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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 14,348 2.2 1,124 29.1 1,181 35.6 705 30.9

19年３月期 14,040 6.1 871 △12.5 870 △13.4 538 △6.9

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 218 38 － － 12.6 14.8 7.8

19年３月期 166 81 － － 10.7 11.3 6.2

（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 8,155 5,925 72.7 1,835 12

19年３月期 7,769 5,278 67.9 1,634 79

（参考）自己資本 20年３月期 5,925百万円 19年３月期 5,278百万円

(3）キャッシュ・フローの状況

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

20年３月期 1,700 △1,009 △589 103

19年３月期 900 △1,394 473 2

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） 中間期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

19年３月期 － － 18 00 18 00 58 10.8 1.2

20年３月期 － － 25 00 25 00 80 11.4 1.4

21年３月期（予想） － － 25 00 25 00 － 11.5 －

（注）20年３月期期末配当金の内訳　特別配当　5円00銭 

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、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 6,800 0.3 500 △0.8 500 △8.3 300 △8.8 92 91

通　　　期 14,500 1.1 1,100 △2.2 1,100 △6.9 700 △0.7 216 79
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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、17ページ「重要な会計方針」の（会計方針の変更）をご覧ください。

(2）発行済株式数（普通株式）

①　期末発行済株式数（自己株式を含む） 20年３月期 3,230,000株 19年３月期 3,230,000株

②　期末自己株式数 20年３月期 1,000株 19年３月期 1,000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、29ページ「１株当たり情報」をご覧ください。

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

　上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含

んでおります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。

　なお、上記予想に関する事項は３ページ「1.経営成績(1)経営成績に関する分析」を参照して下さい。また、通期

の業績予想には、リース取引に関する会計基準（企業会計基準第13号）適用に係る影響は反映されておりません。
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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の経済は、上半期は輸出や生産が増加を続け、設備投資も増加傾向にあり、個人消費

についても底堅く推移しました。しかしながら、下半期につきましては、サブプライム住宅ローン問題を背景とす

るアメリカ経済の減速、原油高、素材価格の上昇による消費の減退、燃料費、原材料コストの増加が企業収益を圧

迫いたしました。

食品業界におきましては、原油高、小麦粉高の影響をまともに受け、厳しい状況が続いております。また、食品

表示の偽装問題など、消費者に食品の安全・安心に対する不信感を与える不祥事が度重なりました。

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

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

管理の強化、地球環境問題への取り組みを積極的に行ってまいりました。

その結果、当事業年度の売上高は14,348,079千円となり、前年同期に比べ2.2％の増収となりました。

  利益面につきましては、動力費などの製造経費の増加はありましたが、原材料の歩留まり向上や合理化・省力化

を図り業績向上に努めました結果、営業利益は前年同期比29.1％増加の1,124,991千円、経常利益は前年同期比

35.6％増加の1,181,112千円、また、当期純利益は前年同期比30.9％増加の705,135千円となりました。

　部門別業績の概況は次のとおりであります。

［即席麺部門］

　カップ麺、主に「でかまる」シリーズや「ワンタン麺」等の受注が順調だったものの、袋麺の受注が減少したこ

とにより、売上高は前年同期比3.4％減の7,783,664千円となりました。

［米飯部門］

　トレー入りレトルト包装米飯及び無菌包装米飯の受注が順調に推移し、売上高は前年同期比12.1％増の5,965,997

千円となりました。

［その他］

　ＯＥＭの流動食の受注は順調に推移しましたが、ＦＤ（フリーズドライ）カップスープ製品については製造が平

成19年11月を以て終了したことにより、売上高は前年同期比9.0％減の598,417千円となりました。

次期の見通し

次期の見通しといたしましては、4月からの輸入小麦の政府売り渡し価格が30％引き上げられ、また、原油高が今

後も続くものと思われます。このような消費低迷の中、ＦＤカップスープの製造が終了しましたが、米飯部門の受

注増加が見込まれ、全体での売上高は微増を見込んでおります。また、経費面では包装資材・製造コストが大幅に

増加することが予想されます。

　以上により、平成21年3月期の業績予想といたしましては、売上高は14,500百万円、営業利益は1,100百万円、経

常利益は1,100百万円、当期純利益は700百万円を予想しております。

　また、なお一層のコスト削減、合理化・省力化を推進し、業績を上げてまいります。

(2）財政状態に関する分析

  ①　資産、負債及び純資産の状況

当事業年度の資産につきましては、流動資産は2,802,065千円となり、前年同期比978,264千円の増加となりまし

た。これは主に、関係会社短期貸付金が増加したことによるものであります。固定資産は5,353,258千円となり、前

年同期比592,799千円の減少となりました。これは主に、減価償却費の計上による有形固定資産の減少によるもので

あります。

負債につきましては、流動負債は1,693,693千円となり、前年同期比221,582千円の減少となりました。これは主

に、未払法人税等や未払消費税等の増加があったものの、関係会社短期借入金がなくなったことによるものであり

ます。固定負債は536,026千円となり、前年同期比39,830千円の減少となりました。これは主に、役員退職慰労引当

金が増加したものの、退職給付引当金が減少したことによるものであります。

純資産につきましては、当期純利益705,135千円を計上したことにより5,925,604千円となり、前年同期比

646,879千円の増加となりました。

フクシマフーズ㈱（２９２１）平成 20 年３月期決算短信（非連結）

－ 3 －



  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）については、前事業年度末残高2,113千円に

　　　比べて101,221千円増加し、当事業年度末残高103,334千円となりました。

　　　　当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因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）

　　　　営業活動による資金は、1,700,344千円の収入となり前年同期比799,371千円の増加となりました。これは主

　　　に、税引前当期純利益や未払消費税等の増加、未収消費税等の減少によるものであります。 

　　（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　　　　投資活動による資金は、1,009,961千円の支出となり前年同期比384,087千円の支出減となりました。これは主

　　　に、関係会社短期貸付金への支出があったものの、有形固定資産の取得による支出が減少したことによるもので

　　　あります。

　　（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　　　　財務活動による資金は、589,161千円の支出となり前年同期比1,062,318千円の減少となりました。これは主

　　　に、関係会社短期借入金の返済によるものであります。

　     なお、当社のキャッシュ・フロー関連指標の推移は下記の通りであります。

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（％） 63.2 67.9 72.7

時価ベースの自己資本比率

（％）
74.0 62.3 47.5

キャッシュ・フロー対有利子

負債比率（％）
－ 59.0 －

インタレスト・カバレッジ・

レシオ（倍）
－ 211.9 1,676.9

　　　　自己資本比率：自己資本／総資産

　　　　時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

　　　　キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー

　　　　インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い

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

　　　　（注２）キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。

　　　　（注３）有利子負債は、貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象として

　　　　　　　　おります。

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

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

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

  当社は中間配当と期末配当の年２回の剰余金の配当を行うことを定款に定めております。

　これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については、取締役会であります。

  当期の配当につきましては、上記方針に基づき、１株当たり普通配当20円に特別配当5円を加え25円の配当を予定い

たします。

  次期の配当につきましては、1株当たり25円とさせていただく予定であります。
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(4）事業等のリスク

①経済状況

　当社は加工食品を中心とした食品製造業を営んでおります。農産物の原料を使用するため、安全性の確保が最優

先であります。そのため、遺伝子組み換え穀物、残留農薬等の問題が発生することにより、安全性が確保できなく

なる事態が発生した場合、また、バイオ燃料の穀物転用または天候不順による不作等により原料の確保ができなく

なる事態が発生した場合においては、原料価格の高騰による影響を受け、当社の業績に影響を及ぼす可能性があり

ます。

②親会社との関係

　　当社の主要販売先は、親会社である東洋水産株式会社であります。

　　最近５年間の東洋水産株式会社への売上割合は下記の通りであります。東洋水産株式会社との関係は良好に推移

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

　営成績に影響が発生する可能性があります。

最近５年間の売上高、東洋水産株式会社向けの売上高及び売上割合

 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

 売上高（千円） 10,168,475 11,872,829 13,229,763 14,040,743 14,348,079

 東洋水産㈱売上高

（千円）
9,817,384 11,562,225 12,851,997 13,631,056 13,797,598

 割合（％） 96.5 97.4 97.1 97.1 96.2

③製品事故

　当社はＩＳＯの認証取得などを推進し安全な食品作りに積極的に取り組んでおり、製品事故を未然に防ぐための

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

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

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

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

社の業績と財政状況に影響を及ぼす可能性があります。

④販売価格

　食品業界全体において、原油、原材料の高騰による値上げを行うことにより、消費者の買い控え等による売上の

低迷、また、販売競争による価格の下落による収益の悪化等の影響を受け、当社の業績に影響を及ぼす可能性があ

ります。

⑤公的規制

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

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

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

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

⑥固定資産の減損

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

理の必要性について検討をしております。その結果、当事業年度の損益に与える影響はありませんでした。ただし、

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

ては、減損損失を計上する可能性もあり、その場合、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。
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２．企業集団の状況
 　当社の親会社である東洋水産株式会社が営んでいる主な事業内容は、魚介類の仕入・加工・販売、即席麺を中心と

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

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

＜即席麺、米飯部門＞

 

当  社 東洋水産㈱ 得 意 先 原材料仕入 

製 品 販 売 販   売 

〔製造委託〕 

＜その他＞

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

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

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

　省略しております。

　　当該決算短信は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。

　（当社ホームページ）

http://www.fukushimafoods.jp/

（ジャスダック証券取引所ホームページ（「ＪＤＳ」検索ページ））

http://jds.jasdaq.co.jp/tekiji/

(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

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）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

１　現金及び預金 2,113 103,334

２　売掛金 ※１ 1,421,414 1,474,819

３　製品 84,676 108,923

４　原材料 124,517 132,310

５　仕掛品 11,437 7,805

６　貯蔵品 25,440 27,197

７　前払費用 5,470 5,858

８　未収消費税等 97,913 －

９　繰延税金資産 45,699 56,819

10　関係会社短期貸付金  － 881,964

11　その他 5,116 3,030

流動資産合計 1,823,800 23.5 2,802,065 34.4

Ⅱ　固定資産

１　有形固定資産

(1）建物 2,796,773 2,799,830

減価償却累計額 1,076,305 1,720,468 1,211,668 1,588,162

(2）構築物 371,329 374,714

減価償却累計額 240,272 131,056 255,346 119,368

(3）機械及び装置 6,529,027 6,602,958

減価償却累計額 3,178,229 3,350,797 3,676,352 2,926,606

(4）車両及び運搬具 5,229 5,429

減価償却累計額 4,387 841 3,082 2,347

(5）工具器具備品 140,170 128,714

減価償却累計額 111,711 28,458 98,175 30,539

(6）土地 467,569 467,569

有形固定資産合計 5,699,193 73.4 5,134,595 62.9
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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）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

２　無形固定資産

(1）商標権 340 150

(2）ソフトウェア 41 －

(3）電話加入権 873 873

無形固定資産合計 1,255 0.0 1,023 0.0

３　投資その他の資産

(1）投資有価証券 2,890 2,666

(2）従業員長期貸付金 250 －

(3）長期前払費用 2,560 194

(4）繰延税金資産 238,760 214,082

(5）その他 1,147 695

投資その他の資産合計 245,609 3.1 217,639 2.7

固定資産合計 5,946,057 76.5 5,353,258 65.6

資産合計 7,769,858 100.0 8,155,324 100.0
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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）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１　買掛金 ※１ 924,701 939,499

２　関係会社短期借入金  531,180 －

３　未払金 7,250 21,134

４　未払費用 270,846 292,759

５　未払法人税等 171,806 273,147

６　未払消費税等 － 150,797

７　預り金 2,900 4,384

８　役員賞与引当金 6,590 11,970

流動負債合計 1,915,275 24.7 1,693,693 20.7

Ⅱ　固定負債

１　退職給付引当金 573,259 529,286

２　役員退職慰労引当金 2,597 6,740

固定負債合計 575,856 7.4 536,026 6.6

負債合計 2,491,132 32.1 2,229,719 27.3

（純資産の部）        

Ⅰ　株主資本        

１　資本金   222,700 2.9  222,700 2.7

２　資本剰余金        

　　資本準備金  213,620   213,620   

資本剰余金合計   213,620 2.7  213,620 2.6

３　利益剰余金        

(1）利益準備金  37,500   37,500   

(2）その他利益剰余金        

別途積立金  4,110,000   4,590,000   

繰越利益剰余金  695,003   862,016   

利益剰余金合計   4,842,503 62.3  5,489,516 67.4

４　自己株式   △722 △0.0  △722 △0.0

株主資本合計   5,278,100 67.9  5,925,114 72.7

Ⅱ　評価・換算差額等        

その他有価証券評価差額金   624 0.0  490 0.0

評価・換算差額等合計   624 0.0  490 0.0

純資産合計   5,278,725 67.9  5,925,604 72.7

負債純資産合計   7,769,858 100.0  8,155,324 100.0
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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）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 ※４  14,040,743 100.0  14,348,079 100.0

Ⅱ　売上原価

１　期首製品棚卸高 69,398 84,676

２　当期製品製造原価 ※４ 12,878,811 12,907,814

合計 12,948,209 12,992,491

３　他勘定振替高 ※１ △5,468 △32,147

４　期末製品棚卸高 84,676 12,869,001 91.7 108,923 12,915,715 90.0

売上総利益 1,171,742 8.3 1,432,363 10.0

Ⅲ　販売費及び一般管理費

１　運賃保管料 24,876 36,544

２　役員報酬 33,890 40,422

３　給料手当 58,063 60,195

４　役員賞与引当金繰入額 6,590 11,970

５　退職給付費用 8,912 10,640

６　役員退職慰労引当金繰入
額

1,001 4,360

７　減価償却費 11,869 12,467

８　研究開発費 ※２ 39,392 33,482

９　委託報酬費 26,298 －

10　製品補償費 14,191 －

11　その他 75,028 300,115 2.1 97,290 307,372 2.2

営業利益 871,627 6.2 1,124,991 7.8
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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）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅳ　営業外収益

１　受取利息 ※４ 245 3,385

２　受取配当金 15 36,017

３　保険配当金 1,472 －

４　固定資産税還付金 2,141 －

５　物品売却益 －   6,009   

６　雑収入 14,159 18,034 0.1 12,997 58,409 0.4

Ⅴ　営業外費用

１　支払利息  ※４ 4,251 1,013

２　製品廃棄損 1,758 －

３　機械解体撤去費用 6,782 －

４　雑損失 5,990 18,781 0.1 1,275 2,289 0.0

経常利益 870,880 6.2 1,181,112 8.2

Ⅵ　特別利益

　　投資有価証券売却益  ※４ 45,875 45,875 0.3 － － －

Ⅶ　特別損失

　　固定資産除却損  ※３ 19,848 19,848 0.1 13,438 13,438 0.1

税引前当期純利益 896,906 6.4 1,167,673 8.1

法人税、住民税及び事業
税

352,434 448,891

法人税等調整額 5,834 358,269 2.6 13,646 462,538 3.2

当期純利益 538,637 3.8 705,135 4.9
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製造原価明細書

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）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

Ⅰ　材料費 9,883,107 76.6 9,828,939 75.9

Ⅱ　労務費 ※１ 1,437,217 11.2 1,450,283 11.2

Ⅲ　経費 ※２ 1,575,277 12.2 1,664,304 12.9

当期総製造費用 12,895,602 100.0 12,943,527 100.0

期首仕掛品棚卸高 10,982 11,437

合計 12,906,584 12,954,965

期末仕掛品棚卸高 11,437 7,805

他勘定払出高 ※３ 16,335 39,344

当期製品製造原価 12,878,811 12,907,814

      

　（注）　※１　引当金繰入額が次のとおり含まれております。

項目
前事業年度
（千円）

当事業年度
（千円）

退職給付費用 46,446 58,115

※２　主なものは次のとおりであります。

項目
前事業年度
（千円）

当事業年度
（千円）

減価償却費 652,498 681,676

動力費 474,916 537,463

※３　主なものは次のとおりであります。

項目
前事業年度
（千円）

当事業年度
（千円）

売上原価（他勘定振替高） 16,335 39,344

（原価計算の方法）

前事業年度 当事業年度

　当社の原価計算は、実際原価による品目別単純総合原価

計算によっております。
同左
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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
資本剰余金
合計

利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金
合計

別途積立金
繰越利益剰
余金

平成18年３月31日　残高
（千円）

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

事業年度中の変動額

　別途積立金の積立（注） 520,000 △520,000 － －

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

役員賞与（注）      △4,480 △4,480  △4,480

当期純利益      538,637 538,637  538,637

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）

         

事業年度中の変動額合計
（千円）

― ― ― ― 520,000 △43,964 476,035 ― 476,035

平成19年３月31日　残高
（千円）

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

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評
価差額金

評価・換算差額等
合計

平成18年３月31日　残高
（千円）

834 834 4,802,900

事業年度中の変動額

　別途積立金の積立（注） －

剰余金の配当（注）   △58,122

役員賞与（注）   △4,480

当期純利益   538,637

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）

△209 △209 △209

事業年度中の変動額合計
（千円）

△209 △209 475,825

平成19年３月31日　残高
（千円）

624 624 5,278,725

 （注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。
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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
資本剰余金
合計

利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金
合計

別途積立金
繰越利益剰
余金

平成19年３月31日　残高
（千円）

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

事業年度中の変動額

　別途積立金の積立 480,000 △480,000 － －

剰余金の配当      △58,122 △58,122  △58,122

当期純利益      705,135 705,135  705,135

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）

－ － － － 480,000 167,013 647,013 － 647,013

平成20年３月31日　残高
（千円）

222,700 213,620 213,620 37,500 4,590,000 862,016 5,489,516 △722 5,925,114

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評
価差額金

評価・換算差額等
合計

平成19年３月31日　残高
（千円）

624 624 5,278,725

事業年度中の変動額

　別途積立金の積立 －

剰余金の配当   △58,122

当期純利益   705,135

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）

△134 △134 △134

事業年度中の変動額合計
（千円）

△134 △134 646,879

平成20年３月31日　残高
（千円）

490 490 5,925,604
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(4）キャッシュ・フロー計算書

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）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッ
シュ・フロー

税引前当期純利益 896,906 1,167,673

減価償却費 674,482 695,503

受取利息及び受取配当金 △261 △39,402

支払利息 4,251 1,013

投資有価証券売却益 △45,875 －

固定資産除売却損 19,848 13,438

売上債権の増加額 △50,147 △53,405

たな卸資産の増加額 △41,245 △30,164

仕入債務の増加額 10,902 14,797

役員賞与引当金の増加額 6,590 5,380

退職給付引当金の減少額 △18,306 △43,972

役員退職慰労引当金の増
加額（△減少額）

△958 4,142

未払消費税等の増加額
（△減少額）

△46,492 150,797

その他の流動資産の減少
額（△増加額）

△101,728 100,884

その他の流動負債の増加
額

15,109 23,397

役員賞与の支払額 △4,480 －

小計 1,318,596 2,010,084

利息及び配当金の受取額 261 39,402

利息の支払額 △4,251 △1,013

法人税等の支払額 △413,633 △348,128

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 900,972 1,700,344

フクシマフーズ㈱（２９２１）平成 20 年３月期決算短信（非連結）

－ 15 －



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）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッ
シュ・フロー

有形固定資産の取得によ
る支出

△2,009,289 △138,492

有形固定資産の売却によ
る収入

815 8,123

投資有価証券の売却によ
る収入

83,375 ―

関係会社短期貸付金の純
増減額

529,409 △881,964

その他 1,639 2,372

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

△1,394,049 △1,009,961

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

関係会社短期借入金の純
増減額

531,180 △531,180

配当金の支払額 △58,023 △57,981

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

473,156 △589,161

Ⅳ　現金及び現金同等物の増加
額

△19,920 101,221

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首
残高

22,033 2,113

Ⅵ　現金及び現金同等物の期末
残高

※ 2,113 103,334
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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

その他有価証券

時価のあるもの

　　 決算日の市場価格等に基づく時価法

　　 （評価差額は全部純資産直入法によ

　　　り処理し売却原価は移動平均法によ

　　　り算定しております。）

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

時価のないもの

同左

２　棚卸資産の評価基準及び

評価方法

　　月次移動平均法による原価法によっ

　ております。

同左

３　固定資産の減価償却の方

法

有形固定資産　　

  　定率法によっております。ただし、

　平成10年４月１日以降に取得した建物

　（建物附属設備を除く）については、

　定額法によっております。

  　なお、主な耐用年数は以下のとおり

　であります。

  建物　　　　15～31年

  機械装置　　９～16年

有形固定資産

  　定率法によっております。ただし、

　平成10年４月１日以降に取得した建物

　（建物附属設備を除く）については、

　定額法によっております。

  　なお、主な耐用年数は以下のとおり

　であります。

  建物　　　　15～31年

  機械装置　　９～16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。

　この変更に伴う影響額は軽微であり

ます。

（追加情報）

　法人税法の改正に伴い、平成19年３

月31日以前に取得した資産については、

改正前の法人税法に基づく減価償却の

方法の適用により取得価額の５％に到

達した事業年度の翌事業年度より、取

得価額の５％相当額と備忘価額との差

額を５年間にわたり均等償却し、減価

償却費に含めて計上しております。

　この変更に伴う影響額は軽微であり

ます。 

無形固定資産　　

  　定額法によっております。ただし、

　ソフトウェア（自社利用分）について

　は、社内における利用可能期間（５

　年）に基づく定額法によっておりま

　す。

無形固定資産　　

同左

フクシマフーズ㈱（２９２１）平成 20 年３月期決算短信（非連結）

－ 17 －



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 役員賞与引当金　

  　役員賞与の支出に備えて、当事業年

　度における支給見込額に基づき計上し

　ております。

（会計方針の変更）

　　当事業年度より、「役員賞与に関

　する会計基準」（企業会計基準第４号

　平成17年11月29日）を適用しており

　ます。

　　これにより従来の方法と比較して

　営業利益、経常利益及び税引前当期

　純利益は、それぞれ6,590千円減少し

　ております。  

役員賞与引当金　

同左

 

 

　　　　　　――――――

退職給付引当金　　

  　従業員の退職給付に備えて、当事業

　年度末における退職給付債務及び年金

　資産の見込額に基づき計上しておりま

　す。過去勤務債務は、その発生時の従

　業員の平均残存勤務期間以内の一定の

　年数（10年）による定額法により費用

　処理しております。数理計算上の差異

　は発生時における従業員の平均残存勤

　務期間以内の一定の年数（10年）によ

　る定額法により按分した額をそれぞれ

　発生の翌事業年度から費用処理してお

　ります。

退職給付引当金

同左

役員退職慰労引当金　

  　役員の退職慰労金の支給に備えて、

　内規に基づく期末要支給額を計上して

　おります。

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　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か月以内に償還期

　限の到来する短期投資からなっており

　ます。

同左

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

　　消費税及び地方消費税の会計処理

　は、税抜方式によっております。

消費税等の会計処理

同左
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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。

　　これによる損益に与える影響はありません。

　　これまでの「資本の部」の合計に相当する金額は、 

  5,278,725千円であります。

　　なお、当事業年度における貸借対照表の純資産の部に

　ついては、財務諸表等規則の改正に伴い、改正後の財務

　諸表等規則により作成しております。　　　　　

――――――

表示方法の変更

前事業年度
（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）

　前事業年度まで区分掲記しておりました「補修費」（当

事業年度3,688千円）は販売費及び一般管理費の総額の100

分の５以下となったため、「その他」に含めて表示するこ

とといたしました。 

 （損益計算書）

　前事業年度まで区分掲記しておりました「委託報酬費」

（当事業年度14,483千円）ならびに、「製品補償費」（当

事業年度11,510千円）は販売費及び一般管理費の総額の100

分の５以下となったため、「その他」に含めて表示するこ

とといたしました。 

　前事業年度まで区分掲記しておりました営業外収益の

「保険配当金」（当事業年度1,073千円）は営業外収益の

100分の10以下となったため、雑収入に含めて表示するこ

とといたしました。

 （キャッシュ・フロー計算書）

 「貸付による支出」「貸付金の回収による収入」は期間

が短く、かつ、回転が速い項目に係るキャッシュ・フロー

であるため、「ＣＭＳ預け金の純増減額」として純額で表

示することといたしました。

  なお、当事業年度の「貸付による支出」は△690,430千

円、「貸付金の回収による収入」は1,219,840千円であり

ます。

――――――

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　関係会社に対する資産及び負債には次のものがあり

ます。

※１　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。

売掛金 1,315,340千円

買掛金      897,278

売掛金    1,364,115千円

買掛金        904,535
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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　他勘定振替高の内容は次のとおりであります。 ※１　他勘定振替高の内容は次のとおりであります。

売上原価 売上原価

他勘定振替受

製造経費（減価償却費他） 16,335千円

他勘定振替払

販売費及び一般管理費

（交際費他）
1,420千円

営業外費用（製品廃棄損他）  9,446

計 10,866

差引　他勘定振替高 △5,468

他勘定振替受

製造経費（減価償却費他）    39,344千円

　

他勘定振替払

販売費及び一般管理費

（交際費他）
  2,917千円

営業外費用（製品廃棄損他） 4,279

計    7,196

差引　他勘定振替高 △32,147

※２　研究開発費39,392千円は全額一般管理費として計上

しております。なお、引当金繰入額及び減価償却費が

次のとおり含まれております。

※２　研究開発費33,482千円は全額一般管理費として計上

しております。なお、引当金繰入額及び減価償却費が

次のとおり含まれております。

退職給付費用      1,041千円

減価償却費      8,227

退職給付費用           374千円

減価償却費           1,359

※３　固定資産除却損の内容は次のとおりであります。 ※３　固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

有形固定資産

建物     3,540千円

構築物          1,355

機械及び装置        14,816

車両及び運搬具  65

工具器具備品  71

計       19,848

有形固定資産

建物          979千円

機械及び装置          10,224

車両及び運搬具  97

工具器具備品  2,137

計 13,438

※４　関係会社との取引にかかわるものが次のとおり含ま

れております。

※４　関係会社との取引にかかわるものが次のとおり含ま

れております。

売上高    13,631,056千円

原材料仕入高

（当期製品製造原価）
9,577,577

受取利息 226

支払利息  4,251

投資有価証券売却益  45,875

売上高   13,797,598千円

原材料仕入高

（当期製品製造原価）
 9,416,501

受取利息    3,381

支払利息       1,013
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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）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

前事業年度末株式数
（千株）

当事業年度増加株式
数（千株）

当事業年度減少株式
数（千株）

当事業年度末株式数
（千株）

発行済株式

普通株式 3,230 ― ― 3,230

合計 3,230 ― ― 3,230

自己株式

普通株式 1 ― ― 1

合計 1 ― ― 1

２．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27日

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

(2）基準日が当事業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
（千円）

配当の原資
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成19年６月26日

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

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

前事業年度末株式数
（千株）

当事業年度増加株式
数（千株）

当事業年度減少株式
数（千株）

当事業年度末株式数
（千株）

発行済株式

普通株式 3,230 ― ― 3,230

合計 3,230 ― ― 3,230

自己株式

普通株式 1 ― ― 1

合計 1 ― ― 1

２．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26日

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

(2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

　　次のとおり、決議を予定しております。

（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24日

定時株主総会
普通株式 80,725 利益剰余金 25.0 平成20年３月31日 平成20年６月25日
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（キャッシュ・フロー計算書関係）

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）

　※　現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係

　※　現金及び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） （平成20年３月31日現在）

現金及び預金勘定        2,113千円

現金及び現金同等物 2,113

現金及び預金勘定       103,334千円

現金及び現金同等物 103,334

（リース取引関係）

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）

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以

外のファイナンス・リース取引

 ――――――

①　支払リース料及び減価償却費相当額  

支払リース料  379千円

減価償却費相当額 379

  

  

②　減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額

法によっております。
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（有価証券関係）

前事業年度（平成19年３月31日現在）

有価証券

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 株式 352 1,389 1,037

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

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

①　50％以上下落した場合のものについては、すべて減損処理を行います。

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

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

回復の可能性のないものについて減損処理を行います。

２　時価評価されていないその他有価証券

貸借対照表計上額（千円）

非上場株式 1,501

３　当事業年度中に売却したその他有価証券

売却額（千円） 売却益の合計額（千円）

83,375 45,875

当事業年度（平成20年３月31日現在）

有価証券

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 株式 352 1,166 814

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

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

①　50％以上下落した場合のものについては、すべて減損処理を行います。

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

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

回復の可能性のないものについて減損処理を行います。

２　時価評価されていないその他有価証券

貸借対照表計上額（千円）

非上場株式 1,500
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（デリバティブ取引関係）

前事業年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

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

当事業年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

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

（退職給付関係）

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　採用している退職給付制度の概要

　当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金

制度及び退職一時金制度を設けております。

１　採用している退職給付制度の概要

同左

２　退職給付債務に関する事項(平成19年３月31日） ２　退職給付債務に関する事項(平成20年３月31日）

（千円）

イ　退職給付債務 △750,685

ロ　年金資産 75,384

ハ　未積立退職給付債務(イ＋ロ) △675,300

ニ　未認識数理計算上の差異 170,558

ホ　未認識過去勤務債務(債務の減額) △68,517

ヘ　貸借対照表計上額純額

(ハ＋ニ＋ホ)
△573,259

ト　退職給付引当金 △573,259

（千円）

イ　退職給付債務 △725,805

ロ　年金資産 97,000

ハ　未積立退職給付債務(イ＋ロ) △628,805

ニ　未認識数理計算上の差異 158,247

ホ　未認識過去勤務債務(債務の減額) △58,729

ヘ　貸借対照表計上額純額

(ハ＋ニ＋ホ)
△529,286

ト　退職給付引当金 △529,286

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）

３　退職給付費用に関する事項

（自平成19年４月１日　至平成20年３月31日）

（千円）

イ　勤務費用(注) 47,299

ロ　利息費用 4,962

ハ　期待運用収益 －

ニ　数理計算上の差異の費用処理額 13,925

ホ　過去勤務債務の費用処理額 △9,788

ヘ　退職給付費用

(イ＋ロ＋ハ＋ニ＋ホ)
56,399

（千円）

イ　勤務費用(注) 51,043

ロ　利息費用 5,862

ハ　期待運用収益 －

ニ　数理計算上の差異の費用処理額 22,012

ホ　過去勤務債務の費用処理額 △9,788

ヘ　退職給付費用

(イ＋ロ＋ハ＋ニ＋ホ)
69,130

（注）確定給付企業年金に対する従業員拠出額を控除して

おります。なお、退職一時金は、簡便法を採用して

おり勤務費用に含んで計上しております。

（注）　　　　　　　　　同左

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

  0％

ニ　過去勤務債務の額の処理年数

　10年

ホ　数理計算上の差異の処理年数

　10年

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

  0％

ニ　過去勤務債務の額の処理年数

　10年

ホ　数理計算上の差異の処理年数

　10年
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（ストック・オプション等関係）

前事業年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

　該当事項はありません。

当事業年度（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。

（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

繰延税金資産

流動資産

未払賞与  26,364千円

未払事業税 14,100

その他 5,234

固定資産

退職給付引当金 227,968

役員退職慰労引当金 1,032

その他 11,205

　繰延税金資産小計 285,905

 　　評価性引当額 △1,032

繰延税金資産合計 284,872

繰延税金負債

固定負債

その他有価証券評価差額金 412

繰延税金負債合計 412

繰延税金資産の純額 284,460

繰延税金資産

流動資産

未払賞与    26,184千円

未払事業税 20,741

その他 9,893

固定資産

退職給付引当金 210,481

役員退職慰労引当金 2,680

その他 3,925

　繰延税金資産小計 273,906

 　　評価性引当額 △2,680

繰延税金資産合計 271,226

繰延税金負債

固定負債

その他有価証券評価差額金 323

繰延税金負債合計 323

繰延税金資産の純額 270,902

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

との間の差異が法定実効税率の100分の５以下であるた

め、財務諸表等規則第８条の12第３項の規定に基づき注

記を省略しております。

２　　　　　　　　　　　同左

（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）

前事業年度（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 会社名 住所
資本金

（百万円）
事業の
内容

議決権等
の所有

(被所有)割合
（％）

関係内容

取引内容
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 東洋水産

㈱

東京都

港区

18,969 食品の

製造販売

(被所有)

直接 51.83

兼任1名 委託によ

る即席

麺・米飯

の製造及

び販売

原材料の

仕入

営

業

取

引

製品の販売 13,631,056 売掛金 1,315,340

原材料の仕

入
9,577,577 買掛金 897,278

その他

9,454
未収

入金
885

162,266
未払

費用
11,360

営

業

取

引

以

外

の

取

引

資金の寄託

に係る受取

利息

226
ＣＭＳ 

預け金 
―

資金の回収 529,409
 

 
 

資金の借入

に係る支払

利息

4,251

関係会

社短期

借入金

531,180

資金の借入 531,180   

投資有価証

券の売却    

売却価額 83,375 ― ―

投資有価証

券売却益
45,875   

　（注）　上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示しております。

取引条件及び取引条件の決定方針等

①　製品の販売について

　当社は東洋水産㈱からの委託によりマルちゃんブランド製品（即席麺・米飯）を製造し、納品販売しております。

販売価格などの取引条件については、毎年協議の上、年間受注数量等を勘案して決定しております。

②　原材料の仕入について

　製品の標準化及び原価の低減を図るため、一部の原材料については東洋水産㈱を通じて購入しておりますが、仕

入価格などの取引条件については、市場価格等を勘案し、協議の上、決定しております。

③　その他営業取引について

　これらの取引は経費負担額等の授受であり、項目が多岐にわたるため取引条件等の記載は省略しております。

④　ＣＭＳ預け金の利率について

　貸付利率については、市中金利等を勘案し、東洋水産㈱の規定により協議の上、決定しております。

⑤　関係会社短期借入金の利率について

　借入利率については、市中金利等を勘案し、東洋水産㈱の規定により協議の上、決定しております。

⑥　投資有価証券の売却について

　投資有価証券の売却については、当該会社の最近時点での純資産額に基づき、合意の上で決定しております。 
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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）

(1）親会社及び法人主要株主等

属性 会社名 住所
資本金

（百万円）
事業の
内容

議決権等
の所有

(被所有)割合
（％）

関係内容

取引内容
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 東洋水産

㈱

東京都

港区

18,969 食品の

製造販売

(被所有)

直接 51.81

兼任1名 委託によ

る即席

麺・米飯

の製造及

び販売

原材料の

仕入

営

業

取

引

製品の販売 13,797,598 売掛金 1,364,115

原材料の仕

入
9,416,501 買掛金 904,535

その他

11,103
未収

入金
864

170,017
未払

費用
11,983

営

業

取

引

以

外

の

取

引

資金の寄託

に係る受取

利息

3,381

関係会

社短期

貸付金

881,964

資金の預け

入れ
881,964   

資金の借入

に係る支払

利息

1,013 関係会

社短期

借入金

－

借入資金の

返済
531,180

　（注）　上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示しております。

取引条件及び取引条件の決定方針等

①　製品の販売について

　当社は東洋水産㈱からの委託によりマルちゃんブランド製品（即席麺・米飯）を製造し、納品販売しております。

販売価格などの取引条件については、毎年協議の上、年間受注数量等を勘案して決定しております。

②　原材料の仕入について

　製品の標準化及び原価の低減を図るため、一部の原材料については東洋水産㈱を通じて購入しておりますが、仕

入価格などの取引条件については、市場価格等を勘案し、協議の上、決定しております。

③　その他営業取引について

　これらの取引は経費負担額等の授受であり、項目が多岐にわたるため取引条件等の記載は省略しております。

④　関係会社短期貸付金の利率について

　貸付利率については、市中金利等を勘案し、東洋水産㈱の規定により協議の上、決定しております。

⑤　関係会社短期借入金の利率について

　借入利率については、市中金利等を勘案し、東洋水産㈱の規定により協議の上、決定しております。
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（企業結合等関係）

 　 該当事項はありません。

（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                         1,634.79円                      1,835.12円

１株当たり当期純利益金額             166.81円                   218.38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。

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）

当期純利益（千円） 538,637 705,135

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（千円） 538,637 705,135

普通株式の期中平均株式数（株） 3,229,000 3,229,000

（重要な後発事象）

 　 該当事項はありません。
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５．その他
(1）役員の異動

  役員の異動につきましては、本日（平成20年５月15日）発表の「代表者の異動に関するお知らせ」に記載しており

ます。 　 

(2）生産、受注及び販売の状況

①生産実績

　当事業年度における生産実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。

事業部門 生産高（千円） 前年同期増減率（％）

 即席麺 7,784,695 △3.5

 米飯 6,006,956 11.8

 その他 609,680 △5.7

合計 14,401,332 2.2

　（注）１．金額は販売価格によっております。

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

②受注状況

　当事業年度における受注実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。

事業部門別

 受注高  受注残高

金額（千円）
前年同期増減率

（％）
金額（千円）

前年同期増減率
（％）

 即席麺 7,776,756 △3.0 141,057 △4.7

 米飯 5,970,334 11.9 122,987 3.7

 その他 604,226 △7.2 34,295 20.4

合計 14,351,317 2.5 298,340 1.1

　（注）　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

③販売実績

　当事業年度における販売実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。

事業部門別 販売高（千円） 前年同期増減率（％）

 即席麺 7,783,664 △3.4

 米飯 5,965,997 12.1

 その他 598,417 △9.0

合計 14,348,079 2.2

　（注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　　　　２．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
前事業年度 当事業年度

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％）

東洋水産株式会社 13,631,056 97.1 13,797,598 96.2

　　（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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