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１．平成20年３月期の連結業績（平成19年４月１日～平成20年３月31日）

(1）連結経営成績 （％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 58,773 2.4 2,059 16.9 2,118 13.0 696 △21.5

19年３月期 57,379 △9.1 1,762 1.0 1,875 2.7 887 66.7

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 18 48 － － 3.2 4.5 3.5

19年３月期 23 53 － － 3.9 3.9 3.1

（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）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

20年３月期 47,200 22,176 46.6 584 45

19年３月期 46,542 22,987 48.9 603 69

（参考）自己資本 20年３月期 22,010百万円 19年３月期 22,752百万円

(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

百万円 百万円 百万円 百万円

20年３月期 2,644 △2,192 △292 5,795

19年３月期 1,405 △1,698 △751 5,636

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
(連結)

純資産配当率
(連結)（基準日） 中間期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

19年３月期 7 75 7 75 15 50 584 65.9 2.5
20年３月期 7 75 7 75 15 50 583 83.9 2.6

21年３月期（予想） 7 75 7 75 15 50 － 75.8 －

３．平成21年３月期の連結業績予想（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、第２四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

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

第２四半期
連結累計期間

28,300 2.0 700 △26.0 800 △23.4 350 △15.7 9 29

通期 60,000 2.1 1,770 △14.0 1,900 △10.3 770 10.6 20 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）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（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　　　　　　　　無

（注）詳細は、17ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項　４　会計処理基準に関する事項 

（2）重要な減価償却資産の減価償却の方法　①有形固定資産(会計方針の変更)」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） 20年３月期 38,277,406株 19年３月期 38,277,406株

②　期末自己株式数 20年３月期 617,798株 19年３月期 588,133株

（注）１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、33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20年３月期の個別業績（平成19年４月１日～平成20年３月31日）

(1）個別経営成績 （％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 55,242 6.0 2,111 90.7 2,003 89.0 1,081 111.5

19年３月期 52,103 △0.8 1,107 23.7 1,060 14.5 511 △22.0

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

円 銭 円 銭

20年３月期 28 71 － －

19年３月期 13 55 － －

(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

百万円 百万円 ％ 円 銭

20年３月期 42,061 20,033 47.6 531 97

19年３月期 40,872 20,390 49.9 541 00

（参考）自己資本 20年３月期 20,033百万円 19年３月期 20,390百万円

２．平成21年３月期の個別業績予想（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、第２四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

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

第２四半期
累計期間

26,700 3.1 600 △27.6 600 △27.2 250 △43.4 6 63

通期 56,600 2.5 1,500 △28.9 1,450 △27.6 650 △39.9 17 25

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

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

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

　なお、業績予想に関する事項につきましては、４ページ「1.経営成績　(1)経営成績に関する分析　②次期の

見通し」をご覧ください。
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１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

①当連結会計年度の概況

  当連結会計年度における我が国の経済は、企業収益の改善に伴う民間設備投資の増加により、景気は緩やかな回復

基調で推移いたしましたが、後半は、原油や原材料価格の高騰、米国サブプライムローン問題による金融不安などか

ら、景気の減速感が強まってまいりました。

  当社グループを取り巻く市場環境も、消費者の慎重な購買姿勢や低価格志向の継続により、食料品消費支出が依然

として低迷しているなか、食品に関する偽装問題や中国産冷凍餃子問題等により、食品の安全性に対する不安が増大

いたしました。また、メーカー間では売上増大のための新商品開発や既存商品の拡販競争が熾烈に展開され、さらに、

原材料価格の急激な上昇もあり、市場環境は一段と厳しい状況でありました。

  このような下で当社グループは、安全・安心な商品の提供を最優先事項とし、原材料の選定段階における審査や自

主検査体制の構築及び生産工程における検査機器の充実を図るなど、従来以上に品質管理体制の向上に努めてまいり

ました。

  また、より高品質で差別化された商品・サービスを提供する「新価値提案力」の強化のために、マーケティング部

門における開発力や販売部門における企画力の向上に取り組んでまいりました。さらに、基幹商品カテゴリーの強化

のため、既存商品の見直しと新商品投入による市場の活性化を図ってまいりました。加えて、生産工程の見直し・改

善を積極的に行うことにより、コストの低減に努めるとともに、間接部門のオペレーションコストの削減に取り組ん

でまいりました。

  以上の結果、当連結会計年度の売上高は 587億73百万円（前年度比102.4%）となりました。利益面につきましては、

主に食料品事業における増収により、営業利益は 20億59百万円（前年度比116.9%）、経常利益は 21億18百万円（前

年度比113.0%）となりました。なお、外食事業における減損損失の計上及び、一部子会社における繰延税金資産の取

り崩しにより、当期純利益は ６億96百万円（前年度比78.5%）となりました。

  以下、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。

イ．食料品事業

  販売面につきましては、主力商品の需要拡大のために、新しい食べ方の提案や魅力ある景品による消費者キャンペー

ンなどを積極的に行い、消費者の購買喚起に努めてまいりました。また、得意先企業の地域や店頭状況にあった最適

な品揃えを中心とする企画提案を従来以上にきめ細かく実施し、関係強化に取り組んでまいりました。さらに、農林

水産省が実施している、朝ごはんの喫食向上や米を中心とする日本型食生活の普及・啓発を目的とした「めざましご

はんキャンペーン」に参加・協力し、小売店・スーパーマーケット向け及び消費者向けに販売促進活動を展開してま

いりました。

  商品開発面につきましては、“新しい価値の提案による顧客開拓・拡大”を最大のテーマとして取り組んでまいり

ました。具体的には、若い女性をターゲットとして、美容のために、体を温める素材の生姜をおいしく食べるという

商品コンセプトで、カップタイプのスープやみそ汁等を発売いたしました。また、昨冬人気メニューとして話題にな

りましたカレー鍋を商品化し、当社にとっては新規である鍋の素市場に参入を果たしました。さらに、既存カテゴリー

の活性化のために、新しい味付けの春雨惣菜や、炒飯にも野菜炒めにも使える汎用性を切り口にした本格中華合わせ

調味料等を発売いたしました。

  以下、主要品目の状況は次のとおりであります。 

＜お茶づけ・ふりかけ類＞

  お茶づけ購買層の拡大を目的として、「わさび茶づけ」のテレビ宣伝を効果的に実施し、加えて、お茶づけの朝

食利用の促進を目的に「朝のお茶づけ」を発売したことにより、お茶づけの新規需要層を獲得することができまし

た。

  さらに「めざましごはんキャンペーン」の協力企画として、小売店やスーパーマーケット向けに売り場の演出企

画である「しっかり朝ごはんフェア」を提案し、消費者プレミアムキャンペーンとの連動で需要拡大につながり、

売上高は160億14百万円（前年度比102.9％）となりました。

＜スープ類＞

  「松茸の味お吸いもの」が、同商品を使用した新しいメニューの提案とテレビ宣伝の集中実施による相乗効果に

より、食機会の拡大につながり、売上を伸ばしました。また、「生みそタイプみそ汁　あさげシリーズ」等は、だ

しの風味をより引き立たせるために、鰹削り節を直接味噌に練り込む「直節（じかぶし）製法」にリニューアルい

たしました。

  さらに、生姜をおいしく食べるという商品コンセプトであるコンビニエンスストア専用商品『「冷え知らず」さ

ん』のカップスープ・みそ汁や、６種類の味が楽しめる徳用タイプ「毎日おいしくだから減塩みそ汁」等の新商品

を発売したことにより、売上高は156億97百万円（前年度比101.8％）となりました。
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＜調理食品類＞

  「煮込みラーメン」や「そうらーめん」が販売促進活動の強化により、売上拡大に貢献いたしました。また、中

華市場活性化のために、売り場の演出企画の提案を積極的に行い、「麻婆春雨」や「広東風かに玉」が売上を伸ば

しました。さらに、メインの具材を用意するだけで手軽に本格中華ができあがる「うれしい具入りシリーズ」、白

菜があればすぐできる「海鮮八宝春雨」や様々な料理に利用できる「おいしくできちゃう！炒飯と野菜炒め」等を

発売したことにより、売上高は183億27百万円（前年度比103.7％）となりました。

 ＜粉商品類＞

  「ホテルニューオータニ　ホットケーキミックス」は順調に推移いたしましたが、お好み焼と「ラブandベリー　

カップケーキ」が振るわず、売上高は６億76百万円（前年度比84.6％）となりました。

＜その他＞

  鍋の素市場への新規参入を図るため、新しい鍋料理のメニューである「カレー鍋」を発売いたしました。また、

業務用商品につきましては、ふりかけ・みそ汁が順調に伸張し、さらには大手小売店との共同開発商品が大幅に増

加したことにより、売上高は53億87百万円（前年度比115.6％）となりました。

    以上の結果、食料品事業の売上高は 561億４百万円（前年度比103.6％）となりました。

ロ．外食事業

  外食業界におきましては、一部の業態において回復の兆しが見られるものの、同業他社との競争激化に加え、食品

に対するお客様の不安感や値上げ等も影響し、市場環境は引き続き厳しい状況で推移いたしました。このような下で

当社グループは、有機野菜等を中心に安全・安心な食材を使用した「自然式食堂　餉餉（けけ）」において、メニュー

構成の見直しや女性をターゲットとしたデザート類の拡充に取り組んでまいりました。また、「自然式食堂　餉餉」

のコンセプトを活用した、持ち帰り惣菜店を駅構内に開店いたしました。

　しかしながら、前期に行った回転寿司店舗の閉鎖の影響により、外食事業の売上高は 22億６百万円（前年度比

81.6％）となりました。

ハ．その他の事業

　その他の事業の売上高は ４億62百万円（前年度比85.6％）となりました。 

②次期の見通し

　今後の見通しにつきましては、原油や原材料価格の高騰、為替相場の動向など企業業績に影響する不安要素が多く、

また、物価の上昇により個人消費の伸びについても不透明感があり、経営環境は厳しい状況が続くものと思われま

す。

  当社グループを取り巻く市場環境も、依然として食品の安全性に対する不安感が残るなか、消費者の低価格志向に

よる店頭売価の引き下げや原材料の値上がりによる製造コストの上昇は続くと予想され、一段と厳しさを増すものと

思われます。

　このような下で、当社グループといたしましては、業績向上を図るべく、全グループ一丸となって取り組んでまい

ります。

　なお、次期の連結業績につきましては、売上高は600億円（前年度比102.1%）、営業利益は17億70百万円（前年度比

86.0％）、経常利益は19億円（前年度比89.7%）、当期純利益は７億70百万円（前年度比110.6%）を見込んでおりま

す。 

㈱永谷園（2899）平成 20 年３月期決算短信

－ 4 －



(2）財政状態に関する分析

  　①資産、負債及び純資産の状況

  当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末より６億58百万円増加し、472億円となりました。これは主に、投

資有価証券及び未収法人税等が減少したものの、受取手形及び売掛金、繰延税金資産が増加したことによるものです。

また、負債は、前連結会計年度末より14億69百万円増加し、250億23百万円となりました。これは主に、短期借入金が

減少したものの、長期借入金及び未払法人税等が増加したことによるものです。また純資産は、主にその他有価証券

評価差額金の減少により221億76百万円となりました。この結果、純資産から少数株主持分を控除した自己資本は220

億10百万円となり、自己資本比率は2.3ポイント低下の46.6％となりました。

 　 ②キャッシュ・フローの状況

  当連結会計年度における連結ベースのキャッシュ・フローは、営業活動による現金及び現金同等物（以下「資金」

という。）の増加額が、投資活動及び財務活動による資金の減少額を上回ったことにより、当連結会計年度末の資金

残高は、前連結会計年度末に比べ１億59百万円増加し、57億95百万円となりました。

    イ.営業活動によるキャッシュ・フロー

       当連結会計年度における営業活動による資金の増加額は26億44百万円（前年度は14億５百万円の増加）となりまし

た。これは主に、税金等調整前当期純利益及び減価償却費の計上により資金が増加したことによるものです。

    ロ.投資活動によるキャッシュ・フロー

　　　 当連結会計年度における投資活動による資金の減少額は21億92百万円（前年度は16億98百万円の減少）となりまし

た。これは主に、有形・無形固定資産及び投資有価証券の取得による支出があったことによるものです。

    ハ.財務活動によるキャッシュ・フロー

　     当連結会計年度における財務活動による資金の減少額は２億92百万円（前年度は７億51百万円の減少）となりまし

た。これは主に、長期借入金による調達額が増加したものの、短期借入金の返済及び配当金の支払によるものです。

　当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。

平成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（％） 52.2 51.0 47.6 48.9 46.6

時価ベースの自己資本比率

（％）
71.9 71.0 71.9 72.1 65.6

キャッシュ・フロー対有利子

負債比率（年）
2.4 5.9 5.4 5.9 3.3

インタレスト・カバレッジ・

レシオ（倍）
24.3 10.9 14.3 12.0 19.7

 (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

 １．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。

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

 ３．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。

 

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

　当社は、株主様の利益を重視し、安定した配当を継続的に行っていくことを基本方針としております。なお、内部

留保の使途につきましては、財務体質の強化を図りながら生産合理化や品質向上に向けた設備投資等に充当してまい

ります。

　当期の配当金につきましては、期末配当金は１株当たり７円75銭とし、先の１株当たり７円75銭の中間配当金とあ

わせて年間で１株当たり15円50銭を予定しております。

　また、次期の配当金予想額につきましては、１株当たり中間配当金７円75銭、期末配当金７円75銭の年間配当金15

円50銭を予定しております。

(4）事業等のリスク

　最近の有価証券報告書（平成19年６月29日提出）における「事業等のリスク」から重要な変更がないため、記載を

省略しております。
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２．企業集団の状況
（１）企業集団の概況 

　　当社の企業集団は、当社と連結子会社６社及び非連結子会社２社（当年度より１社増加）で構成され、和風即席食

品及び洋風・中華風即席食品の製造販売並びに関連商品の販売、飲食店の経営を主な事業としております。

　　当社グループの事業に係わる位置付け及び事業の種類別セグメントとの関連は、次のとおりであります。なお、事

業の種類別セグメントと同一の区分であります。

　①食料品事業

　　当事業においては、当社がお茶づけ・ふりかけ類、スープ類、調理食品類、粉商品類、その他の食料品の製造・販

売を行っており、㈱サンフレックス永谷園、㈱オクトス、㈱ニシエイ、㈱花笠食品の各社は、当社商品の原料メーカー

及び製造工程の一部を担う外注工場としての位置づけにあり、主に当社使用原料の製造・加工処理及び半製品・仕掛

品の包装加工を行っております。　

　　また、㈱ニシエイが生鮮食品・加工食品の製造・販売業務を行い、㈱ユニネットが食料品の通信販売業務を行って

おります。

　②外食事業

　　当事業においては、㈱サンフレックス永谷園が「自然式食堂　餉餉（けけ）」「天ぷら　天○」等の飲食店を経営

しております。

　③その他の事業

　　当事業においては、㈱ユニネットが主に保険代理店業務及びリース業務を行い、㈱アルファウェーブが鍼灸・マッ

サージ店を経営しております。

 （２）事業系統図

 

得意先 

消費者 

連結子会社 
㈱花笠食品 

連結子会社 
㈱ニシエイ 

連結子会社 
㈱オクトス 

㈱
永
谷
園 

発
売
元 

三
菱
商
事
㈱ 

得意先 

非連結子会社 
上海永谷園食品 
貿易有限公司 

商品販売 

商品販売 

消費者 
連結子会社 

㈱サンフレックス 
永谷園 

飲食店経営 商品・原料仕入 

原料・包装加工 

原料・包装加工 

商品保管・荷役業務 

原料仕入 

原料・包装加工 

原料仕入 

商品販売 

商品販売 

連結子会社 
㈱アルファウェーブ 

鍼灸・ 

マッサージ店経営 

非連結子会社 
上海永晶餐飲 
管理有限公司 

飲食店経営 

連結子会社 
㈱ユニネット 

保険代理店業務 
リース業務他 

商品販売 

商品販売 
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３．経営方針
(１）会社の経営の基本方針

　平成20年３月期中間決算短信（平成19年11月９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。

　当該中間決算短信は、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.nagatanien.co.jp/company/ir_library.html

（東京証券取引所ホームページ（上場会社情報検索ページ））

http://www.tse.or.jp/listing/compsearch/index.html

(２）目標とする経営指標

　平成20年３月期中間決算短信（平成19年11月９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。

　当該中間決算短信は、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.nagatanien.co.jp/company/ir_library.html

（東京証券取引所ホームページ（上場会社情報検索ページ））

http://www.tse.or.jp/listing/compsearch/index.html

(３）会社の対処すべき課題

  当社グループは、安全・安心への取り組み強化とグループ全体の収益基盤の強化を最重要課題と位置づけ、①「安

全・安心」の確保、②基幹商品カテゴリーの活性化、③新しいカテゴリー・事業分野の開拓、の三つの課題に取り組み、

業績の向上を図ってまいります。 

①「安全・安心」の確保

　当社グループは、「味ひとすじ」の企業理念のもと、お客様に信頼されるブランド構築を第一の使命として、安

全・安心な商品の生産・供給に努めてまいりました。しかしながら、昨今の加工食品に対する消費者の不安感の高ま

りを受け、今まで以上に商品の品質管理体制を強化していく必要があると考えております。今後は、生産ラインへの

検査機器の増強や生産協力工場への指導及び衛生管理システムの運用等を徹底し、さらに当社商品に関するお問い合

わせ等への対応をより充実させていくことで、安全・安心の確保を目指してまいります。

②基幹商品カテゴリーの活性化

　長い間お客様にご支持を頂いている基幹商品カテゴリーの活性化は、当社グループにとって永続的な課題でありま

す。ライフスタイルや食生活の変化、ニーズの多様化等を踏まえ、お客様の今日的な視点に立った新しい商品価値を

提案し続けるとともに、創意・工夫を凝らした新商品を投入することで、基幹商品カテゴリーの活性化を図ってまい

ります。

③新しいカテゴリー・事業分野の開拓

　当社グループのブランド力が最大限に発揮できる新しい領域の開拓にチャレンジしてまいります。少子高齢化・健

康志向の高まり等の外部環境の変化を的確に捉え、当社が長年培ってきたノウハウや製造技術を積極的に活用してい

くとともに、外部資源の有効利用も視野に入れながら取り組みを進めてまいります。また、業務用商品・通信販売等

既にスタートしている新しい事業分野についても、引き続き、売上拡大及び収益力の向上に努めてまいります。
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４．連結財務諸表
(1）連結貸借対照表

  
前連結会計年度

(平成19年３月31日)
当連結会計年度

(平成20年３月31日)
増減

区分
注記
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額
(百万円)

(資産の部)         

Ⅰ　流動資産         

１　現金及び預金   5,636   5,795  159

２　受取手形及び売掛金   7,929   8,777  848

３　たな卸資産   6,198   6,201  3

４　未収法人税等   318   －  △318

５　繰延税金資産   577   612  35

６　その他   187   234  47

流動資産合計   20,847 44.8  21,621 45.8 774

Ⅱ　固定資産         

１　有形固定資産         

(1) 建物及び構築物 ※３ 11,560   11,809    

減価償却累計額  △7,063 4,497  △7,181 4,627  130

(2) 機械装置及び運搬具 ※３ 9,957   9,702    

減価償却累計額  △7,926 2,031  △7,776 1,926  △105

(3) 土地 ※2,3  8,457   8,438  △19

(4) 建設仮勘定   30   32  2

(5) その他 ※３ 1,861   1,922    

減価償却累計額  △1,475 386  △1,540 381  △5

有形固定資産合計   15,403 33.1  15,406 32.6 3

２　無形固定資産   180 0.4  133 0.3 △47

３　投資その他の資産         

(1) 投資有価証券   6,996   6,648  △348

(2) 関係会社出資金 ※１  146   146  －

(3) 繰延税金資産   699   1,143  444

(4) 保証金   1,996   1,852  △144

(5) その他   458   425  △33

    貸倒引当金   △187   △177  10

投資その他の資産合計   10,110 21.7  10,039 21.3 △71

固定資産合計   25,694 55.2  25,579 54.2 △115

資産合計   46,542 100.0  47,200 100.0 658
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前連結会計年度

(平成19年３月31日)
当連結会計年度

(平成20年３月31日)
増減

区分
注記
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額
(百万円)

(負債の部)         

Ⅰ　流動負債         

１　支払手形及び買掛金   7,226   7,409  183

２　短期借入金 ※３  7,092   2,490  △4,602

３　未払金   4,054   4,240  186

４　未払法人税等   186   821  635

５　繰延税金負債   23   －  △23

６　賞与引当金   465   468  3

７　その他   634   906  272

流動負債合計   19,683 42.3  16,337 34.6 △3,346

Ⅱ　固定負債         

１　長期借入金 ※３  1,265   6,184  4,919

２　繰延税金負債   18   0  △18

３　退職給付引当金   389   268  △121

４　役員退職慰労引当金   914   1,141  227

５　負ののれん   588   392  △196

６　再評価に係る
繰延税金負債

※２  577   576  △1

７　その他   116   122  6

固定負債合計   3,870 8.3  8,686 18.4 4,816

負債合計   23,554 50.6  25,023 53.0 1,469

         

（純資産の部）         

Ⅰ　株主資本         

１　資本金   3,502 7.5  3,502 7.4 －

２　資本剰余金   6,492 14.0  6,492 13.8 0

３　利益剰余金   15,837 34.0  15,939 33.8 102

４　自己株式   △480 △1.0  △505 △1.1 △25

株主資本合計   25,352 54.5  25,428 53.9 76

Ⅱ　評価・換算差額等         

１　その他有価証券
評価差額金

  821 1.8  △8 △0.0 △829

２　土地再評価差額金 ※２  △3,420 △7.4  △3,410 △7.2 10

評価・換算差額等合計   △2,599 △5.6  △3,418 △7.2 △819

Ⅲ　少数株主持分   234 0.5  166 0.3 △68

純資産合計   22,987 49.4  22,176 47.0 △811

負債純資産合計   46,542 100.0  47,200 100.0 658
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(2）連結損益計算書

  
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)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

増減

区分
注記
番号

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

金額
(百万円)

Ⅰ　売上高   57,379 100.0  58,773 100.0 1,394

Ⅱ　売上原価 ※１  30,299 52.8  31,144 53.0 845

売上総利益   27,079 47.2  27,628 47.0 549

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１        

１　荷造運賃  2,029   2,097    

２　広告宣伝費  2,370   2,647    

３　販売促進費  10,810   11,148    

４　給料・賞与  3,652   3,331    

５　賞与引当金繰入額  275   271    

６　役員退職慰労
引当金繰入額

 65   227    

７　減価償却費  252   207    

８　その他  5,862 25,317 44.1 5,636 25,569 43.5 252

営業利益   1,762 3.1  2,059 3.5 297

Ⅳ　営業外収益         

１　受取利息  0   4    

２　受取配当金  65   89    

３　負ののれん償却額  169   196    

４　不動産賃貸収入  122   108    

５　その他  147 505 0.9 91 489 0.8 △16

Ⅴ　営業外費用         

１　支払利息  118   142    

２　固定資産除却損  84   86    

３　債権譲渡損  －   47    

４　金融サービス手数料  34   43    

５　不動産賃貸費用  61   56    

６　その他  92 392 0.7 53 429 0.7 37

経常利益   1,875 3.3  2,118 3.6 243
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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)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

増減

区分
注記
番号

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

金額
(百万円)

Ⅵ　特別利益         

１　投資有価証券売却益  170   0    

２　子会社株式売却益  208   －    

３　貸倒引当金戻入益  79   －    

４　保証金戻入益  10   －    

５　受取補償金  － 468 0.8 33 34 0.1 △434

Ⅶ　特別損失         

１　従業員退職金  25   －    

２　たな卸資産評価損  16   －    

３　のれん一括償却額  165   －    

４　固定資産除却損 ※２ 70   20    

５　減損損失 ※３ 371   350    

６　会員権退会損  8   10    

７　店舗解約損  63   －    

８　閉鎖店舗家賃  2   9    

９　投資有価証券評価損  －   5    

10　リース解約損  1   －    

11　貸倒引当金繰入額  6 731 1.3 2 396 0.7 △335

税金等調整前
当期純利益

  1,612 2.8  1,756 3.0 144

法人税、住民税及び
事業税

 560   1,082    

法人税等調整額  274 834 1.5 45 1,128 1.9 294

少数株主利益又は
少数株主損失(△)

  △109 △0.2  △68 △0.1 41

当期純利益   887 1.5  696 1.2 △191
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(3）連結株主資本等変動計算書

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）

 
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）

3,502 6,491 15,559 △453 25,100

連結会計年度中の変動額      

剰余金の配当（注）   △292  △292

剰余金の配当   △292  △292

役員賞与（注）   △14  △14

当期純利益   887  887

自己株式の取得    △30 △30

自己株式の処分  0  3 4

土地再評価差額金の取崩額   △10  △10

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）

― 0 278 △26 251

平成19年３月31日　残高
（百万円）

3,502 6,492 15,837 △480 25,352

 

評価・換算差額等

  少数株主持分 純資産合計
 その他有価証券
 評価差額金

土地再評価差額金
評価・換算差額等
合計

平成18年３月31日　残高
（百万円）

1,589 △3,430 △1,841 519 23,778

連結会計年度中の変動額      

剰余金の配当（注）     △292

剰余金の配当     △292

役員賞与（注）     △14

当期純利益     887

自己株式の取得     △30

自己株式の処分     4

土地再評価差額金の取崩額     △10

株主資本以外の項目の
連結会計年度中の変動額(純額)

△768 10 △758 △284 △1,042

連結会計年度中の変動額合計
（百万円）

△768 10 △758 △284 △790

平成19年３月31日　残高
（百万円）

821 △3,420 △2,599 234 22,987

 （注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。
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当連結会計年度（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 自己株式 株主資本合計

平成19年３月31日　残高
（百万円）

3,502 6,492 15,837 △480 25,352

連結会計年度中の変動額      

剰余金の配当   △584  △584

当期純利益   696  696

自己株式の取得    △26 △26

自己株式の処分  0  1 1

土地再評価差額金の取崩額   △10  △10

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）

－ 0 102 △25 76

平成20年３月31日　残高
（百万円）

3,502 6,492 15,939 △505 25,428

 

評価・換算差額等

  少数株主持分 純資産合計
 その他有価証券
 評価差額金

土地再評価差額金
評価・換算差額等
合計

平成19年３月31日　残高
（百万円）

821 △3,420 △2,599 234 22,987

連結会計年度中の変動額      

剰余金の配当     △584

当期純利益     696

自己株式の取得     △26

自己株式の処分     1

土地再評価差額金の取崩額     △10

株主資本以外の項目の
連結会計年度中の変動額(純額)

△829 10 △819 △68 △887

連結会計年度中の変動額合計
（百万円）

△829 10 △819 △68 △811

平成20年３月31日　残高
（百万円）

△8 △3,410 △3,418 166 22,176
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(4）連結キャッシュ・フロー計算書

  
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)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

増減

区分
注記
番号

金額(百万円) 金額(百万円)
金額

(百万円)

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー     

１　税金等調整前当期純利益  1,612 1,756 144

２　減価償却費  1,134 1,083 △51

３　減損損失  371 350 △21

４  負ののれん償却額  △3 △196 △193

５　貸倒引当金の増減額(減少は△)  △201 △9 192

６　賞与引当金の増減額(減少は△)  3 2 △1

７　退職給付引当金の増減額(減少は△)  △374 △121 253

８　役員退職慰労引当金の増減額　　　
(減少は△)

 56 227 171

９　受取利息及び受取配当金  △65 △93 △28

10　支払利息  118 142 24

11　投資有価証券売却益  △170 △0 170

12　子会社株式売却益  △208 ― 208

13　たな卸資産評価損  16 ― △16

14　投資有価証券評価損  ― 5 5

15　会員権退会損  8 10 2

16　その他の営業外損益  48 32 △16

17　販売費及び一般管理費  43 46 3

18　有形固定資産の除・売却損益  94 88 △6

19　役員賞与支払額  △9 ― 9

20　売上債権の増減額(増加は△)  △274 △847 △573

21　たな卸資産の増減額(増加は△)  △309 △3 306

22　仕入債務の増減額(減少は△)  953 182 △771

23　未払金・未払費用の増減額(減少は△)  73 173 100

24　未払消費税等の増減額(減少は△)  △28 25 53

25　その他資産・負債の増減額  229 △34 △263

小計  3,119 2,820 △299

26　利息及び配当金の受取額  65 93 28

27　利息の支払額  △117 △134 △17

28　法人税等の支払額  △1,661 △454 1,207

29　法人税等の還付額  0 318 318

営業活動によるキャッシュ・フロー  1,405 2,644 1,239
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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)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

増減

区分
注記
番号

金額(百万円) 金額(百万円)
金額

(百万円)

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー     

１　有形・無形固定資産の取得による支出  △913 △1,242 △329

２　有形固定資産の売却による収入  48 36 △12

３　投資有価証券の取得による支出  △1,354 △1,054 300

４　投資有価証券の売却による収入  490 0 △490

５　子会社株式の売却による　　　　　
キャッシュの減少

※２ △204 ― 204

６　連結子会社株式の追加取得による支出  △0 ― 0

７　保証金の支出  △114 △41 73

８　保証金の返還による収入  365 128 △237

９　その他投資に係る収支  △15 △18 △3

投資活動によるキャッシュ・フロー  △1,698 △2,192 △494

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー     

１　短期借入金の純増減額  500 △1,520 △2,020

２　長期借入れによる収入  ― 5,410 5,410

３　長期借入金の返済による支出  △640 △3,572 △2,932

４　自己株式の取得による支出  △30 △26 4

５　自己株式の売却による収入  4 1 △3

６　配当金の支払額  △584 △583 1

財務活動によるキャッシュ・フロー  △751 △292 459

Ⅳ　現金及び現金同等物の増減額
　　(減少は△)

 △1,044 159 1,203

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高  6,680 5,636 △1,044

Ⅵ　現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 5,636 5,795 159

㈱永谷園（2899）平成 20 年３月期決算短信

－ 15 －



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)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20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　　　６社

連結子会社の名称

㈱サンフレックス永谷園

㈱オクトス　　　㈱ニシエイ

㈱花笠食品      ㈱ユニネット

㈱アルファウェーブ

　前連結会計年度まで連結子会社に含

めていた㈱エックスヴィンについては、

全保有株式を売却したことにより連結

子会社から除外しております。

  また、前連結会計年度まで連結子会

社に含めていた㈱サンマーチは㈱サン

フレックス永谷園を存続会社とした合

併により、㈱新日本通商は㈱ニシエイ

を存続会社とした合併により消滅して

おります。

①　連結子会社の数　　　６社

連結子会社の名称

㈱サンフレックス永谷園

㈱オクトス　　　㈱ニシエイ

㈱花笠食品      ㈱ユニネット

㈱アルファウェーブ

　

 

 

②　主要な非連結子会社の名称

　上海永谷園食品貿易有限公司

　非連結子会社は小規模であり、総資

産、売上高、当期純損益(持分に見合

う額)及び利益剰余金(持分に見合う

額)等は、いずれも連結財務諸表に重

要な影響を及ぼしていないためであり

ます。

　なお、前連結会計年度まで非連結子

会社に含めていた㈱セ・デ・ベ・ジャ

ポンについては、全保有株式を売却し

たことにより非連結子会社から除外し

ております。

②　主要な非連結子会社の名称

　上海永谷園食品貿易有限公司

　非連結子会社は小規模であり、総資

産、売上高、当期純損益(持分に見合

う額)及び利益剰余金(持分に見合う

額)等は、いずれも連結財務諸表に重

要な影響を及ぼしていないためであり

ます。

　

２　持分法の適用に関する事

項

　持分法を適用していない主要な非連結子

会社上海永谷園食品貿易有限公司は当期純

損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持

分に見合う額)等からみて、持分法の対象

から除いても連結財務諸表に及ぼす影響が

軽微であり、かつ全体としても重要性がな

いため、持分法の適用範囲から除外してお

ります。

　持分法を適用していない主要な非連結子

会社上海永谷園食品貿易有限公司他１社は

当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余

金(持分に見合う額)等からみて、持分法の

対象から除いても連結財務諸表に及ぼす影

響が軽微であり、かつ全体としても重要性

がないため、持分法の適用範囲から除外し

ております。

３　連結子会社の事業年度等

に関する事項

　全ての連結子会社の決算日と連結決算日

は一致しております。

　　同左
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項目
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)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

４　会計処理基準に関する事

項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

①　有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

…決算期末日の市場価格等に基づ

く時価法(評価差額は全部純資

産直入法により処理し、売却原

価は移動平均法により算定)

時価のないもの

…移動平均法による原価法

（会計方針の変更）

  従来、有価証券の評価方法につきま

しては総平均法によっておりましたが、

当連結会計年度より移動平均法に変更

しております。この変更は、有価証券

取引の売却損益を速やかに確定するた

めのものであります。

  これにより税金等調整前当期純利益

が28百万円増加しております。

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

①　有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

同左

 

 

 

時価のないもの

同左

――――――――

  

 

 

 

②　たな卸資産

　主として月別移動平均法による原価

法

②　たな卸資産

同左

 

 

 

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

①　有形固定資産

　定率法を採用しております。

　ただし、平成10年４月１日以降取得

した建物(付属設備を除く)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。

　建物及び構築物　　　３～50年

　機械装置及び運搬具　２～15年

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

①　有形固定資産

定率法を採用しております。

　ただし、平成10年４月１日以降取得

した建物(付属設備を除く)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。

　建物及び構築物　　　３～50年

　機械装置及び運搬具　２～15年

 (会計方針の変更)

 当社及び連結子会社は、法人税法の

改正に伴い、当連結会計年度より、平

成19年４月１日以降に取得した有形固

定資産については、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

税金等調整前当期純利益は、それぞれ

32百万円減少しております。

 なお、セグメント情報に与える影響

は当該箇所に記載しております。

 

 

②　無形固定資産

　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)に基づく定額法を採用しており

ます。

②　無形固定資産

同左
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項目
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)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

 

 

 

(3) 重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

　当連結会計年度末保有の債権の貸倒

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

回収可能性を検討し、回収不能見込額

を計上しております。

(3) 重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

同左

 

 

②　賞与引当金

　従業員に対して支給する賞与の支出

に充てるため、支給見込額に基づき計

上しております。

②　賞与引当金

同左

 

 

③　退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、当

社は当連結会計年度末における退職給

付債務及び年金資産の見込額に基づき

計上しております。なお、連結子会社

については簡便法により計上しており

ます。

　過去勤務債務は、その発生時の従業

員の平均残存勤務期間以内の一定の年

数(10年)による定額法により費用処理

しております。

　数理計算上の差異は、各連結会計年

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から損益処理す

ることとしております。

③　退職給付引当金

　同左

　

　

 

 

④　役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支給に備えるた

め、連結会社各社の内規に基づく当連

結会計年度末要支給見積額を計上して

おります。

④　役員退職慰労引当金

同左

 

 

(4) 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によって

おります。

(4) 重要なリース取引の処理方法

同左
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項目
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)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

 

 

 

(5) 重要なヘッジ会計の方法

①　ヘッジ会計の方法

　金利スワップについては、特例処理

の要件を満たしており、特例処理を採

用しております。

(5) 重要なヘッジ会計の方法

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

…金利スワップ

ヘッジ対象

…長期借入金利息

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

 

 

③　ヘッジ方針

　当社グループでは社内規定に基づき、

将来の金利変動リスクを回避する目的

で行っております。

③　ヘッジ方針

同左

 

 

④　ヘッジ有効性評価の方法

　金利スワップの特例処理の要件を満

たしているため、金融商品に係る会計

基準に基づき有効性の判定を省略して

おります。

④　ヘッジ有効性評価の方法

同左

 

 

(6) その他連結財務諸表作成のための重要

な事項

消費税等の会計処理

税抜方式を採用しております。

(6) その他連結財務諸表作成のための重要

な事項

消費税等の会計処理

同左

５　連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項

　全面時価評価法を採用しております。 同左

６　のれん及び負ののれんの

償却に関する事項

　のれん及び負ののれんは、発生年度より

実質的判断による年数の見積りが可能なも

のはその見積り年数で、その他については

５年間で均等償却しております。 

　ただし、金額が僅少な場合は、発生年度

に全額償却しております。

同左

 

７　連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範囲

　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、

要求払預金及び取得日から３ヶ月以内に満

期日の到来する流動性の高い容易に換金可

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短期的な投資から

なっております。

同左
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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)

当連結会計年度
(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。

 従来の資本の部の合計に相当する金額は、22,752百万円

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、連結財務諸表規則の改正に伴い、改正後

の連結財務諸表規則により作成しております。

 ――――――――

 

 

 

表示方法の変更

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)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

(連結貸借対照表)

　前連結会計年度において、固定負債の「連結調整勘定」

として掲記されていたものは、当連結会計年度より「負の

のれん」と表示しております。

 前連結会計年度において、流動資産の「その他」に含め

て表示しておりました「未収法人税等」(前連結会計年度

０百万円)は、金額的重要性が増加したため、当連結会計

年度より区分掲記することとしました。

(連結貸借対照表)

　前連結会計年度において区分掲記しておりました「未収

法人税等」(当連結会計年度０百万円)は、金額的重要性が

ないため、当連結会計年度より流動資産の「その他」に含

めて表示することとしました。

 

  

(連結損益計算書)

　前連結会計年度において、「連結調整勘定償却額」とし

て掲記されていたものは、当連結会計年度より「負ののれ

ん償却額」と表示しております。

(連結損益計算書)

　前連結会計年度において営業外費用の「その他」に含め

て表示しておりました「債権譲渡損」（前連結会計年度33

百万円）は、営業外費用の総額の100分の10を超えたため、

当連結会計年度より区分掲記することとしました。

  

(連結キャッシュ・フロー計算書)

　前連結会計年度において、「連結調整勘定償却額」とし

て掲記されていたものは、当連結会計年度より「負ののれ

ん償却額」と表示しております。

――――――――
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注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
(平成19年３月31日)

当連結会計年度
(平成20年３月31日)

※１　非連結子会社に対するものは、次のとおりでありま

す。

※１　非連結子会社に対するものは、次のとおりでありま

す。

関係会社出資金 146百万円 関係会社出資金    146百万円

※２　当社は、土地の再評価に関する法律(平成10年３月

31日公布法律第34号)に基づき、事業用の土地の再

評価を行い、土地再評価差額金を純資産の部に計上

しております。

再評価の方法……………土地の再評価に関する法

律施行令(平成10年３月

31日公布政令第119号)第

２条第４号に定める地価

税法第16条に規定する地

価税の課税価格の計算の

基礎となる土地の価額を

算定するために国税庁長

官が定めて公表した方法

により算定した価額に合

理的な調整を行って算出

する方法によっておりま

す。

再評価を行った年月日…平成14年３月31日

※２　当社は、土地の再評価に関する法律(平成10年３月

31日公布法律第34号)に基づき、事業用の土地の再

評価を行い、土地再評価差額金を純資産の部に計上

しております。

再評価の方法……………土地の再評価に関する法

律施行令(平成10年３月

31日公布政令第119号)第

２条第４号に定める地価

税法第16条に規定する地

価税の課税価格の計算の

基礎となる土地の価額を

算定するために国税庁長

官が定めて公表した方法

により算定した価額に合

理的な調整を行って算出

する方法によっておりま

す。

再評価を行った年月日…平成14年３月31日

※３　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。

※３　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。

建物及び構築物 905百万円 ( 136百万円)

機械装置
及び運搬具

 31 (  31　　　)

土地  1,337 ( 269　　　)

その他  0 (   0　　　)

計 2,274 ( 436　　　)

建物及び構築物 1,141百万円 ( 127百万円)

機械装置
及び運搬具

27 (  27　　　)

土地 1,273 ( 269　　  )

その他   0 (   0      )

計 2,442 ( 424      )

担保付債務は、次のとおりであります。 担保付債務は、次のとおりであります。

短期借入金 460百万円 ( 160百万円)

長期借入金  1,136 ( 389　　　)

計 1,597 ( 549　　　)

短期借入金    420百万円 ( 120百万円)

長期借入金 715 ( 268      )

計 1,136 ( 389      )

       上記のうち(　)内書は工場財団抵当並びに当該債

       務を示しております。

       上記のうち(　)内書は工場財団抵当並びに当該債

       務を示しております。
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（連結損益計算書関係）

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)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

※１　一般管理費及び当期総製造費用に含まれる研究開発

費

※１　一般管理費に含まれる研究開発費

 557百万円     629百万円

※２　固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 ※２　固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

機械装置及び運搬具 1百万円

ソフトウェア  7

その他  61

計 70

建物及び構築物 0百万円

その他 19

計 20

※３　減損損失 ※３　減損損失

当連結会計年度において、当社グループは以下の資産グ

ループについて減損損失を計上いたしました。

当連結会計年度において、当社グループは以下の資産グ

ループについて減損損失を計上いたしました。

場　所 用　途 種　類 減損損失

東京都他
（９件）

店舗資産
（外食店舗）

建物及び
構築物等

359百万円

東京都
（５件）

店舗資産
（鍼灸店舗）

建物及び
構築物等

11百万円

東京都
（１件）

賃貸資産
建物及び
構築物等

1百万円

計 ― ― 371百万円

場　所 用　途 種　類 減損損失

東京都他
（７件）

店舗資産
（外食店舗）

建物及び
構築物等

  328百万円

東京都他
（４件）

店舗資産
（鍼灸店舗）

建物及び
構築物等

  1百万円

千葉県
（１件）

賃貸資産
建物及び
構築物等

 5百万円

 静岡県他 
（ ２件）

遊休資産
 土地及び 

建物
   14百万円

計 ― ―   350百万円

当社グループは、事業の種類別セグメントを基礎とし、

管理会計上の単位ごとにグルーピングを行っており、店舗

資産及び賃貸資産については、それぞれの個別物件ごとに

グルーピングを行っております。

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

グループ及び処分予定である資産グループの帳簿価額を回

収可能価額まで減額し、当期減少額を減損損失（371百万

円）として特別損失に計上しております。

なお、上記資産グループのうち、外食店舗３件、鍼灸店

舗１件及び賃貸資産１件については、当連結会計年度にお

いて撤退しております。

また、上記資産グループの回収可能価額は、その残存価

額に重要性が乏しいため、残存価額を基に算定した正味売

却価額によっております。

当社グループは、事業の種類別セグメントを基礎とし、

管理会計上の単位ごとにグルーピングを行っており、店舗

資産、賃貸資産及び遊休資産については、それぞれの個別

物件ごとにグルーピングを行っております。

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、処分予定である資産グループ及び遊休資産の帳

簿価額を回収可能価額まで減額し、当期減少額を減損損失

（350百万円）として特別損失に計上しております。

なお、上記資産グループのうち、鍼灸店舗４件及び賃貸

資産１件については、当連結会計年度において撤退してお

ります。

また、上記資産グループの回収可能価額は、減価償却資

産についてはその残存価額に重要性が乏しいため、残存価

額を基に算定した正味売却価額によっており、土地につい

ては固定資産税評価額を合理的に調整した価額に基づいた

正味売却価額によっております。
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（連結株主資本等変動計算書関係）

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(千株)

当連結会計年度
増加株式数(千株)

当連結会計年度
減少株式数(千株)

当連結会計年度末
株式数(千株)

発行済株式     

普通株式 38,277 － － 38,277

合計 38,277 － － 38,277

自己株式     

普通株式　（注） 558 34 4 588

合計 558 34 4 588

 （注）1　普通株式の自己株式の株式数の増加34千株は、単元未満株式の買取請求による増加であります。

 　　　2　普通株式の自己株式の株式数の減少 4千株は、単元未満株式の買増請求による減少であります。

 

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 292 7.75 平成18年３月31日 平成18年６月30日

平成18年11月10日

取締役会
普通株式 292 7.75 平成18年９月30日 平成18年12月8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期となるもの

 決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

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28日

定時株主総会
普通株式 292 利益剰余金 7.75 平成19年３月31日 平成19年６月29日
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当連結会計年度（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

 
前連結会計年度末
株式数(千株)

当連結会計年度
増加株式数(千株)

当連結会計年度
減少株式数(千株)

当連結会計年度末
株式数(千株)

発行済株式     

普通株式 38,277 － － 38,277

合計 38,277 － － 38,277

自己株式     

普通株式　（注） 588 31 1 617

合計 588 31 1 617

 （注）1　普通株式の自己株式の株式数の増加31千株は、単元未満株式の買取請求による増加であります。

 　　　2　普通株式の自己株式の株式数の減少 1千株は、単元未満株式の買増請求による減少であります。

 

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19年６月28日

定時株主総会
普通株式 292 7.75 平成19年３月31日 平成19年６月29日

平成19年11月９日

取締役会
普通株式 291 7.75 平成19年９月30日 平成19年12月７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期となるもの

 決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

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27日

定時株主総会
普通株式 291 利益剰余金 7.75 平成20年３月31日 平成20年６月30日
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

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)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

※１　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係

※１　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金勘定 5,636百万円

預入期間が３ヶ月を超える定

期預金他
― 

現金及び現金同等物   5,636

現金及び預金勘定    5,795百万円

預入期間が３ヶ月を超える定

期預金他
　 ―

現金及び現金同等物  5,795

 ※２  株式の売却により連結子会社でなくなった会社の

　　　 資産及び負債の主な内訳

       株式の売却により㈱エックスヴィンを連結除外し

　　   たことに伴う連結除外時の資産及び負債の内訳並

       びに同社株式の売却価額と売却による支出(純額)

       との関係は次のとおりであります。

流動資産 1,101百万円

固定資産 253

のれん 165

流動負債 △686

固定負債 △370

少数株主持分 △136

子会社株式売却益 208

株式の売却価額 535

現金及び現金同等物 △739

差引:売却による支出 △204

 ※２　　　　　　　　――――――――
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（有価証券関係）

前連結会計年度

１　その他有価証券で時価のあるもの(平成19年３月31日)

 種類 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)

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えるもの

(1) 株式 3,734 5,119 1,384

(2) 債券    

①国債・地方債等 ― ― ―

②社債 ― ― ―

③その他 ― ― ―

(3) その他 ― ― ―

小計 3,734 5,119 1,384

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えないもの

(1) 株式 1,540 1,519 △21

(2) 債券    

①国債・地方債等 ― ― ―

②社債 ― ― ―

③その他 ― ― ―

(3) その他 ― ― ―

小計 1,540 1,519 △21

合計 5,275 6,638 1,363

２　当連結会計年度中に売却したその他有価証券(自平成18年４月１日　至平成19年３月31日)

売却額(百万円) 売却益の合計額(百万円) 売却損の合計額(百万円)

490 170 ―

３　時価評価されていない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額(平成19年３月31日)

区分 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 348

②　国債・地方債等 3

③　非上場国内債券 5

４　その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額(平成19年３月31日)

区分 １年超５年以内(百万円) ５年超10年以内(百万円)

債券   

①　転換社債 ― ―

②　国債・地方債等 ― 3

③　非上場国内債券 5 ―

合計 5 3
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当連結会計年度

１　その他有価証券で時価のあるもの(平成20年３月31日)

 種類 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)

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えるもの

(1) 株式 2,199 2,558 359

(2) 債券    

①国債・地方債等 ― ― ―

②社債 ― ― ―

③その他 ― ― ―

(3) その他 ― ― ―

小計 2,199 2,558 359

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えないもの

(1) 株式 4,125 3,732 △392

(2) 債券    

①国債・地方債等 ― ― ―

②社債 ― ― ―

③その他 ― ― ―

(3) その他 ― ― ―

小計 4,125 3,732 △392

合計 6,324 6,291 △32

２　当連結会計年度中に売却したその他有価証券(自平成19年４月１日　至平成20年３月31日)

売却額(百万円) 売却益の合計額(百万円) 売却損の合計額(百万円)

0 0 ―

３　時価評価されていない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額(平成20年３月31日)

区分 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 348

②　国債・地方債等 3

③　非上場国内債券 5

４　その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額(平成20年３月31日)

区分 １年超５年以内(百万円) ５年超10年以内(百万円)

債券   

①　転換社債 ― ―

②　国債・地方債等 ― 3

③　非上場国内債券 5 ―

合計 5 3
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（退職給付関係）

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)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

１　採用している退職給付制度の概要

　当社及び連結子会社は、確定給付型の制度として、

適格退職年金制度及び退職一時金制度並びに確定拠出

型の制度として中小企業退職金共済制度を採用してお

ります。

１　採用している退職給付制度の概要

　当社及び連結子会社は、確定給付型の制度として、

適格退職年金制度及び退職一時金制度並びに確定拠出

型の制度として中小企業退職金共済制度を採用してお

ります。

２　退職給付債務に関する事項 ２　退職給付債務に関する事項

(平成19年３月31日) (平成20年３月31日)

イ　退職給付債務 △4,715百万円

ロ　年金資産 4,142

ハ　未積立退職給付債務

(イ＋ロ)
△572

ニ　未認識数理計算上の差異 177

ホ　未認識過去勤務債務 5

ヘ　連結貸借対照表計上額

純額(ハ＋ニ＋ホ)
△389

ト　前払年金費用 ―

チ　退職給付引当金(ヘ－ト) △389

(注)連結子会社は、退職給付債務の算定にあたり、

簡便法を採用しております。

イ　退職給付債務 △4,927百万円

ロ　年金資産 4,117

ハ　未積立退職給付債務

(イ＋ロ)
△809

ニ　未認識数理計算上の差異 537

ホ　未認識過去勤務債務 4

ヘ　連結貸借対照表計上額

純額(ハ＋ニ＋ホ)
△268

ト　前払年金費用 ―

チ　退職給付引当金(ヘ－ト) △268

(注)連結子会社は、退職給付債務の算定にあたり、

簡便法を採用しております。

３　退職給付費用に関する事項 ３　退職給付費用に関する事項

(自平成18年４月１日　至平成19年３月31日) (自平成19年４月１日　至平成20年３月31日)

イ　勤務費用 233百万円

ロ　利息費用 98

ハ　期待運用収益 △82

ニ　数理計算上の差異の

費用処理額
33

ホ　過去勤務債務の

　　費用処理額
0

ヘ　退職給付費用

(イ＋ロ＋ハ＋ニ＋ホ)
284

(注)簡便法を採用している連結子会社の退職給付

費用は「イ　勤務費用」に計上しております。

イ　勤務費用    295百万円

ロ　利息費用 86

ハ　期待運用収益 △96

ニ　数理計算上の差異の

費用処理額
54

ホ　過去勤務債務の

　　費用処理額
0

ヘ　退職給付費用

(イ＋ロ＋ハ＋ニ＋ホ)
341

(注)簡便法を採用している連結子会社の退職給付

費用は「イ　勤務費用」に計上しております。

４　退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 ４　退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

イ　退職給付見込額の期間

配分方法
期間定額基準

ロ　割引率 2.0％

ハ　期待運用収益率 2.5％

ニ　過去勤務債務の額の

　　処理年数
10年

（発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の

一定の年数による定額法により費用処理して

おります。）

ホ　数理計算上の差異の

処理年数
10年

(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から損益

処理することとしております。)

イ　退職給付見込額の期間

配分方法
期間定額基準

ロ　割引率 　2.0％

ハ　期待運用収益率 　2.5％

ニ　過去勤務債務の額の

　　処理年数
　10年

（発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の

一定の年数による定額法により費用処理して

おります。）

ホ　数理計算上の差異の

処理年数
　10年

(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から損益

処理することとしております。)
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（税効果会計関係）

前連結会計年度
(平成19年３月31日)

当連結会計年度
(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

(1) 流動資産の繰延税金資産及び流動負債の繰延税金負

債

(繰延税金資産)

(1) 流動資産の繰延税金資産

 

(繰延税金資産)

販売促進費否認 320百万円

賞与引当金繰入額否認 189  

たな卸資産に含まれる
未実現利益の消去

76  

未払事業税否認 22  

その他 41  

繰延税金資産小計 651  

評価性引当額 △68  

繰延税金資産合計

 　 繰延税金負債との相殺

582

△4

 

 

繰延税金資産の純額 577  

販売促進費否認 310百万円

賞与引当金繰入額否認 191  

たな卸資産に含まれる
未実現利益の消去

62  

未払事業税否認 67  

その他 37  

繰延税金資産小計 669  

評価性引当額 △57  

繰延税金資産合計 612  

繰延税金資産の純額 612  

 　　(繰延税金負債)

未収還付事業税 28  

繰延税金負債合計 28  

繰延税金資産との相殺 △4  

繰延税金負債の純額 23  

 

(2) 固定資産の繰延税金資産及び固定負債の繰延税金負

債

(繰延税金資産)

繰越欠損金 725百万円

退職給付引当金繰入額否認 158  

役員退職慰労引当金繰入額否認 373  

貸倒引当金繰入額否認 76  

会員権評価損否認 61  

減損損失否認 132  

その他 71  

繰延税金資産小計 1,599  

評価性引当額 △376  

繰延税金資産合計 1,223  

繰延税金負債との相殺 △523  

繰延税金資産の純額 699  

(2) 固定資産の繰延税金資産及び固定負債の繰延税金負

債

(繰延税金資産)

繰越欠損金 912百万円

退職給付引当金繰入額否認 109  

役員退職慰労引当金繰入額否認 466  

貸倒引当金繰入額否認 69  

会員権評価損否認 60  

減損損失否認 241  

その他有価証券評価差額金 25  

その他 52  

繰延税金資産小計 1,938  

評価性引当額 △794  

繰延税金資産合計 1,144  

繰延税金負債との相殺 △0  

繰延税金資産の純額 1,143  

(繰延税金負債) (繰延税金負債)

その他有価証券評価差額金 542  

繰延税金負債合計 542  

繰延税金資産との相殺 △523  

繰延税金負債の純額 18  

その他有価証券評価差額金 0  

繰延税金負債合計 0  

繰延税金資産との相殺 △0  

繰延税金負債の純額 0  
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前連結会計年度
(平成19年３月31日)

当連結会計年度
(平成20年３月31日)

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主要な項目別の内訳

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 40.7％

(調整)   

交際費等永久に損金に
算入されない項目 7.7  

受取配当金等永久に益金に
算入されない項目

△0.7  

子会社株式売却益連結修正 △2.7  

合併に伴う持分変動利益 △1.0  

法人税額の特別控除額 △2.6  

住民税均等割額 2.5  

連結会社間取引による子会社
株式売却益等税効果未認識額 9.0  

その他 △1.1  

税効果会計適用後の法人税等の負担率 51.8％

法定実効税率 40.7％

(調整)   

交際費等永久に損金に
算入されない項目 5.8  

受取配当金等永久に益金に
算入されない項目

△0.9  

負ののれん償却額 △4.5  

法人税額の特別控除額 △1.8  

住民税均等割額 2.1  

評価性引当額の増減 22.6  

その他 0.2  

税効果会計適用後の法人税等の負担率 64.2％
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（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

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)

 
食料品事業
(百万円)

外食事業
(百万円)

その他の
事業

(百万円)
計(百万円)

消去
又は全社
(百万円)

連結(百万円)

Ⅰ売上高及び営業損益       

売上高       

(1) 外部顧客に対する
売上高

54,134 2,703 540 57,379 － 57,379

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

1 18 14 34 (　 34) －

計 54,136 2,722 554 57,413 (　 34) 57,379

営業費用 52,307 2,855 526 55,688 (　 71) 55,616

営業利益又は
営業損失(△)

1,828 △132 28 1,724 37 1,762

Ⅱ資産、減価償却費、減損
損失及び資本的支出

      

資産 44,962 1,454 147 46,564 (　 22) 46,542

減価償却費 1,047 83 3 1,134 － 1,134

減損損失 － 360 11 371 － 371

資本的支出 750 31 1 782 － 782

　（注) １　事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。

２　各事業の主な内容

①食料品事業………主に和風即席食品及び洋風・中華風即席食品の製造及び販売事業

②外食事業…………主に和食レストラン事業

③その他の事業……主に鍼灸・マッサージ事業

３　全ての営業費用は各セグメントに配分されているため、配賦不能営業費用はありません。

４　全ての資産は各セグメントに配分されているため、全社資産はありません。
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当連結会計年度(自平成19年４月１日　至平成20年３月31日)

 
食料品事業
(百万円)

外食事業
(百万円)

その他の
事業

(百万円)
計(百万円)

消去
又は全社
(百万円)

連結(百万円)

Ⅰ売上高及び営業損益       

売上高       

(1) 外部顧客に対する
売上高

56,104 2,206 462 58,773 － 58,773

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

1 16 11 29 (　 29) －

計 56,105 2,222 474 58,802 (　 29) 58,773

営業費用 53,839 2,479 434 56,753 (　 39) 56,713

営業利益又は
営業損失(△)

2,265 △256 39 2,049 10 2,059

Ⅱ資産、減価償却費、減損
損失及び資本的支出

      

資産 45,993 1,167 53 47,214 (　 13) 47,200

減価償却費 1,042 38 3 1,083 － 1,083

減損損失 14 334 1 350 － 350

資本的支出 1,429 43 7 1,480 － 1,480

　（注) １　事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。

２　各事業の主な内容

①食料品事業………主に和風即席食品及び洋風・中華風即席食品の製造及び販売事業

②外食事業…………主に和食レストラン事業

③その他の事業……主に鍼灸・マッサージ事業

３　全ての営業費用は各セグメントに配分されているため、配賦不能営業費用はありません。

４　全ての資産は各セグメントに配分されているため、全社資産はありません。

５　「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項　４　会計処理基準に関する事項　(2)重要な減価償却資

産の減価償却の方法　①有形固定資産（会計方針の変更）」に記載のとおり、法人税法の改正に伴い、当連

結会計年度より、平成19年４月１日以降取得した有形固定資産については、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。これにより当連結会計年度における営業費用は「食料品事業」が29百万円、

「外食事業」が１百万円、「その他の事業」が０百万円増加し、営業利益がそれぞれ同額減少しております。

ｂ．所在地別セグメント情報

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)及び当連結会計年度(自平成19年４月１日　至平成

20年３月31日)

本国以外の国又は地域に所在する連結子会社及び支店がないため、該当事項はありません。

ｃ．海外売上高

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)及び当連結会計年度(自平成19年４月１日　至平成

20年３月31日)

海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。
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（関連当事者との取引）

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)

役員及び個人主要株主等との取引

属性 氏名
資本金又
は出資金
(百万円)

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
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)役員の兼

任等
事業上
の関係

役員及びその

近親者
今泉公二 ―

当社監査役

プラス㈱
代表取締役
副社長

（被所有）

直接0.01%
― ―

プラス㈱から

の備品等の購

入

 1 －  －

　（注）　取引条件及び取引条件の決定方針等

今泉公二がプラス㈱の代表者として行った取引であり、価格等は一般取引価格によっております。

当連結会計年度(自平成19年４月１日　至平成20年３月31日)

該当事項はありません。

（１株当たり情報）

項目
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)

当連結会計年度
(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 603.69円      584.45円

１株当たり当期純利益金額 23.53円      18.48円

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益金額

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。

　同左

 

 

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

 
前連結会計年度

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

当期純利益(百万円) 887 696

普通株主に帰属しない金額

(百万円)
― ―

普通株式に係る当期純利益

(百万円)
887 696

普通株式の期中平均株式数(千株) 37,704 37,674

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

（開示の省略）

 「リース取引」及び「デリバティブ取引」につきましては、決算短信における開示の必要性が大きくないと考えら

れるため開示を省略しております。
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５．個別財務諸表
(1）貸借対照表

  
前事業年度

(平成19年３月31日)
当事業年度

(平成20年３月31日)
増減

区分
注記
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額
(百万円)

（資産の部）         

Ⅰ　流動資産         

１　現金及び預金   5,123   5,396  273

２　受取手形   13   －  △13

３　売掛金   6,167   6,948  781

４　商品   1   1  0

５　製品   1,779   2,164  385

６　半製品   304   258  △46

７　原材料   3,221   2,769  △452

８　仕掛品   445   464  19

９　貯蔵品   58   76  18

10　前払費用   12   5  △7

11　繰延税金資産   510   537  27

12　関係会社短期貸付金   2,151   2,819  668

13　１年以内回収予定
関係会社長期貸付金

  224   64  △160

14　その他   172   151  △21

流動資産合計   20,187 49.4  21,660 51.5 1,473

Ⅱ　固定資産         

１　有形固定資産         

(1) 建物  5,570   5,507    

減価償却累計額  △3,653 1,916  △3,674 1,832  △84

(2) 構築物  534   538    

減価償却累計額  △419 114  △433 105  △9

(3) 機械及び装置  7,941   7,528    

減価償却累計額  △6,418 1,522  △6,227 1,301  △221

(4) 車両及び運搬具  116   114    

減価償却累計額  △81 35  △65 49  14

(5) 工具器具及び備品  1,551   1,614    

減価償却累計額  △1,231 320  △1,282 332  12

(6) 土地 ※２  6,616   6,597  △19

(7) 建設仮勘定   3   2  △1

有形固定資産合計   10,529 25.8  10,221 24.3 △308
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前事業年度

(平成19年３月31日)
当事業年度

(平成20年３月31日)
増減

区分
注記
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額
(百万円)

２　無形固定資産         

(1) 借地権   2   2  －

(2) 実用新案権   1   0  △1

(3) ソフトウェア   137   85  △52

(4) その他   21   20  △1

無形固定資産合計   162 0.4  109 0.3 △53

３　投資その他の資産         

(1) 投資有価証券   6,979   6,633  △346

(2) 関係会社株式   1,255   1,255  －

(3) 出資金   32   4  △28

(4) 関係会社出資金   146   146  －

(5) 従業員長期貸付金   6   7  1

(6) 関係会社長期貸付金   270   246  △24

(7) 長期前払費用   48   30  △18

(8) 繰延税金資産   －   558  558

(9) 保証金   1,055   962  △93

(10) その他   361   376  15

     貸倒引当金   △160   △150  10

投資その他の資産合計   9,993 24.4  10,071 23.9 78

固定資産合計   20,685 50.6  20,401 48.5 △284

資産合計   40,872 100.0  42,061 100.0 1,189
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前事業年度

(平成19年３月31日)
当事業年度

(平成20年３月31日)
増減

区分
注記
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額
(百万円)

（負債の部）         

Ⅰ　流動負債         

１　買掛金 ※１  6,423   6,702  279

２　短期借入金   3,500   2,000  △1,500

３　１年以内返済予定
長期借入金

  3,000   －  △3,000

４　関係会社短期借入金   1,050   629  △421

５　未払金   3,971   4,209  238

６　未払費用   174   174  0

７　未払法人税等   118   741  623

８　未払消費税等   91   129  38

９　預り金   53   58  5

10　賞与引当金   344   344  △0

11　設備未払金   115   84  △31

12　その他   5   2  △3

流動負債合計   18,847 46.1  15,078 35.9 △3,769

Ⅱ　固定負債         

１　長期借入金   －   5,300  5,300

２　繰延税金負債   18   －  △18

３　退職給付引当金   307   136  △171

４　役員退職慰労引当金   713   921  208

５　再評価に係る
繰延税金負債

※２  577   576  △1

６　その他   18   15  △3

固定負債合計   1,635 4.0  6,950 16.5 5,315

負債合計   20,482 50.1  22,028 52.4 1,546
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前事業年度

(平成19年３月31日)
当事業年度

(平成20年３月31日)
増減

区分
注記
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額
(百万円)

（純資産の部）         

Ⅰ　株主資本         

１　資本金   3,502 8.6  3,502 8.3 －

２　資本剰余金         

(1）資本準備金  6,409   6,409    

(2）その他資本剰余金  42   42    

資本剰余金合計   6,452 15.8  6,452 15.3 0

３　利益剰余金         

(1）利益準備金  875   875    

(2）その他利益剰余金         

別途積立金  12,150   12,150    

繰越利益剰余金  490   978    

利益剰余金合計   13,516 33.1  14,003 33.3 487

４　自己株式   △480 △1.2  △505 △1.2 △25

　株主資本合計   22,991 56.3  23,453 55.7 462

Ⅱ　評価・換算差額等         

１　その他有価証券
評価差額金

  819 2.0  △8 △0.0 △827

２　土地再評価差額金 ※２  △3,420 △8.4  △3,410 △8.1 10

　評価・換算差額等合計   △2,600 △6.4  △3,419 △8.1 △819

　純資産合計   20,390 49.9  20,033 47.6 △357

　負債純資産合計   40,872 100.0  42,061 100.0 1,189
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(2）損益計算書

  
前事業年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

増減

区分
注記
番号

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

金額
(百万円)

Ⅰ　売上高         

１　製品売上高  51,829   54,904    

２　商品及び原材料売上高  273 52,103 100.0 337 55,242 100.0 3,139

Ⅱ　売上原価 ※４        

１　製品売上原価         

(1) 期首製品たな卸高  1,615   1,779    

(2) 当期製品製造原価 ※１ 27,982   28,426    

(3) 製品仕入高  1,164   2,346    

合計  30,762   32,553    

(4) 他勘定振替高 ※２ 216   241    

(5) 期末製品たな卸高  1,779 28,766  2,164 30,146  1,380

２　商品及び原材料売上原
価

        

(1) 期首商品たな卸高  －   1    

(2) 当期商品仕入及び
原材料より受入高

 359   564    

合計  359   565    

(3) 他勘定振替高 ※３ 112   238    

(4) 期末商品たな卸高  1 245  1 325  80

売上原価合計   29,011 55.7  30,472 55.2 1,461

売上総利益   23,091 44.3  24,769 44.8 1,678

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※1,4        

１　荷造運賃  1,891   1,991    

２　広告宣伝費  2,362   2,560    

３　販売促進費  10,724   11,111    

４　給料・賞与  2,488   2,369    

５　賞与引当金繰入額  234   232    

６　役員退職慰労
引当金繰入額

 56   207    

７　減価償却費  146   149    

８　その他  4,079 21,983 42.2 4,036 22,658 41.0 675

営業利益   1,107 2.1  2,111 3.8 1,004
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前事業年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

増減

区分
注記
番号

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

金額
(百万円)

Ⅳ　営業外収益         

１　受取利息 ※４ 25   35    

２　受取配当金  64   88    

３　不動産賃貸収入  95   80    

４　その他  52 237 0.5 25 230 0.4 △7

Ⅴ　営業外費用         

１　支払利息  72   106    

２　固定資産除却損  83   71    

３　債権譲渡損  33   47    

４　金融サービス手数料  34   43    

５　不動産賃貸費用  39   38    

６　その他  20 285 0.6 30 337 0.6 52

経常利益   1,060 2.0  2,003 3.6 943

Ⅵ　特別利益         

１　投資有価証券売却益  170   0    

２　受取補償金  － 170 0.3 5 5 0.0 △165

Ⅶ　特別損失         

１　子会社株式評価損  78   －    

２　子会社株式売却損  21   －    

３　減損損失  ※５ －   14    

４　会員権退会損  8   10    

５　投資有価証券評価損  －   5    

６　貸倒引当金繰入額  3 110 0.2 2 31 0.0 △79

税引前当期純利益   1,119 2.1  1,977 3.6 858

法人税、住民税
及び事業税

 417   934    

法人税等調整額  191 608 1.1 △38 895 1.6 287

当期純利益   511 1.0  1,081 2.0 570
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(3）株主資本等変動計算書

前事業年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

 

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合計資本準備

金
その他資
本剰余金

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
（百万円）

3,502 6,409 41 6,451 875 12,150 585 13,611 △453 23,112

事業年度中の変動額           

剰余金の配当（注）       △292 △292  △292

剰余金の配当       △292 △292  △292

役員賞与（注）       △11 △11  △11

当期純利益       511 511  511

自己株式の取得         △30 △30

自己株式の処分   0 0     3 4

土地再評価差額金の取崩額       △10 △10  △10

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）

－ － 0 0 － － △94 △94 △26 △121

平成19年３月31日　残高
（百万円）

3,502 6,409 42 6,452 875 12,150 490 13,516 △480 22,991

 

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評
価差額金

土地再評価差額金
評価・換算差額等
合計

平成18年３月31日　残高
（百万円）

1,587 △3,430 △1,843 21,269

事業年度中の変動額     

剰余金の配当（注）    △292

剰余金の配当    △292

役員賞与（注）    △11

当期純利益    511

自己株式の取得    △30

自己株式の処分    4

土地再評価差額金の取崩額    △10

株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額(純額)

△768 10 △757 △757

事業年度中の変動額合計
（百万円）

△768 10 △757 △878

平成19年３月31日　残高
（百万円）

819 △3,420 △2,600 20,390

 （注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。
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当事業年度（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

自己株式
株主資本
合計資本準備

金
その他資
本剰余金

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
（百万円）

3,502 6,409 42 6,452 875 12,150 490 13,516 △480 22,991

事業年度中の変動額           

剰余金の配当       △584 △584  △584

当期純利益       1,081 1,081  1,081

自己株式の取得         △26 △26

自己株式の処分   0 0     1 1

土地再評価差額金の取崩額       △10 △10  △10

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）

－ － 0 0 － － 487 487 △25 461

平成20年３月31日　残高
（百万円）

3,502 6,409 42 6,452 875 12,150 978 14,003 △505 23,453

 

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評
価差額金

土地再評価差額金
評価・換算差額等
合計

平成19年３月31日　残高
（百万円）

819 △3,420 △2,600 20,390

事業年度中の変動額     

剰余金の配当    △584

当期純利益    1,081

自己株式の取得    △26

自己株式の処分    1

土地再評価差額金の取崩額    △10

株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額(純額)

△828 10 △818 △818

事業年度中の変動額合計
（百万円）

△828 10 △818 △356

平成20年３月31日　残高
（百万円）

△8 △3,410 △3,419 20,033

 

㈱永谷園（2899）平成 20 年３月期決算短信

－ 41 －



重要な会計方針

項目
前事業年度

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当事業年度
(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

(1) 子会社株式

…移動平均法による原価法

(1) 子会社株式

同左

 

 

 

(2) その他有価証券

①時価のあるもの

…決算期末日の市場価格等に基づく

時価法(評価差額は全部純資産直入

法により処理し、売却原価は移動平

均法により算定)

(2) その他有価証券

①時価のあるもの

同左

 

 

②時価のないもの

…移動平均法による原価法

 （会計方針の変更）

    従来、有価証券の評価方法につきまし

ては総平均法によっておりましたが、当

事業年度より移動平均法に変更しており

ます。この変更は、有価証券取引の売却

損益を速やかに確定するためのものであ

ります。

　これにより、税引前当期純利益が28百

万円増加しております。

②時価のないもの

同左

 ――――――――

    

２　たな卸資産の評価基準及

び評価方法

　月別移動平均法による原価法 　同左

３　固定資産の減価償却の方

法

(1) 有形固定資産

　定率法を採用しております。

　ただし、平成10年４月１日以降取得

した建物(付属設備を除く)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　　　　　　　３～50年

機械及び装置　　　２～13年

(1) 有形固定資産

　定率法を採用しております。

　ただし、平成10年４月１日以降取得

した建物(付属設備を除く)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　　　　　　　３～50年

機械及び装置　　　２～13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は、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

び税引前当期純利益は、それぞれ18

百万円減少しております。

 

 

(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)に基づく定額法を採用しており

ます。

(2) 無形固定資産

同左

 

 

(3) 長期前払費用

　均等償却しております。

(3) 長期前払費用

同左

㈱永谷園（2899）平成 20 年３月期決算短信

－ 42 －



項目
前事業年度

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当事業年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

４　引当金の計上基準

 

(1) 貸倒引当金

　当事業年度末保有の債権の貸倒れに

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

可能性を検討し、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

　従業員に対して支給する賞与の支出

に充てるため、支給見込額に基づき計

上しております。

(2) 賞与引当金

同左

 

 

(3) 退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、当

事業年度末における退職給付債務及び

年金資産の見込額に基づき計上してお

ります。

　過去勤務債務は、その発生時の従業

員の平均残存勤務期間以内の一定の年

数（10年）による定額法により費用処

理しております。

　数理計算上の差異は、各事業年度の

発生時における従業員の平均残存勤務

期間以内の一定の年数（10年）による

定額法により按分した額をそれぞれ発

生の翌事業年度から損益処理すること

としております。

(3) 退職給付引当金

　同左

 

 

 

 

(4) 役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支給に備えるた

め、当社内規に基づく当事業年度末要

支給見積額を計上しております。

(4) 役員退職慰労引当金

同左

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

６　ヘッジ会計の方法

 

(1) ヘッジ会計の方法

　金利スワップについては、特例処理

の要件を満たしており、特例処理を採

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…金利スワップ

ヘッジ対象…長期借入金利息

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

 

 

(3) ヘッジ方針

　当社では社内規定に基づき、将来の

金利変動リスクを回避する目的で行っ

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

　金利スワップの特例処理の要件を満

たしているため、金融商品に係る会計

基準に基づき有効性の判定を省略して

おります。

(4) ヘッジ有効性評価の方法

同左
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項目
前事業年度

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当事業年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

７　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

税抜方式を採用しております。

消費税等の会計処理

同左

会計処理方法の変更

前事業年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当事業年度
(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。

　従来の資本の部の合計に相当する金額は20,390百万円で

あります。

　なお、当事業年度における貸借対照表の純資産の部につ

いては、財務諸表等規則の改正に伴い、改正後の財務諸表

等規則により作成しております。

 

 ――――――――

 

 

表示方法の変更

前事業年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当事業年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

（損益計算書)

　前事業年度において区分掲記しておりました「収入家

賃」（当事業年度６百万円）は、金額的重要性がないため、

営業外収益の「その他」に含めて表示することとしました。

――――――――

㈱永谷園（2899）平成 20 年３月期決算短信

－ 44 －



注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度
(平成19年３月31日)

当事業年度
(平成20年３月31日)

※１　関係会社に対する債務 ※１　関係会社に対する債務

買掛金 502百万円 買掛金    658百万円

※２　当社は、土地の再評価に関する法律(平成10年３月

31日公布法律第34号)に基づき、事業用の土地の再評

価を行い、土地再評価差額金を純資産の部に計上して

おります。

※２　当社は、土地の再評価に関する法律(平成10年３月

31日公布法律第34号)に基づき、事業用の土地の再評

価を行い、土地再評価差額金を純資産の部に計上して

おります。

再評価の方法……………土地の再評価に関する法

律施行令(平成10年３月31

日公布政令第119号)第２

条第４号に定める地価税

法第16条に規定する地価

税の課税価格の計算の基

礎となる土地の価額を算

定するために国税庁長官

が定めて公表した方法に

より算定した価額に合理

的な調整を行って算出す

る方法によっております。

再評価の方法……………土地の再評価に関する法

律施行令(平成10年３月31

日公布政令第119号)第２

条第４号に定める地価税

法第16条に規定する地価

税の課税価格の計算の基

礎となる土地の価額を算

定するために国税庁長官

が定めて公表した方法に

より算定した価額に合理

的な調整を行って算出す

る方法によっております。

再評価を行った年月日…平成14年３月31日 再評価を行った年月日…平成14年３月31日
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（損益計算書関係）

前事業年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当事業年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

※１　一般管理費及び当期総製造費用に含まれる研究開発

費

※１　一般管理費に含まれる研究開発費

 557百万円     629百万円

※２　他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。 ※２　他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。

製造原価への振替高 78百万円

製品見本等による
販売費他への振替高

　　123

原材料への振替高 　   5

雑損失への振替高  9

合計 216

製造原価への振替高   86百万円

製品見本等による
販売費他への振替高

　　　 115

原材料への振替高 　    36

雑損失への振替高   3

合計 241

※３　他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。 ※３　他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。

未収入金他への振替高 112百万円 未収入金他への振替高    238百万円

※４　関係会社に関する項目 ※４　関係会社に関する項目

営業費用 10,605百万円

受取利息 25

営業費用    11,641百万円

受取利息 31

※５　　　　　　―――――――― ※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

て減損損失を計上いたしました。

場　所 用　途 種　類 減損損失

静岡県他
（２件）

遊休資産
土地及び
建物

   14百万円

当社は、管理会計上の単位ごとにグルーピングを行って

おり、遊休資産については個別物件ごとにグルーピングを

行っております。

遊休資産は帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当期減

少額を減損損失（14百万円）として特別損失に計上してお

ります。

また、上記資産グループの回収可能価額は、建物につい

てはその残存価額に重要性が乏しいため、残存価額を基に

算定した正味売却価額によっており、土地については固定

資産税評価額を合理的に調整した価額に基づいた正味売却

価額によっております。
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（株主資本等変動計算書関係）

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（千株）

当事業年度増加株
式数（千株）

当事業年度減少株
式数（千株）

当事業年度末株式
数（千株）

普通株式 558 34 4 588

合計 558 34 4 588

 （注）1　普通株式の自己株式の株式数の増加34千株は、単元未満株式の買取請求による増加であります。

 　　　2　普通株式の自己株式の株式数の減少 4千株は、単元未満株式の買増請求による減少であります。

 

当事業年度（自平成19年４月１日　至平成20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（千株）

当事業年度増加株
式数（千株）

当事業年度減少株
式数（千株）

当事業年度末株式
数（千株）

普通株式 588 31 1 617

合計 588 31 1 617

 （注）1　普通株式の自己株式の株式数の増加31千株は、単元未満株式の買取請求による増加であります。

 　　　2　普通株式の自己株式の株式数の減少 1千株は、単元未満株式の買増請求による減少であります。

 

（有価証券関係）

 　　　前事業年度（平成19年３月31日）及び当事業年度（平成20年３月31日）

　　　　子会社株式で時価のあるものはありません。
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（税効果会計関係）

前事業年度
(平成19年３月31日)

当事業年度
(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

(1) 流動資産の繰延税金資産

（繰延税金資産）

(1) 流動資産の繰延税金資産

（繰延税金資産）

販売促進費否認 320百万円

賞与引当金繰入額否認 140 

法定福利費否認 19 

その他 30 

繰延税金資産合計 510 

繰延税金資産の純額 510 

販売促進費否認 310百万円

賞与引当金繰入額否認 140 

未払事業税否認 60 

その他 25 

繰延税金資産合計 537 

繰延税金資産の純額 537 

(2) 固定資産の繰延税金資産及び固定負債の繰延税金負

債

（繰延税金資産）

(2) 固定資産の繰延税金資産

 

（繰延税金資産）

役員退職慰労引当金繰入額否認 290百万円

退職給付引当金繰入額否認 124 

貸倒引当金繰入額否認 65 

会員権評価損否認 60 

その他 42 

繰延税金資産小計 584 

評価性引当額 △61 

繰延税金資産合計 522 

繰延税金負債との相殺 △522 

繰延税金資産の純額 － 

役員退職慰労引当金繰入額否認 374百万円

貸倒引当金繰入額否認 61 

会員権評価損否認 60 

退職給付引当金繰入額否認 55 

その他有価証券評価差額金 25 

その他 45 

繰延税金資産小計 623 

評価性引当額 △64 

繰延税金資産合計 558 

繰延税金資産の純額 558 

（繰延税金負債）  

その他有価証券評価差額金 541百万円

繰延税金負債合計 541 

繰延税金資産との相殺 △522 

繰延税金負債の純額 18 

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率 40.7％

（調整）   

交際費等永久に損金に
算入されない項目

10.4 

受取配当金等永久に益金に
算入されない項目

△1.0 

法人税額の特別控除額 △3.8 

住民税均等割額 3.1 

貸倒引当金繰入額等税効果未認識額 5.5 

その他 △0.6 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 54.3％

法定実効税率 40.7％

（調整）   

交際費等永久に損金に
算入されない項目

5.0 

受取配当金等永久に益金に
算入されない項目

△0.8 

法人税額の特別控除額 △1.6 

住民税均等割額 1.7 

その他 0.3 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 45.3％
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（１株当たり情報）

項目
前事業年度

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当事業年度
(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 541.00円      531.97円

１株当たり当期純利益金額 13.55円      28.71円

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益金額

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。

  同左

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

 

 
前事業年度

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当事業年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

当期純利益(百万円) 511 1,081

普通株主に帰属しない金額

(百万円)
― ―

普通株式に係る当期純利益

(百万円)
511 1,081

普通株式の期中平均株式数(千株) 37,704 37,674

（重要な後発事象）

該当事項はありません。
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６．その他
　(1) 役員の異動（平成20年６月27日付）

　　○代表取締役の異動

代表取締役

取締役会長
永　谷　栄一郎 現

代表取締役

取締役社長 

    

代表取締役

取締役副会長
永　谷　　　明 現

代表取締役

取締役副社長 

社長業務補佐 

経理部・総務部担当 

    

代表取締役

取締役社長 
町　田　　　東 現

代表取締役

取締役副社長

執行役員副社長 

生産事業本部長 

    

代表取締役

専務取締役

専務執行役員

営業本部長

兼マーケティング本部長

社長業務補佐

総務部担当

永　谷　泰次郎 現

専務取締役

専務執行役員

営業本部長

兼マーケティング本部長

　　○その他の役員の異動

　　　①新任監査役候補

常勤監査役 横　田　耕次郎 現
執行役員

経理部長

　　　②退任予定監査役

 古　川　克　己 現 常勤監査役

　　　③昇格予定取締役

常務取締役

常務執行役員 

経理部・情報システム部担当

永　谷　喜一郎 現

取締役

執行役員

情報システム部長
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(2) 生産、受注及び販売の状況

①　生産実績

 （単位：百万円未満切捨）

 

区　　分　

 

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

当連結会計年度

自平成19年4月 1日

至平成20年3月31日

比較増減 

 金額 増減率 

 　食料品事業    ％ 

 　　お茶づけ・ふりかけ類 16,799 17,226 427 2.5

 　　ス ー プ 類 16,376 16,720 344 2.1

     調 理 食 品 類 18,896 19,920 1,024 5.4

   　粉 商 品 類 1,011 1,051 40 4.0

     そ の 他 3,761 5,071 1,310 34.8

 小　　　　計 56,844 59,990 3,146 5.5

 　外食事業 － － － －

 　その他の事業 － － － －

合　　　　　　計 56,844 59,990 3,146 5.5

（注）１．金額は販売価格によっており、セグメント間の取引については相殺消去しております。

　　　２．上記金額には消費税等は含まれておりません。

　　　３．上記食料品事業「その他」の主な内訳は、業務用商品、進物品であります。

　　　４．外食事業及びその他の事業は、算定が困難なため記載しておりません。

 

　　②　受注状況

　　　    一部の連結子会社は、受注生産を行っておりますが、受注当日または翌日に製造・出荷の受注

　　    生産を行っておりますので、受注高及び受注残高の記載は省略しております。

 

　　③　販売実績

（単位：百万円未満切捨）

 

区　　分 

 

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

当連結会計年度

自平成19年4月 1日

至平成20年3月31日

比較増減 

 金額 増減率 

 　食料品事業    ％ 

 　　お茶づけ・ふりかけ類 15,566 16,014 448 2.9

 　　ス ー プ 類 15,427 15,697 270 1.8

     調 理 食 品 類 17,681 18,327 646 3.7

   　粉 商 品 類 799 676 △123 △15.4

     そ の 他 4,660 5,387 727 15.6

 小　　　　計 54,134 56,104 1,970 3.6

 　外食事業 2,703 2,206 △497 △18.4

 　その他の事業 540 462 △78 △14.4

合　　　　　　計 57,379 58,773 1,394 2.4

 （注）１．セグメント間の取引については相殺消去しております。

　　　 ２．上記食料品事業「その他」の主な内訳は、業務用商品、進物品であります。

　　　 ３．主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりであります。

    （単位：百万円未満切捨）　　　

 

 相　手　先
前連結会計年度 当連結会計年度

 販 売 高 割合(％) 販 売 高 割合(％) 

 三 菱 商 事㈱ 52,379 91.3 54,442 92.6

　　　     ４．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

以　上
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