 1,000株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 
 

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） 
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） 

普通株式（注） 39,925 1,000 － 40,925 

合計 39,925 1,000 － 40,925 

 （注） 普通株式の自己株式の株式数の増加 1,000株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 
 

前事業年度（自 平成 18年４月１日 至 平成 19年３月 31日） 
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） 

普通株式（注） 36,925 3,000 － 39,925 

合計 36,925 3,000 － 39,925 

 （注） 普通株式の自己株式の株式数の増加 3,000株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 
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フジフーズ㈱ （2913） 平成 20 年 3 月期中間決算短信 
（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） 

１．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、減損損失累計額相当額及び

中間期末残高相当額 

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額、減損損失累計額相当額及び

中間期末残高相当額 

(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 

 

 
取得価額
相当額 
（百万円）

減価償却
累計額相
当額 
（百万円）

減損損失
累計額相
当額 
（百万円）

中間期末
残高相当
額 
（百万円）

機械装
置 

4,229 1,277 76 2,875 

その他
の有形
固定資
産 

373 180 11 182 

無形固
定資産 

26 15 － 11 

合計 4,629 1,473 87 3,068 

  

 

 
取得価額
相当額 
（百万円）

減価償却
累計額相
当額 
（百万円）

減損損失
累計額相
当額 
（百万円）

中間期末
残高相当
額 
（百万円）

機械装
置 

3,835 1,689 76 2,070 

その他
の有形
固定資
産 

344 208 11 125 

無形固
定資産 

15 8 － 7 

合計 4,196 1,905 87 2,203 

  

 

 
取得価額
相当額 
（百万円）

減価償却
累計額相
当額 
（百万円）

減損損失
累計額相
当額 
（百万円）

中間期末
残高相当
額 
（百万円）

機械装
置 

3,807 1,431 76 2,300 

その他
の有形
固定資
産 

331 183 11 137 

無形固
定資産 

15 6 － 9 

合計 4,155 1,620 87 2,446 

  
(2) 未経過リース料中間期末残高相当額等 (2) 未経過リース料中間期末残高相当額等 (2) 未経過リース料期末残高相当額等 
 
１年内 653百万円

１年超 2,526百万円

合計 3,179百万円

リース資産減
損勘定の残高 

57百万円

  

 
１年内 813百万円

１年超 1,470百万円

合計 2,283百万円

リース資産減
損勘定の残高 

39百万円

  

 
１年内 633百万円

１年超 1,907百万円

合計 2,541百万円

リース資産減
損勘定の残高 

48百万円

 

(3) 支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額、支払利息相当額

及び減損損失 

(3) 支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額、支払利息相当額

及び減損損失 

(3) 支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額、支払利息相当額

及び減損損失 
 
支払リース料 351百万円

リース資産減損勘
定の取崩額 

9百万円

減価償却費相当額 318百万円

支払利息相当額 29百万円
  

 
支払リース料 343百万円

リース資産減損勘
定の取崩額 

8百万円

減価償却費相当額 310百万円

支払利息相当額 22百万円
  

 
支払リース料 686百万円

リース資産減損勘
定の取崩額 

19百万円

減価償却費相当額 621百万円

支払利息相当額 54百万円
  

(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 (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

とする定額法を採用しております。 

同左 同左 

(5) 利息相当額の算定方法 (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

額との差額を支払利息相当額とし、各期へ

の配分法については、利息法によっており

ます。 

同左 同左 

２．オペレーティング・リース取引 ２．オペレーティング・リース取引 ２．オペレーティング・リース取引 
未経過リース料 未経過リース料 未経過リース料 

 
１年内 9百万円

１年超 15百万円

合計 25百万円
  

 
１年内 8百万円

１年超 21百万円

合計 29百万円
  

 
１年内 12百万円

１年超 27百万円

合計 39百万円
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フジフーズ㈱ （2913） 平成 20 年 3 月期中間決算短信 
 
（有価証券関係） 
  当中間会計期間、前中間会計期間及び前事業年度のいずれにおいても、子会社株式で時価のあるものはあり

ません。 
 
(重要な後発事象) 

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、平成19年４月25日開催の取締役会におい

て、当社の100％子会社である株式会社ジーエフの

特別清算を決議いたしました。同社の概要は以下の

とおりであります。 

(1)会社名：株式会社ジーエフ 

(2)所在地：東京都中央区日本橋三丁目３番11号 

(3)代表者：谷口誠 

(4)設立年月日：平成14年４月1日 

(5)主な事業の内容：ロングライフ商品及び冷凍食

品の加工、製造並びに販売等 

(6)資本金：80百万円 

(7)株主構成：当社100％出資 

上記の清算による影響額は、平成19年３月期の業績

に織り込み済みであります。 

 
6. その他 
   該当事項はありません。 
 


