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１．平成20年３月期の業績（平成19年４月１日～平成20年３月31日）

(1) 経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年３月期 17,111 △1.1 190 △51.4 83 △79.0 △107 －

19年３月期 17,303 △2.8 392 △27.3 396 △26.6 194 2.0

１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

自己資本
当期純利益率

総資産
経常利益率

売上高
営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

20年３月期 △1,809 43 － △3.3 0.7 1.1

19年３月期 3,273 84 － 5.9 4.2 2.3

（参考）持分法投資損益 20年３月期 －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

20年３月期 11,945 3,207 26.8 54,029 97

19年３月期 10,793 3,361 31.1 56,628 07

（参考）自己資本 20年３月期 3,207百万円 19年３月期 3,361百万円

(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

20年３月期 △2,490 544 1,661 834

19年３月期 △1,011 △1,307 2,750 1,135

２．配当の状況

１株当たり配当金 配当金総額
(年間)

配当性向
純資産
配当率（基準日） 第１四半期末 中間期末 第３四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

19年３月期 － － － 650 00 650 00 38 19.9 1.2

20年３月期 － － － 670 00 670 00 39 － 1.2

21年３月期（予想） 未定 未定 未定 未定 未定 未定 未定 未定

※21年３月期の配当に関しましては、具体的な金額は未定であります。

 詳細は５ページ「(３)利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当」をご参照下さい。

３．平成21年３月期の業績予想（平成20年４月１日～平成21年３月31日）

（％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり
当期純利益

 百万円  百万円  百万円  百万円 円 銭

中間期 未定 未定 未定 未定  未定

通期 未定 未定 未定 未定  未定

 ※21年３月期の業績予想につきましては、業績が大きく変動することが予想されるため、現時点では非開示といたしま

すが、判明次第速やかに開示いたします。詳細は、３ページ「(１)経営成績に関する分析」をご参照下さい。
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４．その他

(1) 重要な会計方針の変更

① 会計基準等の改正に伴う変更　　有

② ①以外の変更　　　　　　　　　無

（注）詳細は、21ページ「重要な会計方針」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） 20年３月期 59,360株 19年３月期 59,360株

② 期末自己株式数 20年３月期 －株 19年３月期 －株

（注）１株当たり当期純利益の算定の基礎となる株式数については、39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

（将来に関する記述等についてのご注意） 

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判

断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前

提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、３ページ「１．経営成績 (1) 経営成績に

関する分析」をご覧ください。
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１．経営成績
 

(1) 経営成績に関する分析

当事業年度におけるわが国経済は、引き続き好調な企業業績に支えられ、民間設備投資が堅調に推移するなど、景

気は回復基調を継続しておりますが、依然として個人消費は力強さに欠け、景気回復の実感に乏しい状況で推移いた

しました。

当社の主要事業である業務用食材の国内市場も、外食産業（回転寿司チェーン他）、中食業界（量販店、コンビニ

エンスストア他）ともに、業態を超えた競合はますます激化し、個人消費は回復基調にあるものの、業界を取り巻く

環境は一段と厳しいものとなってまいりました。

このような環境下において当社は、あなご商品をはじめとしてお客様から信頼いただける食材を、リーズナブルな

価格でいつでも提供させていただくことを存在意義としまして、事業を展開してまいりました。

当事業年度の売上高は17,111百万円(前期比1.1％減)となりました。商品別の販売状況は次のとおりであります。

（あなご商品）

業界トップシェアを誇る当社の主力商品として引き続き営業努力を行ったものの、中国製の食品の安全性につい

て、社会的に大きく取り上げられたことからその消費が落ち込み、中国からの輸入商品であるあなご商品もその影

響を受けたことなどにより、7,138百万円（同6.2％減）と前事業年度を下回りました。

（鶏卵商品）

当社の第二の柱としてさらなる拡大を目指し、積極的な営業活動を行った結果、4,958百万円（同5.7％増）と好

調に推移いたしました。

（うなぎ商品）

中国からの輸入商品であるうなぎ商品も、中国製の食品の安全性にかかわる問題の影響を受けたことなどにより、

736百万円（同50.4％減）と前事業年度を大幅に下回りました。

（その他商品）

当社のもつ多彩な販売ルートを活用し積極的な営業活動を行い、また輸入代行取引を開始したことなどから、

3,827百万円（同24.1％増）と前事業年度を大幅に上回りました。

（タレ、調味料等）

協力工場の在庫状況等の影響を受けるものであり、450百万円（同2.6％増）と増加いたしました。

利益面につきましては、売上総利益は、利益率の高いあなご商品、うなぎ商品の売上構成比が減少したことなどに

より1,890百万円（同9.1％減）となりました。

営業利益については、販売費及び一般管理費が1,699百万円（同0.7％増）とほぼ横ばいであったものの、売上総利

益の減少により190百万円（同51.4％減）となりました。

経常利益は、輸入代行取引に伴う輸入ユーザンス利息の増加、借入金の増加及び市中金利の上昇による支払利息の

増加、為替差損の計上などにより83百万円（同79.0％減）となりました。

さらに本店（大阪市東住吉区）について減損損失を計上したことなどにより、当期純損失107百万円（前期は当期純

利益194百万円）となりました。

次期の見通しにつきましては、食品業界は、消費期限切れ原料の使用、表示の偽装、健康被害を及ぼす薬剤の混入

といった食品の安全性、信頼性に係る問題が次々に発生し、消費者の不信感、不安感が高まる中、消費の不振が続い

ております。

こうした状況下におきまして、当社は、安全で安心な食材を供給し続けることにより、消費者の信頼を得ることが

当社の成長につながるという意識で事業活動を行ってまいります。また、変化の激しい消費者の嗜好に柔軟に対応で

きる商品開発を行うことにより消費者の支持を得て成長につなげてまいります。

 平成20年４月21日付公表の「水産事業譲受けに係る基本合意の締結に関するお知らせ」に記載のとおり、当社は株

式会社加ト吉の水産事業本部が営む水産加工品事業等及び川万水産株式会社の全事業譲受けについて検討を開始する

ことで合意し、平成20年４月21日に基本合意書を締結しました。現在、当該事業譲受けについての協議を継続して行っ

ており、未定となっている事項が多いことから当該事業譲受けによる当社の業績に与える影響については確定してお

りません。当該事業譲受けにより平成21年３月期の業績が大きく変動する可能性があり、現時点では平成21年３月期

業績予想を非開示といたします。当該事業譲受けが当社業績に与える影響及び平成21年３月期業績予想につきまして
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は、平成20年６月下旬の最終契約書締結を目途に、判明次第お知らせいたします。

 

(2) 財政状態に関する分析

① 資産、負債及び純資産の状況

当事業年度末における総資産は、前事業年度末に比べ1,151百万円増加し、11,945百万円となりました。これは主に、

定期預金の解約などによる現金及び預金の減少726百万円、減損損失の計上などによる建物の減少221百万円、中国協

力工場の出資証券を売却したことなどによる出資金の減少127百万円などにより資産が減少したものの、輸入代行取引

の開始及び新規販売先の増加などによる売掛金の増加116百万円、その他商品について中国の協力工場と新たな取引が

開始されたこと及び中国の各協力工場に対する当社からの発注シェアを見直したことなどによる前渡金の増加2,167百

万円などにより資産が増加したことによるものであります。

当事業年度末における負債の合計は、前事業年度末に比べ1,306百万円増加し、8,738百万円となりました。これは

主に、売掛金の増加及び前渡金の増加などに伴う運転資金としての短期借入金の増加800百万円、関係会社短期借入金

の増加1,000百万円などにより負債が増加したことによるものであります。

当事業年度末における純資産は、前事業年度末に比べ154百万円減少し、3,207百万円となりました。これは主に、

当期純損失の計上107百万円などにより純資産が減少したことによるものであります。

② キャッシュ・フローの状況

当事業年度における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前事業年度末に比べ300百万円減少し、当

事業年度末には834百万円となりました。

当事業年度中における各キャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

当事業年度において営業活動の結果使用した資金は、2,490百万円（前期比1,479百万円支出増）となりました。

これは主に、税引前当期純損失114百万円、売上債権の増加額114百万円、前渡金の増加額2,167百万円、仕入債務の

減少額319百万円、法人税等の支払額182百万円などにより資金が減少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）

当事業年度において投資活動の結果得られた資金は、544百万円（前期は1,307百万円の使用）となりました。こ

れは主に、定期預金の預入による支出613百万円などにより資金が減少したものの、定期預金の払戻による収入1,039

百万円、出資証券の売却による収入123百万円などにより資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）

当事業年度において財務活動の結果得られた資金は、1,661百万円（前期比1,089百万円収入減）となりました。

これは主に、長期借入金の返済による支出100百万円などにより資金が減少したものの、短期借入金の純増加額1,800

百万円などにより資金が増加したことによるものであります。
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（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移

平成16年

３月期

平成17年

３月期

平成18年

３月期

平成19年

３月期 

平成20年

３月期  

自己資本比率（％） 27.5 29.5 40.1 31.1 26.8

時価ベースの自己資本比率（％） － － 60.5 26.3 12.6

キャッシュ・フロー対有利子負債比率

（年）
－ － － － －

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） － －  － － －

（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

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

※　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。

※　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。

※　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。

※　平成17年４月８日上場のため、平成16年３月期及び平成17年３月期の時価ベースの自己資本比率の表示は省略し

ております。

※　営業キャッシュ・フローがマイナスの場合、表示は省略しております。

(3) 利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

当社は、利益配分につきましては、将来の事業展開と経営体質の強化のために必要な内部留保を確保しつつ、利益

水準とのバランスを考慮しながら安定した配当を継続して実施していくことを基本方針としております。

内部留保資金につきましては、今後予想される経営環境の変化に対応すべく、今まで以上にコスト競争力を高め、

市場ニーズ・顧客ニーズにきめ細かに応えつつ、商品の品質管理を徹底的に追及して効率的かつ高い信頼性を誇りう

る企業体質の確立を図るために有効投資してまいりたいと考えております。

当事業年度は、当期純損失107百万円となりましたが、当社では配当を安定的・継続的に行う視点から、当事業年度

の配当につきましては、１株当たり配当金670円、配当金総額39百万円を予定しております。

また翌事業年度の配当につきましては、現時点では未定とさせていただきます。３ページ「（１）経営成績に関す

る分析」に記載の事業譲受けによる当社業績に与える影響などを慎重に考慮し、平成20年６月下旬の最終契約書締結

を目途に決定次第お知らせいたします。

(4) 事業等のリスク

当社の経営成績、財政状態及び株価等に影響を及ぼす可能性のある事項には、次のようなものがあります。

① 主力商品であるあなご商品の仕入について

当社の主力商品はあなご商品であり、平成20年３月期の同商品の売上高は売上高全体の41.7％を占めております。

あなご商品は原料のあなごが全て天然資源であるため、商品の生産量は天候等による漁獲量の変動によって制約を受

けます。不漁の場合、仕入価格の上昇が当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。また、乱獲が行われれば将来

資源の枯渇といった問題が発生する可能性があります。さらに、あなご商品は大部分が中国・韓国の協力工場で生産

し、これを輸入する体制をとっているため、協力工場自体の経営状況と同工場の当社に対する政策変更が生じた場合

には当社との取引状況が変化する可能性があります。

また、将来それらの国の当局による輸出に対する規制が行われる場合又はわが国の当局による輸入に対する規制・

課税強化が行われる場合は、商品の輸入が制限を受けたり仕入価格が上昇することにより、当社の業績に影響を及ぼ

す可能性があります。

② 為替変動による商品仕入価格の変動について

当社の主力商品であるあなご商品は中国・韓国からの輸入に依存しており、現在は一部の円建てのものを除きほと

んどが米ドル建ての価格設定となっております。このため円／米ドルの為替レート変動により仕入価格が変動いたし

ます。更に、現在は中国元と米ドルが連動しているため、中国からの輸入は米ドルによる決済となっておりますが、

今後、中国元が米ドルとの連動を離れ、切り上げられる場合には、決済通貨の変更、外貨建て価格の変更等を行う可

能性があり、仕入価格の大幅な上昇が当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。
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③ 当社の親会社である日本たばこ産業㈱及び㈱加ト吉との関係について

日本たばこ産業㈱が平成19年11月28日より実施した㈱加ト吉の株式に対する公開買付けにより、平成20年１月８日

（公開買付けの決済開始日）付で日本たばこ産業㈱が㈱加ト吉の親会社となっております。

この結果、当社の親会社は、日本たばこ産業㈱及び㈱加ト吉の２社となりました。

日本たばこ産業㈱とは、人的関係、取引関係はありませんが、同社のグループ企業に対する政策変更等があれば、

当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

㈱加ト吉は、平成20年３月31日現在、当社議決権の55.49％を直接所有しており同社従業員３名が当社の役員を兼務

しております。

当社は冷凍食品等食品を主力とする同社を中心とするグループ企業群の中で事業区分により「国内における食品の

加工・製造・販売」に属しております。当社は、加ト吉グループの中であなご商品について独占的に取り扱っており、

当社より加ト吉グループへあなご商品を販売する他、その他商品の販売も行っております。

当社はあなご商品の納入により国内の量販店、外食産業等に太い取引パイプを築いており、関連水産品の販売につ

いても積極的に取り組んでおります。あなご以外の商品について、多くのアイテムを有する㈱加ト吉及びグループ企

業から商品の仕入を行い、顧客に販売を行っております。

当社と㈱加ト吉との取引は平成20年３月期において売上高の16.6％、仕入高の3.6％を占めております。当社は当社

の販売ルートの他、必要に応じ同社の販路を活用して売上拡大を行うことができ、グループとしてのメリットの享受

が可能であります。同社との取引が縮小すれば、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

④ 未引取の商社在庫について

当社は、海外の協力工場からのあなご等主力商品の輸入を代行商社に業務委託しております。輸入代行商社は当社

に在庫与信枠を設定し、当社が販売のために必要とし、輸入代行商社より当社への名義変更依頼を行うまで輸入した

商品を商社の在庫として保有します。

当社は、当該商品の保税倉庫入庫日より１年内の引取義務がありますが、名義変更まで所有権は輸入代行商社に有

るため、それら商品は当社の在庫として貸借対照表に計上しておりません。当社はそれら商社在庫商品についても、

通関が完了し倉庫に入荷次第、当社の統合システムに反映され自社在庫商品と同様な在庫管理を行っております。

なお、商社在庫金額は平成20年３月末で635百万円であります。

⑤ 法的規制について

当社の事業に関しての法的規制は次のとおりであります。

イ．食品衛生法、ロ．食品表示に関する法律、ハ．製造物責任法（ＰＬ法）等があります。

これらの法的規制が強化された場合には、管理コストや設備投資等の新たな費用が発生すること等により当社の業

績に影響を及ぼす可能性があります。

⑥ 鶏卵商品について

当社の第二の事業の柱であります鶏卵商品は、原料となる鶏卵の価格が市場相場の変動の影響を受けるものであり、

原料の市場価格が大幅に高騰（＝仕入コストの上昇）すると、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

さらに鳥インフルエンザのような食品の安全性に予期せぬ事態が発生した場合、売上・仕入の両面に影響を及ぼす

可能性があります。
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２．企業集団の状況

日本たばこ産業㈱が平成19年11月28日より実施した㈱加ト吉の株式に対する公開買付けにより、平成20年１月８日（公

開買付けの決済開始日）付で日本たばこ産業㈱が㈱加ト吉の親会社となっております。

この結果、当社の親会社は、日本たばこ産業㈱及び㈱加ト吉の２社となり、当社は、日本たばこ産業㈱の連結子会社

となりました。

当社は、日本たばこ産業㈱を中心とするグループ企業群の中で、加ト吉グループに属しております。

加ト吉グループは、事業内容の区分により「食品事業」「サービス事業」の２事業部門７１社から構成されており、

当社は、「食品事業」の内、「国内における食品の加工・製造・販売」に属しております。

当社は、あなご商品及び鶏卵商品を主力商品としており、それ以外にもうなぎ商品及びサバ、赤貝、イカ、サーモン

等のその他の水産加工品を取り扱っております。

あなご商品は、中国の協力工場が製造し冷凍保存した商品を輸入し、業務用食材として水産物卸問屋・中卸業者・量

販店・回転寿司チェーン・外食産業等へ販売しております。

鶏卵商品は、国内の加工業者から仕入たものを量販店・回転寿司チェーン・外食産業等へ販売しております。

うなぎ商品及びその他の水産加工品は、得意先の要望に応じて、仕入し販売しております。

商品の製造に関しましては中国の主な協力工場に、当社社員を技術指導・品質管理等の目的で常駐させ、原料である

あなごの仕入から製造工程、日本から輸出する醤油・タレの調合、味付け、冷凍保管にいたる当社システムによる厳し

い管理を行っております。また、本社に加工場を設置してスライス及びパッキングを中心に若干の加工を行い、得意先

の要望に対し、きめ細かな対応を図っております。

親会社㈱加ト吉との取引内容

仕入：得意先からの注文により仕入商品として仕入し、販売する取引

販売：加ト吉グループ内における「あなご」商品については当社が独占的に取り扱っており、㈱加ト吉にも「あ

なご」「うなぎ」を中心に「寿司種」の販売を行っております。

なお、日本たばこ産業㈱とは、人的関係、取引関係はありません。
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［事業系統図］

以上述べた事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。
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３．経営方針
 

(1) 会社の経営の基本方針

当社は、「我々は食文化のエキスパート。フードサプライヤーとしての使命を果たします。」という経営基本方針

を掲げ、次の３項目を経営理念としております。

※　安全・安心な食文化を創造することにより社会貢献します。

※　食材供給のエキスパートとして、世になくてはならない存在となります。

※　社員個々の自己実現のため切磋琢磨する場であり続けます。

また、当事業年度の全社目標として次の３項目に取り組み、お客様、従業員、株主様など当社を取り巻く関係者の

利益の最大化を目指してまいります。

※　品質管理の徹底

※　エンドユーザーを常に意識した事業活動

※　公開企業としての内部統制システム等管理体制の充実

(2) 目標とする経営指標

当社は、消費者・販売者・当社の三者が共に納得できる商品の販売を目指しておりますので、売上金額の拡大のみ

を目指すのではなく、利益率を重視しております。とりわけ、売上高経常利益率につきましては、5.0％以上を目標と

しております。当事業年度におきましては、0.5％と目標を達成できませんでしたが、今後、更に付加価値の高い商品

開発を行い、消費者・取引先の満足度も高めつつ、利益率の改善に取り組み、5.0％以上の目標を達成するよう努力し

てまいります。

(3) 中長期的な会社の経営戦略

当社は、主力商品であるあなご商品及び鶏卵商品に関しましては、ビジネスモデルが確立され、販売経路も確立さ

れております。あなご商品及び鶏卵商品について消費者ニーズを呼び起こす、市場競争力のある商品の開発を継続す

るとともに、確立された販売経路を生かして事業展開できる新たな柱となる商品を開発し、投入していくことにより、

成長していくことを経営戦略としております。

(4) 会社の対処すべき課題

当社は、あなご、うなぎを中心に、海外協力工場と当社を結ぶ生産・在庫管理ネットワークシステムを構築し、品

質管理の徹底、顧客ニーズへの細やかな対応により、業容を拡大してまいりました。

消費者のライフスタイルの変化により、当社の主要な販売先である量販店における惣菜部門、外食産業は今後とも

伸長していくことが見込まれ、当社の取り扱い商品の需要そのものは拡大していくものと考えております。ただ、そ

の中で厳しい選別が行われ、強者への集中が行われ弱者は市場から排除されてゆくものと考えられます。

当社の優位性を維持し競争力を拡大するために、今後、次のことを課題として取り組んでまいります。

① 規格外原料の商品化

現在、原料となるあなごは、100％天然物であるため漁獲時はサイズが不揃いであります。中国の協力工場ではあな

ごを船単位で購入し製造を行うため、あなごの中には規格外のものが多く含まれることとなります。小サイズのため、

これまで規格外であったあなごを天ぷら用商品に加工するなど一部については商品化に成功いたしましたが、引き続

き規格外サイズのあなごの商品化を図ってまいります。

同時に、あなごそのものを売れ筋サイズにするための蓄養（注）についても取り組んでまいります。

（注）漁獲した活あなごで規格外の小サイズのものを短期間の養殖を行ってサイズアップさせ、規格に適合するあ

なごとすることであります。

② 新商品の開発

当社の主力商品であるあなご商品につきましては、原料であるあなごが天然資源であるところから漁獲量の変動、

資源の枯渇等の問題により中食市場、外食市場の成長と同様に拡大することは困難と思われます。また、あなご商品

比率を今後も高率で維持することは、漁獲量による業績への影響がより大きく反映されることとなります。今後はあ

なご商品販売額を維持しながら、鶏卵商品・うなぎ商品・その他商品の販売を伸ばすとともに、新たな柱となる商品

の開発を行ってまいります。
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③ 資金力の強化

あなごの漁獲は春漁と秋漁の２シーズン制となっており、あなごの仕入が、この時期に集中します。この時期に協

力工場に良質なあなごを大量に仕入、集中的に製造を行わせるようにし、それらを当社が購入することで良質な製品

の確保ができます。そのために、資金調達の多様化を行い、協力工場の仕入資金支援を政策的に進め、原料であるあ

なごの大量かつ効果的、機動的買付けを図ってまいります。

(5) 内部管理体制の整備・運用状況

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

方及びその整備状況」に記載しております。
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４．財務諸表
(1) 貸借対照表

  
第22期事業年度

（平成19年３月31日）
第23期事業年度

（平成20年３月31日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（資産の部）         

Ⅰ　流動資産         

１．現金及び預金   1,675,621   949,082   

２．受取手形   1,134   850   

３．売掛金 ※２  3,161,466   3,277,827   

４．商品   1,403,892   1,312,534   

５．前渡金   1,450,207   3,617,968   

６．前払費用   17,840   19,983   

７．繰延税金資産   34,358   11,641   

８．その他   109,929   100,188   

貸倒引当金   △6,325   △10,492   

流動資産合計   7,848,125 72.7  9,279,584 77.7 1,431,459

Ⅱ　固定資産         

１．有形固定資産         

(１) 建物 ※１ 1,006,644   812,573    

減価償却累計額  212,189 794,455  239,817 572,756   

(２) 構築物 ※１ 430   430    

減価償却累計額  7 422  53 376   

(３) 機械及び装置  97,836   82,087    

減価償却累計額  79,706 18,129  75,451 6,635   

(４) 車両運搬具  95,317   94,153    

減価償却累計額  55,696 39,620  63,849 30,304   

(５) 工具器具備品  79,106   81,450    

減価償却累計額  47,373 31,732  61,375 20,074   

(６) 土地 ※１  893,636   800,338   

(７) 建設仮勘定   －   3,150   

有形固定資産合計   1,777,997 16.5  1,433,635 12.0 △344,361
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第22期事業年度

（平成19年３月31日）
第23期事業年度

（平成20年３月31日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

２．無形固定資産         

(１) ソフトウェア   6,428   6,859   

(２) 電話加入権   1,380   1,380   

(３) 水道施設利用権   2,354   1,981   

(４) その他   10,943   10,943   

無形固定資産合計   21,107 0.2  21,164 0.2 57

３．投資その他の資産         

(１) 投資有価証券   14,622   16,040   

(２) 出資金   127,299   240   

(３) 長期貸付金   326,666   290,000   

(４) 従業員長期貸付金   360   －   

(５) 破産更生債権   16,009   14,055   

(６) 長期前払費用   5,913   9,106   

(７) 繰延税金資産   87,421   171,072   

(８) 投資不動産 ※１ 79,101   200,325    

減価償却累計額  10,250 68,851  13,972 186,352   

(９) 保証金   331,046   333,320   

(10) 会員権   10,130   9,830   

(11) 保険積立金   71,740   82,129   

(12) 長期性預金   100,000   100,000   

(13) その他   7,500   20,034   

貸倒引当金   △20,799   △20,745   

投資その他の資産合計   1,146,760 10.6  1,211,436 10.1 64,676

固定資産合計   2,945,865 27.3  2,666,236 22.3 △279,628

資産合計   10,793,990 100.0  11,945,821 100.0 1,151,831
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第22期事業年度

（平成19年３月31日）
第23期事業年度

（平成20年３月31日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（負債の部）         

Ⅰ　流動負債         

１．支払手形   884,686   501,515   

２．買掛金 ※２  1,925,894   1,989,684   

３．短期借入金 ※１  3,700,000   4,500,000   

４．関係会社短期借入金   －   1,000,000   

５．１年内返済長期借入金 ※１  100,428   100,428   

６．未払金   116,702   107,012   

７．未払費用   11,999   15,161   

８．未払法人税等   81,194   －   

９．未払消費税等   －   12,122   

10．前受金   12,203   10,077   

11．預り金   9,537   9,557   

12．賞与引当金   14,974   16,839   

13．その他   464   2,166   

流動負債合計   6,858,083 63.6  8,264,565 69.2 1,406,482

Ⅱ　固定負債         

１．長期借入金 ※１  574,465   474,037   

固定負債合計   574,465 5.3  474,037 4.0 △100,428

負債合計   7,432,548 68.9  8,738,602 73.2 1,306,054

㈱グリーンフーズ（３３６７）平成 20 年３月期決算短信（非連結）

－ 13 －



  
第22期事業年度

（平成19年３月31日）
第23期事業年度

（平成20年３月31日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（純資産の部）         

Ⅰ　株主資本         

１．資本金   627,500 5.8  627,500 5.3 －

２．資本剰余金         

(１) 資本準備金  744,792   744,792    

資本剰余金合計   744,792 6.9  744,792 6.2 －

３．利益剰余金         

(１) 利益準備金  4,210   4,210    

(２) その他利益剰余金         

別途積立金  1,500,000   1,650,000    

繰越利益剰余金  473,090   177,098    

利益剰余金合計   1,977,300 18.3  1,831,308 15.3 △145,991

株主資本合計   3,349,592 31.0  3,203,601 26.8 △145,991

Ⅱ　評価・換算差額等         

１．その他有価証券評価差
額金

  △3,498 △0.0  △2,688 △0.0 810

２．繰延ヘッジ損益   15,348 0.1  6,306 0.0 △9,041

評価・換算差額等合計   11,849 0.1  3,618 0.0 △8,231

純資産合計   3,361,442 31.1  3,207,219 26.8 △154,223

負債純資産合計   10,793,990 100.0  11,945,821 100.0 1,151,831
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(2) 損益計算書

  
第22期事業年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

第23期事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅰ　売上高 ※１  17,303,341 100.0  17,111,263 100.0 △192,078

Ⅱ　売上原価         

１．商品期首たな卸高  1,113,754   1,403,385    

２．当期商品仕入高 ※１ 15,512,799   15,130,068    

合計  16,626,553   16,533,453    

３．商品期末たな卸高  1,403,385 15,223,168 88.0 1,312,534 15,220,919 89.0 △2,248

売上総利益   2,080,173 12.0  1,890,344 11.0 △189,829

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※２  1,687,644 9.7  1,699,387 9.9 11,742

営業利益   392,528 2.3  190,956 1.1 △201,572

Ⅳ　営業外収益         

１．受取利息  14,647   20,690    

２．受取配当金  25   42    

３．賃貸収入  6,511   17,054    

４．為替差益  3,772   －    

５．保険解約益  12,315   935    

６．その他  4,436 41,708 0.2 6,365 45,088 0.3 3,379

Ⅴ　営業外費用         

１．支払利息  29,399   91,293    

２．賃貸原価  6,148   12,177    

３．為替差損  －   42,734    

４．その他  2,341 37,889 0.2 6,596 152,801 0.9 114,911

経常利益   396,347 2.3  83,243 0.5 △313,103
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第22期事業年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

第23期事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅵ　特別利益         

１．固定資産売却益 ※３ 201 201 0.0 358 358 0.0 157

Ⅶ　特別損失         

１．固定資産除却損 ※４ 36   －    

２．減損損失 ※５ 8,815   196,390    

３．その他  － 8,851 0.1 2,200 198,590 1.2 189,739

税引前当期純利益又は
税引前当期純損失
（△）

  387,697 2.2  △114,988 △0.7 △502,685

法人税、住民税及び事
業税

 213,269   47,727    

法人税等調整額  △19,907 193,362 1.1 △55,308 △7,580 △0.1 △200,942

当期純利益又は当期純
損失（△）

  194,335 1.1  △107,407 △0.6 △301,743
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(3) 株主資本等変動計算書

第22期事業年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

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）

627,500 744,792 744,792 4,210 1,000,000 802,914 1,807,124 3,179,417

事業年度中の変動額

別途積立金の積立て（注）     500,000 △500,000 － －

剰余金の配当（注）      △24,159 △24,159 △24,159

当期純利益      194,335 194,335 194,335

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）

－ － － － 500,000 △329,824 170,175 170,175

平成19年３月31日　残高
（千円）

627,500 744,792 744,792 4,210 1,500,000 473,090 1,977,300 3,349,592

評価・換算差額等

純資産合計その他
有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ
損益

評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日　残高
（千円）

△1,020 － △1,020 3,178,396

事業年度中の変動額

別途積立金の積立て（注）    －

剰余金の配当（注）    △24,159

当期純利益    194,335

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）

△2,478 15,348 12,869 12,869

事業年度中の変動額合計
（千円）

△2,478 15,348 12,869 183,045

平成19年３月31日　残高
（千円）

△3,498 15,348 11,849 3,361,442

（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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第23期事業年度（自平成19年４月１日　至平成20年３月31日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

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）

627,500 744,792 744,792 4,210 1,500,000 473,090 1,977,300 3,349,592

事業年度中の変動額

別途積立金の積立て     150,000 △150,000 － －

剰余金の配当      △38,584 △38,584 △38,584

当期純損失      △107,407 △107,407 △107,407

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）

－ － － － 150,000 △295,991 △145,991 △145,991

平成20年３月31日　残高
（千円）

627,500 744,792 744,792 4,210 1,650,000 177,098 1,831,308 3,203,601

評価・換算差額等

純資産合計その他
有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ
損益

評価・換算
差額等合計

平成19年３月31日　残高
（千円）

△3,498 15,348 11,849 3,361,442

事業年度中の変動額

別途積立金の積立て    －

剰余金の配当    △38,584

当期純損失    △107,407

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）

810 △9,041 △8,231 △8,231

事業年度中の変動額合計
（千円）

810 △9,041 △8,231 △154,223

平成20年３月31日　残高
（千円）

△2,688 6,306 3,618 3,207,219
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(4) キャッシュ・フロー計算書

  
第22期事業年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

第23期事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・
フロー

    

税引前当期純利益又は税引
前当期純損失（△）

 387,697 △114,988  

減価償却費  64,374 69,260  

減損損失  8,815 196,390  

貸倒引当金の増加額  14,952 4,113  

賞与引当金の増加額  2,766 1,865  

受取利息及び受取配当金  △14,673 △20,732  

支払利息  29,399 91,293  

為替差損益（差益：△）  △3,769 19,351  

保険解約益  △12,315 △935  

固定資産除却損  36 －  

固定資産売却益  △201 △358  

売上債権の増加額  △171,754 △114,122  

前渡金の増加額  △632,195 △2,167,761  

たな卸資産の増減額
（増加：△）

 △290,137 91,357  

仕入債務の減少額  △55,644 △319,380  

その他  △39,614 44,301  

小計  △712,264 △2,220,345  

利息及び配当金の受取額  3,785 5,719  

利息の支払額  △29,970 △93,600  

法人税等の支払額  △272,617 △182,693  

営業活動によるキャッシュ・
フロー

 △1,011,067 △2,490,919 △1,479,851
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第22期事業年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

第23期事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

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  △673,530 △613,425  

定期預金の払戻による収入  834,288 1,039,051  

有形固定資産の取得による
支出

 △1,057,275 △44,376  

有形固定資産の売却による
収入

 7,631 948  

無形固定資産の取得による
支出

 △15,700 △3,324  

投資有価証券の取得による
支出

 △612 △624  

貸付けによる支出  △350,000 －  

貸付金の回収による収入  54,110 41,610  

保険積立金の増加による支
出

 △10,296 △10,292  

保険の解約による収入  23,697 935  

出資証券の取得による支出  △127,639 △10  

出資証券の売却による収
入 

 － 123,786  

その他  7,648 9,869  

投資活動によるキャッシュ・
フロー

 △1,307,678 544,147 1,851,826

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・
フロー

    

短期借入金の純増加額  2,100,000 1,800,000  

長期借入れによる収入  700,000 －  

長期借入金の返済による支
出

 △25,107 △100,428  

配当金の支払額  △24,045 △38,215  

財務活動によるキャッシュ・
フロー

 2,750,847 1,661,356 △1,089,491

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換
算差額

 3,769 △15,498 △19,268

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額
（減少：△）

 435,870 △300,913 △736,783

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残
高

 699,751 1,135,621  

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残
高

※ 1,135,621 834,708 △300,913
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重要な会計方針

項目
第22期事業年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

第23期事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

１．有価証券の評価基準及び評

価方法

その他有価証券

時価のあるもの

期末日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部純資産直入法により

処理し、売却原価は移動平均法により

算定）を採用しております。

その他有価証券

時価のあるもの

同左

 時価のないもの

移動平均法による原価法を採用して

おります。

時価のないもの

同左

２．デリバティブの評価基準及

び評価方法

デリバティブ

時価法によっております。

デリバティブ

同左

３．たな卸資産の評価基準及び

評価方法

商品

個別法による原価法を採用しておりま

す。

商品

同左

４．固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産

定率法（ただし、平成10年４月１日

以降取得の建物（建物附属設備を除く）

については定額法）を採用しておりま

す。

なお、主な耐用年数は以下のとおり

であります。

建物　　　　　　　10～50年

機械及び装置　　　４～８年

(1) 有形固定資産

定率法（ただし、平成10年４月１日

以降取得の建物（建物附属設備を除く）

については定額法）を採用しておりま

す。

なお、主な耐用年数は以下のとおり

であります。

建物　　　　　　　10～50年

機械及び装置　　　４～８年

（会計方針の変更）

法人税法の改正に伴い、当事業年度よ

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。

なお、この変更に伴う当事業年度の損

益に与える影響は軽微であります。

（追加情報）

法人税法改正に伴い、平成19年３月31

日以前に取得した有形固定資産について

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。

なお、この変更に伴う当事業年度の損

益に与える影響は軽微であります。

 (2) 無形固定資産

定額法を採用しております。

なお、自社利用のソフトウェアにつ

いては、社内における利用可能期間（５

年）に基づいております。

(2) 無形固定資産

同左
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項目
第22期事業年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

第23期事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

 (3) 投資不動産

定額法を採用しております。

(3) 投資不動産

定率法（ただし、平成10年４月１日

以降取得の建物（建物附属設備を除く）

については定額法）を採用しておりま

す。

（会計方針の変更）

法人税法の改正に伴い、当事業年度

より、平成19年４月１日以降に取得し

た投資不動産について、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。

なお、この変更に伴う当事業年度の

損益に与える影響は軽微であります。

（追加情報）

法人税法改正に伴い、平成19年３月

31日以前に取得した投資不動産につい

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。

なお、この変更に伴う当事業年度の

損益に与える影響はありません。

５．引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権等特定の債権につ

いては個別に回収可能性を勘案し、回

収不能見込額を計上しております。

(1) 貸倒引当金

同左

 (2) 賞与引当金

従業員の賞与の支給に充てるため、

支給見込額のうち当期負担額を計上し

ております。

(2) 賞与引当金

同左

６．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
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項目
第22期事業年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

第23期事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

７．ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理によっております。

なお、為替予約については振当処理

の要件を満たしている場合には振当処

理を採用しております。

(1) ヘッジ会計の方法

同左

 (2) ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段……為替予約 

ヘッジ対象……輸入商品買入債務

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段……同左

ヘッジ対象……同左

 (3) ヘッジ方針

外貨建取引に係る為替変動のリスク

を回避する目的で、輸入代金決済額の

一部につき為替予約を行っております。

(3) ヘッジ方針

同左

 (4) ヘッジ有効性評価の方法

ヘッジの期間中におけるヘッジ対象

の時価変動の累計額とヘッジ手段の時

価変動の累計額とを比較し、有効性の

判定をしております。

ただし為替予約については、社内の

リスク管理方針に従い、外貨建金銭債

権債務について同一通貨建てによる同

一金額で同一期日の為替予約を振当て

ているため、その後の為替相場の変動

による相関関係は完全に確保されてい

ることから、有効性の評価は省略して

おります。

(4) ヘッジ有効性評価の方法

同左

８．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

９．その他財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっ

ております。

消費税等の会計処理

同左
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会計処理方法の変更

第22期事業年度 
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

第23期事業年度 
（自　平成19年４月１日
至　平成20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。

これまでの資本の部の合計に相当する金額は3,346,094

千円であります。

なお、当事業年度における貸借対照表の純資産の部につ

いては、財務諸表等規則の改正に伴い、改正後の財務諸表

等規則により作成しております。

――――――
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表示方法の変更

第22期事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

第23期事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

（損益計算書）

前期まで営業外費用の「その他」に含めて表示していた

「賃貸原価」は、営業外費用の総額の100分の10を超えた

ため区分掲記しております。　

なお、前期における「賃貸原価」の金額は、5,476千円

であります。

――――――
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注記事項

（貸借対照表関係）

第22期事業年度
（平成19年３月31日）

第23期事業年度
（平成20年３月31日）

※１．担保資産及び担保付債務

担保に供している資産は次のとおりであります。

建物 502,759千円

構築物 422

土地 499,809

計 1,002,991

担保付債務は次のとおりであります。

短期借入金 1,500,000千円

１年内返済長期借入金 100,428

長期借入金 574,465

計 2,174,893

※１．担保資産及び担保付債務

担保に供している資産は次のとおりであります。

建物 440,457千円

構築物 376

土地 440,516

投資不動産 119,027

計 1,000,377

担保付債務は次のとおりであります。

短期借入金 2,000,000千円

１年内返済長期借入金 100,428

長期借入金 474,037

計 2,574,465

※２．関係会社項目

関係会社に対する資産及び負債には次のものがあり

ます。

※２．関係会社項目

関係会社に対する資産及び負債には次のものがあり

ます。

流動資産  

売掛金 649,861千円

流動負債  

買掛金 678,634千円

流動資産  

売掛金 313,425千円

流動負債  

買掛金 45,023千円
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（損益計算書関係）

第22期事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

第23期事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

※１．関係会社項目

関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれて

おります。

※１．関係会社項目

関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれて

おります。

関係会社への売上高 4,622,416千円

関係会社からの仕入高 1,413,230千円

関係会社への売上高 2,833,299千円

関係会社からの仕入高 542,218千円

※２．販売費に属する費用のおおよその割合は29.5％、一

般管理費に属する費用のおおよその割合は70.5％であ

ります。

主要な費目及び金額は次のとおりであります。

※２．販売費に属する費用のおおよその割合は29.7％、一

般管理費に属する費用のおおよその割合は70.3％であ

ります。

主要な費目及び金額は次のとおりであります。

役員報酬 72,474千円

給与及び賞与 447,295千円

賞与引当金繰入額 14,974千円

保管料 96,352千円

運賃 359,019千円

貸倒引当金繰入額 15,932千円

支払手数料 91,785千円

減価償却費 61,674千円

役員報酬 57,540千円

給与及び賞与 389,077千円

賞与引当金繰入額 16,839千円

保管料 118,065千円

運賃 329,511千円

貸倒引当金繰入額 15,331千円

旅費交通費 106,822千円

支払手数料 103,880千円

減価償却費 65,256千円

※３．固定資産売却益の内訳は、次のとおりであります。

車両運搬具 201千円

※３．固定資産売却益の内訳は、次のとおりであります。

車両運搬具 358千円

※４．固定資産除却損の内訳は、次のとおりであります。 ※４．　　　　　　　――――――

車両運搬具 36千円
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第22期事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

第23期事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

※５．減損損失

当事業年度において、当社は以下の資産グループに

ついて減損損失を計上しました。

用途 場所 種類

遊休資産
成田工場（千

葉県成田市）

建物、機械及

び装置、工具

器具備品

当社は、管理会計上の区分を基礎にグルーピングを

行っておりますが、現在未稼動で今後も事業の用に供

する予定のないものについては遊休資産としてグルー

ピングしております。

上記の資産について、遊休状態にあり今後も使用の

目処が立っていな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（8,815千

円）として特別損失に計上しました。その内訳は、建

物7,447千円、機械及び装置1,251千円、工具器具備品

117千円であります。

なお、当資産グループの回収可能価額は正味売却価

額により測定しており、売却が見込まれるものについ

ては売却見込額により評価しております。

※５．減損損失

当事業年度において、当社は以下の資産グループに

ついて減損損失を計上しました。

用途 場所 種類

遊休資産
本店（大阪市

東住吉区）

建物、機械及

び装置、工具

器具備品、土

地

当社は、管理会計上の区分を基礎にグルーピングを

行っておりますが、現在未稼動で今後も事業の用に供

する予定のないものについては遊休資産としてグルー

ピングしております。

上記の資産について、遊休状態にあり今後も使用の

目処が立っていな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（196,390

千円）として特別損失に計上しました。その内訳は、

建物148,442千円、機械及び装置7,988千円、工具器具

備品5,953千円、土地34,006千円であります。

なお、当資産グループの回収可能価額は正味売却価

額により測定しており、建物及び土地については不動

産鑑定評価基準に準ずる不動産鑑定士による評価額に

より評価し、機械及び装置、工具器具備品については

売却が見込まれるものは売却見込額により評価してお

ります。
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（株主資本等変動計算書関係）

第22期事業年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

前事業年度末
株式数（株）

当事業年度
増加株式数（株）

当事業年度
減少株式数（株）

当事業年度末
株式数（株）

発行済株式

普通株式 59,360 － － 59,360

合計 59,360 － － 59,360

自己株式

普通株式 － － － －

合計 － － － －

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

該当事項はありません。

３．配当に関する事項

(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23日

定時株主総会
普通株式 24,159 407.00 平成18年３月31日 平成18年６月23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22日

定時株主総会
普通株式 38,584 利益剰余金 650.00 平成19年３月31日 平成19年６月25日
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第23期事業年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

前事業年度末
株式数（株）

当事業年度
増加株式数（株）

当事業年度
減少株式数（株）

当事業年度末
株式数（株）

発行済株式

普通株式 59,360 － － 59,360

合計 59,360 － － 59,360

自己株式

普通株式 － － － －

合計 － － － －

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

該当事項はありません。

３．配当に関する事項

(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22日

定時株主総会
普通株式 38,584 650.00 平成19年３月31日 平成19年６月25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20年６月18日

定時株主総会
普通株式 39,771 利益剰余金 670.00 平成20年３月31日 平成20年６月19日
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（キャッシュ・フロー計算書関係）

第22期事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

第23期事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

※　現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記さ

れている科目の金額との関係

（平成19年３月31日現在）

※　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20年３月31日現在）

 （千円）

現金及び預金勘定 1,675,621

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △540,000

現金及び現金同等物 1,135,621

 （千円）

現金及び預金勘定 949,082

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △114,374

現金及び現金同等物 834,708
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（リース取引関係）

第22期事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

第23期事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20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

(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

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

(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
（千円）

減価償却
累計額相
当額
（千円）

期末残高
相当額
（千円）

機械及び装置 38,544 22,168 16,375

車両運搬具 18,009 7,280 10,728

工具器具備品 26,241 12,455 13,785

合計 82,794 41,904 40,889

 
取得価額
相当額
（千円）

減価償却
累計額相
当額
（千円）

期末残高
相当額
（千円）

機械及び装置 25,533 15,529 10,003

車両運搬具 42,413 7,489 34,924

工具器具備品 24,963 14,118 10,844

合計 92,910 37,137 55,773

（注）　取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有

形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、

支払利子込み法により算定しております。

（注）　同左

(2) 未経過リース料期末残高相当額等

未経過リース料期末残高相当額

(2) 未経過リース料期末残高相当額等

未経過リース料期末残高相当額

１年内 15,871千円

１年超 25,018千円

合計 40,889千円

１年内 15,983千円

１年超 39,789千円

合計 55,773千円

（注）　未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース

料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割

合が低いため、支払利子込み法により算定しており

ます。

（注）　同左

(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

償却費相当額及び減損損失

支払リース料 16,534千円

減価償却費相当額 16,534千円

支払リース料 18,028千円

減価償却費相当額 18,028千円

(4) 減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっております。

(4) 減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零（残価保

証の取り決めがある場合は残価保証額）とする定額法

によっております。

２．オペレーティング・リース取引

未経過リース料 

１年内 950千円

１年超 －千円

合計 950千円

２．　　　　　　　　――――――

（減損損失について）

リース資産に配分された減損損失はありません。

（減損損失について）

同左 
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（有価証券関係）

第22期事業年度（平成19年３月31日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

 種類
取得原価
（千円）

貸借対照表計上額
（千円）

差額
（千円）

貸借対照表計上額が取

得原価を超えるもの

(1) 株式 － － －

(2) 債券    

①　国債・地方債等 － － －

②　社債 － － －

③　その他 － － －

(3) その他 － － －

小計 － － －

貸借対照表計上額が取

得原価を超えないもの

(1) 株式 18,941 13,622 △5,319

(2) 債券    

①　国債・地方債等 － － －

②　社債 － － －

③　その他 － － －

(3) その他 － － －

小計 18,941 13,622 △5,319

合計 18,941 13,622 △5,319

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

 貸借対照表計上額（千円）

(1) その他有価証券  

非上場株式 1,000
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第23期事業年度（平成20年３月31日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

 種類
取得原価
（千円）

貸借対照表計上額
（千円）

差額
（千円）

貸借対照表計上額が取

得原価を超えるもの

(1) 株式 － － －

(2) 債券    

①　国債・地方債等 － － －

②　社債 － － －

③　その他 － － －

(3) その他 － － －

小計 － － －

貸借対照表計上額が取

得原価を超えないもの

(1) 株式 19,566 15,040 △4,526

(2) 債券    

①　国債・地方債等 － － －

②　社債 － － －

③　その他 － － －

(3) その他 － － －

小計 19,566 15,040 △4,526

合計 19,566 15,040 △4,526

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

 貸借対照表計上額（千円）

(1) その他有価証券  

非上場株式 1,000
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（デリバティブ取引関係）

１．取引の状況に関する事項

第22期事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

第23期事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

(1) 取引の内容

当社の利用しているデリバティブ取引は、通貨関連と

して為替予約取引であります。

(1) 取引の内容

同左

(2) 取引に対する取組方針

為替予約取引は将来の為替の変動によるリスク回避を

目的としております。

(2) 取引に対する取組方針

同左

(3) 取引の利用目的

為替予約取引は、為替変動リスクを回避し、安定的な

利益確保を図る目的で利用しております。

なお、ヘッジ会計の方法は、重要な会計方針７．に記

載のとおりであります。

(3) 取引の利用目的

同左

(4) 取引に係るリスクの内容

為替予約取引は為替レートの変動によるリスクを有し

ております。

(4) 取引に係るリスクの内容

同左

(5) 取引に係るリスク管理体制

　社内の「デリバティブ取引管理規程」に準拠し、個々

の取引につき、代表取締役社長の承認を得て行うことと

しております。

(5) 取引に係るリスク管理体制

同左

２．取引の時価等に関する事項

(1) 通貨関連

第22期事業年度

該当事項はありません。 

第23期事業年度

該当事項はありません。 

（退職給付関係）

該当事項はありません。

（ストック・オプション等関係）

該当事項はありません。

（企業結合等関係）

該当事項はありません。
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（税効果会計関係）

第22期事業年度
（平成19年３月31日）

第23期事業年度
（平成20年３月31日）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

 （千円）

繰延税金資産  

たな卸資産評価損否認 20,477

貸倒損失否認 1,289

未払事業税否認 7,548

賞与引当金損金算入限度超過額 6,079

貸倒引当金繰入超過額 4,942

会員権評価損 2,379

その他有価証券評価差額金 2,391

減価償却の償却超過額 12,773

土地減損損失否認 63,369

未収利息 3,045

その他 7,973

繰延税金資産計 132,270

繰延税金負債  

繰延ヘッジ損益 △10,490

繰延税金負債計 △10,490

繰延税金資産の純額 121,780

 （千円）

繰延税金資産  

たな卸資産評価損否認 860

賞与引当金損金算入限度超過額 6,836

貸倒引当金繰入超過額 7,323

会員権評価損 3,272

その他有価証券評価差額金 1,837

減価償却の償却超過額 74,263

土地減損損失否認 77,176

未収利息 8,133

固定資産計上もれ 1,092

その他 9,058

繰延税金資産計 189,855

繰延税金負債  

繰延ヘッジ損益 4,310

未収事業税認容 2,830

繰延税金負債計 7,141

繰延税金資産の純額 182,714

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳

 （％）

法定実効税率 40.6

（調整）  

交際費等永久に損金に算入されな

い項目
8.4

住民税均等割等 0.9

税効果会計適用後の法人税等の負

担率
49.9

税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略し

ております。

（持分法損益等）

該当事項はありません。
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（関連当事者との取引）

第22期事業年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

(1) 親会社及び法人主要株主等

属性
会社等の名
称

住所
資本金又
は出資金
（千円）

事業の内
容又は職
業

議決権等
の所有(被
所有)割合
（％）

関係内容

取引の内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）役員の

兼任等
事業上の
関係

親会社 ㈱加ト吉
香川県

観音寺市
34,002,693

冷凍食品

製造販売

業

（被所有）

直接 55.5

兼任

３名

商品の売

買

出資証券

の取得

商品の仕入 1,413,230 買掛金 678,634

商品の販売 4,622,416 売掛金 649,861

出資証券の

取得
127,639 － －

（注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

２．取引条件及び取引条件の決定方針等

商品の販売及び仕入については、市場価格を参考に決定しております。

出資証券の取得については、一般取引条件と同様に決定しております。

(2) 兄弟会社等

属性
会社等の名
称

住所
資本金又
は出資金
(千米ドル)

事業の内
容又は職
業

議決権等
の所有(被
所有)割合
（％）

関係内容

取引の内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）役員の

兼任等
事業上の
関係

親会社の子

会社

舟山加藤佳

食品有限公

司

中華人民共

和国浙江省

舟山市

6,180 食品事業 － －
商品の売

買
商品の仕入 7,889 前渡金 550,000

親会社の子

会社

舟山港明食

品有限公司

中華人民共

和国浙江省

舟山市

35,880 食品事業
（所有） 

直接　3.0
－

商品の売

買
商品の仕入 17,623

買掛金 2,747

前渡金 229,133

（注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

２．取引条件及び取引条件の決定方針等

商品の販売及び仕入については、市場価格を参考に決定しております。

３．商品の売買は、主に輸入代行商社経由で行っているものであります。

(3) 役員及び個人主要株主等

属性
会社等の名
称又は氏名

住所
資本金又
は出資金
(千円)

事業の内
容又は職
業

議決権等
の所有(被
所有)割合
（％）

関係内容

取引の内容
取引金額
(千円)

科目
期末残高
(千円)役員の

兼任等
事業上の
関係

役員及びそ

の近親者が

議決権の過

半数を所有

している会

社等

㈱カネショ

ク

埼玉県鴻巣

市
10,000

食品製造

販売業
－

兼任

１名

商品の売

買

商品の配

送

資金の援

助

商品の仕入 659,219 買掛金 156,647

商品の販売 7,961 売掛金 2,132

運賃の支払 3,815 未払金 279

資金の貸付 25,000

１年内返

済長期貸

付金

4,583

長期貸付

金
20,416

（注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

２．取引条件及び取引条件の決定方針等

商品の販売、仕入及び運賃の支払については、市場価格を参考に決定しております。

資金の貸付については、市場金利を勘案して決定しており、返済条件は期間５年６ヶ月、据置期間６ヶ月の

毎月元金均等払いとしております。なお、担保は受け入れておりません。

３．当社役員成塚兼吉氏及びその近親者が議決権の100％を直接所有しております。
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第23期事業年度（自平成19年４月１日　至平成20年３月31日）

(1) 親会社及び法人主要株主等

属性
会社等の名
称

住所
資本金又
は出資金
（千円）

事業の内
容又は職
業

議決権等
の所有(被
所有)割合
（％）

関係内容

取引の内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）役員の

兼任等
事業上の
関係

親会社 ㈱加ト吉
香川県

観音寺市
34,002,693

冷凍食品

製造販売

業

（被所有）

直接 55.5

兼任

３名

商品の売

買

出資証券

の売却

資金の借

入

商品の仕入 542,218 買掛金 45,023

商品の販売 2,833,299 売掛金 313,425

出資証券の

売却
123,786 － －

資金の借入 1,000,000

関係会社

短期借入

金

1,000,000

（注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

２．取引条件及び取引条件の決定方針等

商品の販売及び仕入については、市場価格を参考に決定しております。

出資証券の売却については、一般取引条件と同様に決定しております。

資金の借入については、市場金利を勘案して決定しており、返済条件は期間１年の一括返済としております。

なお、担保は提供しておりません。

(2) 兄弟会社等

属性
会社等の名
称

住所
資本金又
は出資金
(千円)

事業の内
容又は職
業

議決権等
の所有(被
所有)割合
（％）

関係内容

取引の内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）役員の

兼任等
事業上の
関係

親会社の子

会社

㈱エフネッ

ト

茨城県ひた

ちなか市
10,000

水産食品製

造販売
－ －

商品の売

買
商品の販売 663,354 売掛金 134,350

（注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

２．取引条件及び取引条件の決定方針等

商品の販売及び仕入については、市場価格を参考に決定しております。

(3) 役員及び個人主要株主等

属性
会社等の名
称又は氏名

住所
資本金又
は出資金
(千円)

事業の内
容又は職
業

議決権等
の所有(被
所有)割合
（％）

関係内容

取引の内容
取引金額
(千円)

科目
期末残高
(千円)役員の

兼任等
事業上の
関係

役員及びそ

の近親者が

議決権の過

半数を所有

している会

社等

㈱カネショ

ク

埼玉県鴻巣

市
10,000

食品製造

販売業
－

兼任

１名

商品の売

買

商品の配

送

商品の仕入 1,121,141 買掛金 216,503

商品の販売 24,967 売掛金 1,938

運賃の支払 1,706 未払金 114

（注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

２．取引条件及び取引条件の決定方針等

商品の販売、仕入及び運賃の支払については、市場価格を参考に決定しております。

３．当社役員成塚兼吉氏及びその近親者が議決権の100％を直接所有しております。
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（１株当たり情報）

第22期事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

第23期事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

１株当たり純資産額 56,628円07銭

１株当たり当期純利益金額 3,273円84銭

１株当たり純資産額 54,029円97銭

１株当たり当期純損失金額 1,809円43銭

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

（追加情報）

「１株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指

針」（企業会計基準適用指針第４号）が平成18年１月31

日付で改正されたことに伴い、当事業年度から繰延ヘッ

ジ損益（税効果調整後）の金額を普通株式に係る当事業

年度末の純資産額に含めております。

なお、前事業年度末において採用していた方法により

算定した当事業年度末の１株当たり純資産額は、56,369

円51銭であります。

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、１株当たり当期純損失であり、また、潜在株式が存

在しないため記載しておりません。

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

 
第22期事業年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

第23期事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当期純利益又は当期純損失（△）（千円） 194,335 △107,407

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る当期純利益又は当期純損失

（△）（千円）
194,335 △107,407

期中平均株式数（株） 59,360.00 59,360.00
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（重要な後発事象）

第22期事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

第23期事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

―――――― 当社は、平成20年４月21日開催の取締役会において、株

式会社加ト吉及び川万水産株式会社から事業を譲り受ける

ことについて決議を行い、同日付けで基本合意書を締結い

たしました。

その主な内容は、次のとおりであります。

１．譲り受ける相手会社の名称

(1) 株式会社加ト吉

同社は、当社の議決権の55.18％を所有（平成20年

３月31日現在）する、当社の親会社であります。

(2) 川万水産株式会社

同社は、株式会社加ト吉及びその子会社である加ト

吉水産株式会社が議決権の100％を所有（平成20年３

月31日現在）する、株式会社加ト吉の子会社でありま

す。

２．譲り受ける事業の内容

(1) 株式会社加ト吉

水産事業本部が営む水産加工品事業等

(2) 川万水産株式会社

事業の全部

３．目的

加ト吉グループにおける水産事業の事業価値増大及び

機動的なマネジメントの確保を図るとともに、当社が国

内トップシェアを誇る「あなご」に、株式会社加ト吉の

水産事業本部が幅広い取引先を有する「エビ」と、川万

水産株式会社が国内トップクラスの取り扱いを有する

「たこ」など各分野で強みを持つ事業を統合することに

より、三社の商材、販売網を活用した営業基盤の拡大、

豊富な商材の取り扱いによる競合他社との差別化などの

相乗効果を目指しております。

なお、譲り受ける資産・負債の額及び譲受の時期等は、

未定であります。
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５．その他

(1) 役員の異動

① 代表取締役の異動 

該当事項はありません。

② その他の役員の異動

該当事項はありません。
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(2) 生産、受注及び販売の状況

① 生産実績

当社は、生産を行っておりませんので、生産実績の記載はしておりません。

② 受注状況

当社は、受注生産を行っておりませんので、受注状況の記載はしておりません。

③ 仕入実績

当事業年度の仕入実績を品目別に示すと、次のとおりであります。

品目別

第23期事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

金額（千円） 前年同期比（％）

あなご商品 5,685,937 88.6

鶏卵商品 4,405,844 105.5

うなぎ商品 682,054 51.1

その他商品 4,005,382 123.3

タレ・調味料等 350,849 104.1

合計 15,130,068 97.5

（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

④ 販売実績

当事業年度の販売実績を品目別に示すと、次のとおりであります。

品目別

第23期事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

金額（千円） 前年同期比（％）

あなご商品 7,138,136 93.8

鶏卵商品 4,958,764 105.7

うなぎ商品 736,343 49.6

その他商品 3,827,995 124.1

タレ・調味料等 450,023 102.6

合計 17,111,263 98.9

（注）１．最近２事業年度の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

第22期事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

第23期事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％）

㈱加ト吉 4,622,416 26.7 2,833,299 16.6

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

㈱グリーンフーズ（３３６７）平成 20 年３月期決算短信（非連結）
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