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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 8,520 △14.8 △194 － △226 － △270 －

19年３月期 10,003 21.8 △285 － △301 － △389 －

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 △8,072 83 － － △84.5 △6.6 △2.3

19年３月期 △11,641 33 － － △56.6 △7.0 △2.9

（参考）持分法投資損益 20年３月期 △6百万円 19年３月期 △17百万円

(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 3,412 315 4.3 9,437 68

19年３月期 4,771 685 10.3 20,470 53

（参考）自己資本 20年３月期 146百万円 19年３月期 492百万円

(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 540 △28 △729 157

19年３月期 △1,223 △119 1,260 377

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） 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 － － － － － － － － 0 00 － － －

20年３月期 － － － － － － － － 0 00 － － －

21年３月期（予想） － － － － － － 未定 00 未定 00 － － －

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 3,774 △11.9 45 － 8 － 2 － 59 74

通期 7,520 △11.7 99 － 24 － 13 － 388 36
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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　無

②　①以外の変更　　　　　　　　無

（注）詳細は、23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 33,474株 19年３月期 33,474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（連結）の算定の基礎となる株式数については、38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 7,437 △18.0 △207 － △242 － △288 －

19年３月期 9,070 7.6 △325 － △353 － △422 －

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 △8,603 89 － －

19年３月期 △12,615 67 － －

(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 2,699 56 2.1 1,677 56

19年３月期 3,484 344 9.9 10,281 46

（参考）自己資本 20年３月期  百万円 19年３月期 344百万円

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 3,299 △10.9 6 － 0 － 0 － － －

通期 6,598 △11.2 22 － 9 － 5 － 149 36

※　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いており、実際の業績等はさまざまな要因により大きく異なる可能性があります。
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１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

　当連結会計年度におけるわが国経済は、企業収益の改善と設備投資の増加を背景に景気は緩やかな回復基調で推移

いたしました。しかしながら、米国のサブプライムローン問題に端を発した世界的な金融市場の混乱や、原油・穀物

価格の高騰による物価上昇が個人消費に悪影響を及ぼすなど、次第に景気回復は足踏み状態になってまいりました。

　食品業界におきましては、原材料高・原油高、更には中国産食品の風評の影響を受け、引き続き厳しい経営環境に

あり、また食品に対する安全性についての社会的責任が強く求められております。

　このような状況のもと、当社グループでは、中期経営計画基本方針にある「モノづくり」の原点に立ち戻り、品質

管理を徹底し、改廃による不採算商品のカット、及び重点商品拡販による粗利の確保に努めました。また有利子負債

を圧縮すべく在庫削減を進めてまいりました。

　売上高においては、主力である業務用商品が売上を牽引しましたが、市販用商品販売は平成19年7月の段ボール肉マ

ン事件、ならびに平成20年1月の中国産冷凍餃子農薬混入事件発生による風評被害の影響を受け大きく減少したこと、

また、水産品の輸出が需給状況の影響を受け前年比減少したことにより、全体の売上は減少しました。

　また、食品小売業サポート事業Ichiba!!においても中国産冷凍食品に対する風評被害の影響から免れず、1店舗あた

りの売上が前年同期比減少したこと、当連結期間中の新規出店は3店舗であった一方閉店が2店舗と出店の伸び悩みと

なりました。

　一方、収益面では世界的な食料品価格上昇による原材料高が続いている環境下で仕入原価は上昇しているものの、

水産加工品等不採算商品のカットおよび仕入原価上昇分の販売価格転嫁を推し進めた結果、売上総利益率は前年比

0.7％改善することができました。

　この結果、当連結会計期間中の売上高は85億20百万円（前年同期比14.8％減少）となりましたが、営業損失は1億94

百万円、経常損失は2億26百万円、当期純損失は2億70百万円となりました。

　事業のセグメント別の業績は下記のとおりであります。

（冷凍冷蔵食品製造販売業）

　主力である業務用商品が売上は堅調でしたが、市販用商品販売は平成19年7月の段ボール肉マン事件の風評被害が薄

れかけたところに、平成20年1月の中国産冷凍餃子農薬混入事件が発生し風評被害の影響を再度受けたこと、また、水

産品の輸出が需給状況の影響を受け前年比減少したことにより、全体の売上は減少しました。この結果、売上高は71

億95百万円（前期比14.4％減少）、営業損失は1億33百万円となりました。

（食品小売業サポート事業）

　業務用スーパー業界全体として中国食品の風評被害が発生していることを踏まえ、出店審査を慎重に進めた結果、

当連結会計期間中の新規出店数が今期累計３店舗となり、一方で閉店は２店舗行いました。また商品改廃、販売価格

見直しにより既存店の売上高と粗利率は改善しつつあり、合わせて経費削減を進めることで業績向上に努めました。

　この結果、売上高は13億24百万円（前年同期比16.6％減少）、営業損失は61百万円となりました。

②次期の見通し

　わが国経済は、米国の景気減速の影響、原油価格などの国際商品相場の動向などにより、景気は後退局面に入る可

能性もあると懸念されており、個人消費の力不足も見込まれます。

　食品業界においては、引続き原材料高・原油高の影響、また食品の安全性確保のためのコストは増加しており、収

益面では厳しい環境下にあります。

　当社グループでは、まず冷凍冷蔵食品製造販売業において上記状況を克服するため、「モノづくり」の原点に立帰

り、徹底した品質管理の下で商品開発力を高め、粗利の十分確保できる商品の重点的な生産・販売に注力する方針で

あります。

　一方、食品小売業サポート事業に関しては、業務管理を徹底し、今までの低価格販売から利益重視策へ方針転換し

利益率の改善を進めております。出店に当たっては与信管理・出店審査を強化していく所存です。

　上記施策により、当社グループの平成21年３月期の売上高は75億20百万円、経常利益は24百万円、当期純利益は13

百万円の見通しであります。

(2）財政状態に関する分析

 ①財政状態の分析

（流動資産）

　当連結会計年度末における流動資産の残高は26億30百万円となり、前連結会計年度末と比較して12億37百万円減少

いたしました。主な減少要因は、売掛債権及びたな卸資産の減少によるものであります。

（固定資産）

　当連結会計年度末における固定資産の残高は7億81百万円となり、前連結会計年度末と比較して1億22百万円減少
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いたしました。主な減少要因は、有形固定資産の減価償却及び関係会社出資金に対する持分法投資損失の計上及び食

品小売サポート事業の固定資産に対する減損会計の適用によるものであります。

（流動負債）

　当連結会計年度末における流動負債の残高は27億73百万円となり、前連結会計年度末と比較して8億17百万円減少い

たしました。主な減少要因は、借入債務の減少によるものであります。

（固定負債）

　当連結会計年度末における固定負債の残高は3億22百万円となり、前連結会計年度末と比較して1億72百万円減少い

たしました。主な減少要因は、社債の償還及び借入金の返済によるものであります。

（純資産）

　当連結会計年度末における純資産の残高は3億15百万円となり、前連結会計年度末と比較して3億69百万円減少いた

しました。主な要因は、当期純損失2億70百万円の計上、為替変動の影響による評価・換算差額等が73百万円減少、少

数株主持分の23百万円減少によるものであります。

 ②キャッシュ・フローの分析 

　当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは5億40百万円の収入、投資活動によるキャッシュ・フ

ローは28百万円の支出、財務活動によるキャッシュ・フローは7億29百万円の支出となりました。この結果、当連結会

計年度末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度と比較して2億19百万円減少し1億57百万円となりま

した。

　当連結会計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、以下のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動によるキャッシュ・フローは、５億40百万円の収入となりました（前連結会計年度は12億23百万の支出）。

これは主に、税金等調整前当期純損失が２億69百万円、売上債権の減少額が５億81百万円、たな卸資産の減少額が

２億95百万円、法人税等の還付による収入が95百万円となったこと等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）

　投資活動によるキャッシュ・フローは、28百万円の支出となりました（前連結会計年度は１億19百万円の支出）。

これは主に、有形固定資産の取得による支出が8百万円、無形固定資産の取得による支出が2百万円となったこと等

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）

　財務活動によるキャッシュ・フローは、７億29百万円の支出となりました（前連結会計年度は12億60百万円の収

入）。これは主に、短期借入金の減少額が３億2百万円、長期借入金の返済が３億86百万円、社債の償還による支出

40百万円によるものであります。

　なお、当社のキャッシュ・フロー指標のトレンドは、次のとおりであります。

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（％） 23.4 10.3 4.3

時価ベースの自己資本比率（％） 129.4 27.7 11.8

債務償還年数（年） － － 3.8

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） － － 9.1

　自己資本比率：自己資本／総資産

　時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

　債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー

　インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い

※１．いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。

※２．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。

※３．営業キャッシュ・フロー及び利払いは、連結キャッシュ・フロー計算書に計上されている「営業活動による

キャッシュ・フロー」及び「利息の支払額」を用いております。

※４．算出の結果、数値がマイナスとなる場合には「－」で表記しております。

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

 当連結会計期間におきましては、２億70百万円の当期純損失計上の状況を鑑み、まず内部留保確保が必要と判断し、

配当に関しては残念ながら見送りを決定致しました。平成21年３月期に関しましては、業績を見ながら配当の復活を

検討いたします。
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(4）事業等のリスク

 当社グループは、事業等のリスクに関し組織的に対処していくこととしておりますが、投資者の判断に重要な影響を

及ぼす可能性のある事項には、以下のようなものがあります。

なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末において当社グループが判断したものであります。

 

① 当社の事業内容について

　当社グループは、冷凍食品及び冷蔵食品等の製造及び販売を主要な事業としており、企画開発から製造、販売に至

るまでのグループ一貫体制を構築しております。また、当社の取扱商品につきましては、主に中国をはじめとする海

外からの輸入割合が高くなっており、在外連結子会社である青島冷豊食品有限公司を製造拠点として協力工場及び生

産業者等から仕入を行っております。

　主な販売先につきましては、食品商社及び卸売問屋、スーパー、コンビニエンスストア、外食産業等とフランチャ

イズの加盟店であります。また、自社ブランドによる市販商品を開発し「ミホウ」ブランドの知名度の向上及び浸透

を図るとともに、品質面及び価格面等においても競争力のある商品開発に努めております。

　当社グループの属する食品業界に限らず製造業を営む各企業は、中国及び東南アジア諸国等に海外生産拠点を設立

することで商品の製造コストを抑制し、価格競争力の維持並びに向上に努めております。当社グループにおきまして

も、価格競争力の向上による安定的な収益基盤をより強固なものとするために、商品の輸出入に係る通関業務等を外

部委託せずに行うことにより中間コストの削減に努めております。また、当社グループ内における迅速な情報の伝達

により機動力と柔軟性を備えた営業支援体制を構築し、商品の納期短縮をはじめとして取引先の様々な要望に対応で

きるよう、顧客本位の経営戦略を推進しております。

　しかしながら、上記のような経営努力を実行しているにもかかわらず、当社グループの顧客対応について不備もし

くは不足があった場合には、取引先及び消費者の皆様からのクレームを受けることとなり、当社グループの業績に影

響を与える可能性があります。

② 食品安全性について

　当社グループの属する食品業界におきましては、消費者の皆様の食品安全性に対する関心が高くなっており、食品

添加物及び残留農薬問題等に対処するための品質管理体制の強化が求められております。

　当社グループは、冷凍食品等の製造拠点である子会社（青島冷豊食品有限公司）について、平成13年７月に社団法

人日本冷凍食品協会による確認工場の認定（認定第2299号）を受けました。また、平成14年３月にはＩＳＯ9001：2000

を取得し、平成15年３月にはＨＡＣＣＰ（注１）の承認を受け、各工程でのＧＭＰ（注２）及びＳＳＯＰ（注３）の

実行状況の確認を行っております。このように、消費者の皆様に安心してご利用いただける商品を提供するために万

全な品質管理体制の構築に努めており、今後もなお一層の品質管理体制の充実を重要な経営課題として認識しており

ます。

　しかしながら、当社グループの想定を超える事象によって製品事故が発生した場合には、その商品について自主回

収等の対応を取ることとなり、商品の回収及び廃棄等をはじめとする対応コストの発生要因となるため、当社グルー

プの業績について影響を与える可能性があります。

注１．ＨＡＣＣＰとは「Hazard Analysis Critical Control Point」の略称であり、消費者に安全な食品を提供する

ために最も効果的な製造管理手法の一つとされているものであります。現在、この制度の普及率が最も高いのは米国

ですが、ＥＵ、カナダ、オーストラリア、東南アジア諸国等の世界各国においても有効な食品衛生管理手法として評

価され、導入されているものであります。

注２．ＧＭＰとは「Good Manufacturing Practice」の略称であり、製造管理及び品質管理に関する基準であります。

注３．ＳＳＯＰとは「Sanitation Standard Operation Procedure」の略称であり、上記ＧＭＰの要件を満たすための

衛生標準作業手順であります。

 

③ 法的規制について

　当社の事業におきましては、「食品衛生法」、「植物防疫法」、「家畜伝染病予防法」、「農林物資の規格化及び

品質表示の適正化に関する法律（ＪＡＳ法）」等の法的規制を受けており、消費者に対する食品の安全性及び信頼性

の確保が図られております。また、食品の包装材につきましては、「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等

に関する法律（容器リサイクル法）」の規制があり、環境問題に配慮した分別廃棄の方法の明瞭な表示を求められて

おります。

　また、当社の事業内容として、主に中国の連結子会社、協力工場及び生産業者等によって生産、製造された商品の

輸入を行っていることから「関税法」の規制を受け、商品等輸出入貨物の通関手続きにあたっては、同法に従って税

関から許可を受ける必要があり、また、品目毎に定められた税率に基づいて関税を申告納付する義務が発生すること

となります。
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　当社グループは、上記関連法規に限らず全ての法令を遵守し、健全で透明性の高い事業展開を推進しておりますが、

法令の改正等による規制の強化が実施される場合には、その対応コスト等の増加要因となり、当社の業績に影響を与

える可能性があります。

 

④ 原材料及び商品仕入について

　当社グループは、冷凍食品及び冷蔵食品等の製造及び販売を主要な事業としておりますが、その原材料等につきま

しては主に中国をはじめとする海外での調達もしくは仕入割合が高くなっているため、子会社（青島冷豊食品有限公

司）及び協力工場を通じて現地の生産業者等と契約を締結し、生産計画に対する必要数量を確保するとともに仕入価

格の安定化に努めております。

　しかしながら、原材料の調達が困難となったり、また中国における人件費の上昇や天候不順・自然災害等の事情が

発生することにより取引価格の高騰もしくは必要数量の確保が困難となった場合には、当社グループの業績に影響を

与える可能性があります。

 

⑤ 原油高について

　当連結会計期間には原油価格が高騰しましたが、当社グループは、売上原価の仕入部分や販売管理費の倉庫配送費

用の中に原油価格が影響する部分があります。原油価格が高騰した場合配送業者から配送費用の更なる引上げを求め

られる可能性があり、その場合、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。

 

⑥ 為替変動について

　当社および国内連結子会社は、商品仕入について主に中国にある子会社及び協力工場等からの仕入割合が高くなっ

ており、この仕入代金決済についてはその大部分を米ドル建で行っております。このため人民元高や円安傾向が継続

した場合には商品仕入コストの上昇要因となるため、当社の業績に影響を与える可能性があります。

　また、当社および国内連結子会社では、為替変動リスクを回避し安定的な収益の確保を図るため、為替予約取引及

び通貨オプション取引の通貨関連デリバティブ取引を利用しておりますが、ヘッジ会計上のヘッジ対象外デリバティ

ブ取引に係る期末日現在の公正な評価額に基づく時価評価損益を、当期の損益として処理しております。過去平成16

年3月期には、当該デリバティブ取引の評価損の合計額が２億32百万円となり、当社グループの業績に多大な影響を与

えました。しかしながら、その後デリバティブ取引の厳格な運用を行ってきたことにより、契約残高の減少も進行し

ました。

　当社では、為替変動リスクの回避を重要な経営課題として認識し、「デリバティブ取引に関するリスク管理方針」

を改訂し厳格に運用するとともに、ヘッジ手段の有効性の判定及びヘッジ効果についての分析を行うこととしており

ます。

⑦ 食品小売業サポート事業について

　平成17年度から食品小売業サポート事業（フランチャイズ事業）を展開しております。当該事業は、加盟店の店舗

運営情報やＰＯＳ情報を当社の本部システムで一括管理することによって加盟店の運営形態から仕入に至るまでを全

般的にサポートするものであり、消費者の皆様にとってより身近な存在となるよう努めてまいります。

　しかしながら、加盟店の新規出店状況及び販売状況が当社の計画見込みを下回るような事態になった場合には、当

社グループの業績に影響を与える可能性があります。

 

⑧ 代表者への依存について

　当社代表取締役  高島 順 は、当社の事業を運営するに当たって、その経営方針や事業戦略の決定をはじめ事業推

進に至るまでの重要な役割を果たしております。このため当社では過度に同氏に依存しないよう、各事業分野におい

て人材育成を強化していくとともに経営組織の整備並びに改善を推進し、経営リスクの低減を図ることに努めており

ます。

　しかしながら、未だ同氏に対する依存度は高いため、同氏が何らかの事由で当社の業務を遂行できなくなった場合、

もしくは当社を退職するような事態となった場合には、当社グループの事業展開及び業績に影響を与える可能性があ

ります。

 

⑨ 小規模組織であることについて

　当社は、平成20年３月末現在、取締役６名、監査役２名、従業員42名と規模が小さく、したがって内部管理体制も

規模に応じたものとなっております。今後につきましては、事業規模の拡大に伴う人員の増強を行っていく計画であ

り、内部統制システムを整備していくなかで内部管理強化を図る予定であります。

　しかしながら、業績の拡大に見合う内部管理体制を充実させていくためには、人員の増強のみではなく、人材の育

成や社内組織の整備をはじめ、組織的な業務効率向上のための対策が必要であり、内部管理体制の強化が事業規模の
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拡大と比較して不十分な場合には、当社の事業展開及び業績に影響を与える可能性があります。

 

⑩ 人材の確保及び育成について

　当社は、即戦力となる食品業界経験者を中心とした人材採用を行っておりますが、平成19年３月期では11名、平成

20年３月期では９名の従業員が退職しております。この主な原因は、当社の社風や職場環境に馴染めなかった場合、

もしくは職務遂行能力の不足を感じて退職に至る割合が比較的高いものと考えております。当社では、役職員相互の

コミュニケーションを図るとともに研修制度の充実、並びに従業員の能力を最大限に発揮できる適材適所の人員配置

等の対策を実施していくことにより、従業員の定着率を向上させ、優秀な人材の確保及び育成に努めていく方針であ

ります。

　しかしながら、今後、当社の求める人材を十分に確保及び育成できない場合には、当社の事業展開に対して支障を

生じる恐れがあるため、当社の事業展開及び業績に影響を与える可能性があります。

 

⑪　成宇実業株式会社からの売買代金請求訴訟について

　平成15年10月６日付にて、成宇実業株式会社から大韓民国釜山地方法院に訴訟の提起を受けております。これは、

平成15年６月に成宇実業株式会社と当社との間で締結されたロシア産冷凍抱卵ニシンの売買契約書について「暫定価

格と検品終了後の算出価格との差額については検品後に決済する」とあり、その差額について未払残金があるとして

43万米ドルの代金支払いを求められているものであります。

　本件商品の買付に当たっては仲介人が介在しており、当社はまず仲介人の検品書に従って暫定価格として63万米ド

ルを支払うことを成宇実業株式会社及び仲介人と合意し、平成15年７月にロシアの業者に対して買付代金の支払を実

行いたしました。しかしながら、ロシアの業者が検品現場に現れなかったため実際に検品が行われなかったにもかか

わらず、根拠のない検品結果で計算された算出価格に基づいて暫定価格との差額を請求してきたため、当社としては

一方的な価格決定による支払請求に応じることは出来ないものであると主張しております。

　なお、上記商品の受渡場所が中国であったことから、当社は平成16年７月14日付にて中国山東省中級人民法院に成

宇実業株式会社を被告会社として起訴いたしました。これは、実際の検品が行われなかったため、当社が商品受渡地

の公的機関である青島市社会公用称重計量所に依頼して実際に検品、検量したところ、支払済みである暫定価格との

差異が発生したため、その差額である22万米ドルの返却請求を求めるものであります。さらに、平成16年11月５日付

にて大韓民国釜山地方法院に成宇実業株式会社に対して30万米ドルを請求する反訴をしております。

      上記の訴訟のうち、大韓民国釜山地方法院での成宇実業株式会社からの訴訟および当社の反訴については、平成17

年11月24日付にて双方とも棄却され、また中国山東省青島市中級人民法院での当社の起訴については平成17年12月13

日付にて棄却されました。

　これに対し、平成18年１月５日付にて大韓民国釜山高等法院に当社から控訴しており、同様に成宇実業株式会社か

らも同日付で控訴がなされたところ、平成18年10月11日付にて控訴棄却がなされましたが、この判決を不服とし平成

18年10月31日付にて韓国大法院に当社から上告をしております。当社といたしましては当社の主張の正当性が認めら

れるものとして争っていく方針でありますが、平成20年３月31日現在、結審には至っておりません。

 

⑫　QINGDAO KING TRADING CO.,LTDへの販売代金回収について

　平成18年９月９日付売買契約に基いて、当社は中国の山東省青島市の貿易会社QINGDAO KING TRADING CO.,LTDに総

額181万米ドル（平成19年3月期末レート換算で212,682千円、以下同じ）の鮭の販売を行いましたが、商品の青島港到

着が遅れ、同社の加工開始等が遅れたこと等を理由として同社の資金繰りに影響が生じ、当社宛の支払が繰延べされ

ております。

　当社とQINGDAO KING TRADING CO.,LTDとの間で取交わした未払金支払計画確認書では、平成19年５月下旬から７月

下旬までの間に５回に分割支払される予定でありました。

　第１回目の支払である５月20日期日の40万米ドルについて遅延しながらも６月25日までに入金となりました。残余

の141万米ドルについては、同社の加工・販売スケジュールが変更になったため、当社への支払スケジュールも変更と

なり、平成19年11月22日までに26万米ドルが回収となった一方、残り115万米ドルについては鮭の加工及び販売実績に

基づいて分割支払されることになりました。先ずは、平成20年５月下旬に40万米ドルの回収を見込んでおり、残額に

ついても、引続き早期に支払うよう交渉しておりますが、万が一、支払不能な状態が発生することに備え、保全措置

も講じており、現在の市況から、当該貨物を転売することで十分に債権は回収可能であると判断しております。

　しかしながら、同社からの支払が遅延し、商品を第三者に転売するに至った場合には、その時の商品市況によって

当初のQINGDAO KING TRADING CO.,LTDとの売買契約の販売価格を下回る可能性もあり、その場合には当社の業績に影

響を与える可能性があります。
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２．企業集団の状況
1．企業集団の状況

　当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、当社（ミホウジャパン株式会社）及び子会社３社並びに連結関連会社

１社で構成されており、冷凍食品及び冷蔵食品の企画開発から製造、販売に至るまでの一貫体制を構築しております。

　当社（ミホウジャパン株式会社）では、平成17年度からスタートしたフランチャイズの食品小売サポート事業

「Ichiba!!」が、当連結会計期間中に純増１店舗となり、平成20年３月末現在フランチャイズ11店舗、直営１店舗の計

12店舗体制になっております。

　当社グループでは、安価で高品質な商品を消費者の皆様に提供するため、中国山東省青島市にある連結子会社（青島

冷豊食品有限公司）を冷凍食品等の在外製造拠点とし、中国各地の協力工場及び生産業者等と緊密に連携して販売先の

要望に沿った対応が可能な業務体制を確立しております。輸出入・通関業務は連結子会社エムアイティージャパン株式

会社で集中管理しております。また、前連結会計期間中において100％子会社化しました菱三フーズ株式会社は、菱三商

事株式会社の食品事業が譲受けされた後に全株式を取得したものであり、食品加工技術に加え、菱三商事株式会社が保

有していた商品開発のノウハウと顧客基盤を引継いでおります。

　また、連結関連会社（青島食彩包装有限公司）は、食品包装材の製造を主要な業務としております。前連結会計期間

より連結財務諸表に及ぼす影響の重要度が増したため、持分法の適用対象としております。

当社グループの事業系統図は、次のとおりであります。 

 
一般消費者 

ＦＣ事業 Ich iba!! 

加盟店舗 

スーパーマーケット、コンビニエ

ンスストア等 
病院、産業給食、外食産業等 

生産農家等の 

原料調達先 
協力工場 

販売 販売 

販売 仕入 

当社 

（販売・品質管理・在庫管理） 

エムアイティージャパン株式会社※１ 

（輸出入管理） 

青島冷豊食品有限公司：※１ 

（冷凍食品等の製造・品質管理・保管） 

青島食彩包装有限公司：※２ 

（食品包装材の印刷・製造） 

仕入 

輸出 輸入 

販売 仕入 

日本 

中国他 

輸入 

輸出 

菱三フーズ株式会社※１ 

（加工） 

販売 仕入 

商社、卸売業者、問屋等 

販売 仕入 

仕入 仕入 

※１．連結子会社

※２．関連会社で持分法適用会社
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３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

 当社グループは、冷凍食品及び冷蔵食品の企画開発から製造、販売に至るまでのグループ一貫体制を構築しており、

また食品の安全性を確保する品質管理を徹底し、消費者の皆様から高い評価を得られるような「健康・安心・安全」

の提供に努めてまいります。

　一方、当社グループでは、当連結会計期間の営業損失計上を真摯に受け止め、粗利低下を回復すべく、メーカーと

して「モノづくり」の原点に立帰り、中国での商品開発を強化してまいります。

(2）目標とする経営指標

 当社では、前連結会計期間においては、人民元高、原料高等収益面で厳しい環境の影響により、目標とする経営指標

の設定が困難と判断し、設定を見送っておりました。現在当社では、商品開発力の強化や販売価格引上げ等収益体質

の改善を行っており、平成22年３月期には売上高営業利益率2.9%を示現するよう目指しております。

 また、当社は株主に対する利益還元を重要な経営課題として認識しており、長期的な業績拡大による収益の確保に努

めるとともに安定的な配当を実施していく方針であります。しかしながら、当連結会計期間につきましては、当期純

損失計上の状況を鑑み、まずは内部留保の確保が必要と認識し見送りとする方針であります。

　今後につきましては、業績の回復・収益の確保に努め、早急に配当を復活させる方針であります。

(3）中長期的な会社の経営戦略

 当社グループは、設立の経緯から中国との関係が深く、中国に子会社の生産工場のみならず多くの協力工場や生産協

力拠点を有しており、豊富な具材の調達や弾力的な商品開発を可能とする強みがあります。しかしながら、最近では

中国内生産における原材料高・人件費高等の厳しい外部環境に加え、中国食品の風評問題もあって「中国生産・日本

国内販売」のビジネスモデルでは、低価格重視路線から高品質・高付加価値商品重視へと変わりつつあります。

 こうした状況を背景に、当社では当連結会計期間中に３ヶ年の中期経営計画を発表致しました。この計画の骨子は下

記のとおりです。

①製販一貫体制は維持しつつも、川上（小売）から川上（生産）にウエイトを移し、メーカーとして「モノづくり」

の原点に回帰。当社の強みである中国での商品開発に注力、経営資源を優先投入する。併せ中国子会社の工場稼働率

を引上げる。

②従来、粗利が十分確保できている商品の重点拡販に加え、販売価格が高くても付加価値の高い商品のシェアを増や

すことで粗利を確保。

③食品小売業サポート事業（Ichiba!!事業）に関しては、従来事業とは分離して管理し、小型効率化店舗を中心に推

進する。

④在庫を削減することにより、平成22年３月期には連結有利子負債を平成19年３月末比５億円圧縮する。

⑤内部統制システム整備を機に、システムインフラを拡充しオペレーションの効率化を実施。

⑥人材育成を重要課題と位置付け、研修の拡充等により人員の更なるスキルアップを図る。

　以上基本方針の下、モノづくりの原点への回帰に関しては、商品の統廃合により、高付加価値商品も含めた商品開

発を目指しており、また、中国で生産した商品を日本国内向けだけでなく、香港を含む中国国内への販売や韓国、米

国等他の国々への輸出も進めており、採算の高い販売ルートとして取引量の拡大に努めてまいります。

(4）会社の対処すべき課題

 冷凍食品業界におきましては、平成20年１月の中国産冷凍食品農薬混入事件の発生以降、中国産食品に対する安全性

への管理徹底が求められており、消費者の食品の品質管理や健康に対する関心も高まっております。このため当社グ

ループでは、従来にも増して原料段階での管理の徹底やトレーサビリティの拡充等、品質管理の徹底を図ってまいり

ます。

 また、中国生産コストの上昇による粗利低下を回復させるべく、粗利を高く確保できる商品の重点生産と販売、高付

加価値商品の投入、仕入コストの商品販売価格への転嫁等を進めてまいります。更には中国で生産した商品の日本以

外の国々への輸出も進めてまいります。

(5）その他、会社の経営上重要な事項

 特に記載すべき事項はありません。
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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）
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 ※２  491,769   289,387  △202,382

２．受取手形及び売掛金 ※３  1,530,890   944,159  △586,731

３．たな卸資産   1,665,496   1,341,669  △323,827

４．未収入金   32,806   12,264  △20,542

５．未収法人税等   26,484   －  △26,484

６．未収還付消費税等   62,304   20,441  △41,863

７．その他   62,376   25,367  △37,009

貸倒引当金   △4,440   △2,819  1,621

流動資産合計   3,867,688 81.1  2,630,470 77.1 △1,237,218

Ⅱ　固定資産         

１．有形固定資産         

(1）建物及び構築物 ※２ 627,657   590,315    

減価償却累計額  170,582   187,296    

減損損失累計額  － 457,074  6,658 396,360  △60,714

(2）機械装置及び運搬具  442,647   425,458    

減価償却累計額  248,453 194,193  267,387 158,071  △36,122

(3）工具器具備品  59,562   56,967    

減価償却累計額  38,959   42,196    

減損損失累計額  － 20,603  3,616 11,153  △9,450

(4）土地 ※２  38,957   38,957  －

有形固定資産合計   710,828 14.9  604,542 17.7 △106,286

２．無形固定資産         

(1）のれん   18,115   17,046  △1,069

(2）借地権   79,563   71,134  △8,429

(3）ソフトウェア   4,469   4,243  △226

(4）その他   699   699  －

無形固定資産合計   102,847 2.1  93,124 2.7 △9,723
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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）
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）

３．投資その他の資産         

(1）投資有価証券   1,791   1,791  －

(2) 関係会社出資金   46,291   38,515  △7,776

(3）破産更生債権等   62,591   62,591  －

(4）その他   51,104   51,458  354

貸倒引当金   △71,332   △70,145  1,187

投資その他の資産合計   90,446 1.9  84,212 2.5 △6,234

固定資産合計   904,123 18.9  781,880 22.9 △122,243

資産合計   4,771,811 100.0  3,412,350 100.0 △1,359,461

         

（負債の部）         

Ⅰ　流動負債         

１．買掛金   895,913   604,649  △291,264

２．短期借入金 ※２  1,988,199   1,685,761  △302,438

３．１年内償還予定社債   40,000   40,000  －

４．１年内返済予定長期借
入金

※２  386,589   157,128  △229,461

５．未払金   178,991   107,217  △71,774

６．未払費用   58,277   68,068  9,791

７．未払法人税等   621   12,832  12,211

８．未払消費税等   －   32,930  32,930

９．賞与引当金   19,549   21,048  1,499

10．為替予約   －   9,937  9,937

11．通貨オプション   11,650   20,058  8,408

12．その他   11,460   13,951  2,491

流動負債合計   3,591,252 75.2  2,773,582 81.3 △817,670
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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）
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）

Ⅱ　固定負債         

１．社債   100,000   60,000  △40,000

２．長期借入金 ※２  253,772   96,644  △157,128

３．退職給付引当金   1,717   1,797  80

４．通貨オプション   12,256   －  △12,256

５．預り保証金   89,500   98,920  9,420

６．リース資産減損勘定   30,362   59,378  29,016

７．その他   7,720   6,111  △1,609

固定負債合計   495,328 10.4  322,850 9.5 △172,478

負債合計   4,086,580 85.6  3,096,433 90.7 △990,147

         

（純資産の部）        

Ⅰ　株主資本         

１．資本金   250,903 5.3  250,903 7.3 －

２．資本剰余金   164,691 3.5  164,691 4.8 －

３．利益剰余金   34,886 0.7  △237,563 △7.0 △272,450

　　株主資本合計   450,481 9.5  178,031 5.2 △272,450

Ⅱ　評価・換算差額等         

１．繰延ヘッジ損益   △3,314 △0.1  △29,820 △0.8 △26,506

２．為替換算調整勘定   45,484 1.0  △1,358 － △46,842

　　評価・換算差額等合計   42,169 0.9  △31,178 △0.9 △73,347

Ⅲ　少数株主持分   192,579 4.0  169,064 5.0 △23,515

純資産合計   685,230 14.4  315,917 9.2 △369,313

負債純資産合計   4,771,811 100.0  3,412,350 100.0 △1,359,461

－ 12 －



(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）

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   10,003,023 100.0  8,520,689 100.0 △1,482,334

Ⅱ　売上原価   8,823,960 88.2  7,454,427 87.5 △1,369,533

売上総利益   1,179,062 11.8  1,066,261 12.5 △112,801

Ⅲ　販売費及び一般管理費         

１．販売促進費  61,690   12,358    

２．倉庫費用  556,414   559,129    

３．役員報酬  78,489   86,427    

４．給料手当  194,800   170,611    

５．賞与引当金繰入額  16,808   19,474    

６．その他  556,217 1,464,420 14.7 413,216 1,261,215 14.8 △203,205

営業損失   △285,357 △2.9  △194,954 △2.3 90,403

Ⅳ　営業外収益         

１．受取利息  1,933   1,170    

２．受取配当金  18   48    

３．為替差益  57,940   20,688    

４．負ののれん償却額  3,587   3,590    

５．受取賃料  3,000   3,056    

６．その他  14,090 80,570 0.8 11,013 39,567 0.5 △41,003

Ⅴ　営業外費用         

１．支払利息  68,814   60,605    

２．社債発行費  1,859   －    

３．持分法による投資損失  17,168   5,853    

４．その他  8,413 96,256 0.9 5,105 71,564 0.8 △24,692

経常損失   △301,044 △3.0  △226,951 △2.7 74,093
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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）

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 ※１ 159   －    

 ２. 前期損益修正益  － 159 0.0 5,992 5,992 0.1 5,833

Ⅶ　特別損失         

１．固定資産除却損  ※２ 403   －    

４．実験店舗閉鎖損失  22,540   －    

５．減損損失 ※３ 30,362 53,305 0.5 49,022 49,022 0.6 △4,283

税金等調整前当期純損
失

  △354,190 △3.5  △269,982 △3.1 84,208

法人税、住民税及び事
業税

 8,842   11,920    

法人税等調整額  21,707 30,549 0.3 － 11,920 0.1  

少数株主利益   4,941 0.1  △11,673 △0.1 △16,614

当期純損失   △389,681 △3.9  △270,230 △3.1 119,451
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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 株主資本合計

平成18年３月31日　残高（千円） 250,903 164,691 459,708 875,303

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当（注）   △33,474 △33,474

福利基金繰入額   △1,666 △1,666

当期純利益又は当期純損失   △389,681 △389,681

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
（千円）

  △424,822 △424,822

平成19年３月31日　残高（千円） 250,903 164,691 34,886 450,481

評価・換算差額等
少数株主持
分

純資産合計繰延ヘッジ
損益

為替換算調
整勘定

評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日　残高（千円） － 9,232 9,232 179,001 1,063,537

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当（注）     △33,474

福利基金繰入額     △1,666

当期純利益又は当期純損失     △389,681

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

△3,314 36,252 32,937 13,578 46,515

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

△3,314 36,252 32,937 13,578 △378,307

平成19年３月31日　残高（千円） △3,314 45,484 42,169 192,579 685,230

　（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 株主資本合計

平成19年３月31日　残高（千円） 250,903 164,691 34,886 450,481

連結会計年度中の変動額

福利基金繰入額   △2,219 △2,219

当期純利益又は当期純損失   △270,230 △270,230

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
（千円）

  △272,449 △272,449

平成20年３月31日　残高（千円） 250,903 164,691 △237,563 178,031

評価・換算差額等
少数株主持
分

純資産合計繰延ヘッジ
損益

為替換算調
整勘定

評価・換算
差額等合計

平成19年３月31日　残高（千円） △3,314 45,484 42,169 192,579 685,230

連結会計年度中の変動額

福利基金繰入額     △2,219

当期純利益又は当期純損失     △270,230

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

△26,506 △46,842 △73,347 △23,515 △96,863

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

△26,506 △46,842 △73,347 △23,515 △369,311

平成20年３月31日　残高（千円） △29,820 △1,358 △31,178 169,064 315,917
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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）

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

    

税金等調整前当期純損失  △354,190 △269,982  

減価償却費  81,734 73,253  

連結調整勘定償却額  － －  

負ののれん償却額  △3,587 △3,590  

持分法による投資損失  17,168 5,853  

減損損失  30,362 49,022  

実験店舗閉鎖損失  22,540 －  

貸倒引当金の増加額  44,454 △2,808  

賞与引当金の増減額
（減少：△）

 236 1,499  

退職給付引当金の減少
額

 △1,576 －  

受取利息及び受取配当金  △1,951 △1,218  

支払利息  68,814 60,605  

為替差損益（為替差
益：△）

 8,824 －  

有形固定資産売却益  △159 －  

無形固定資産除却損  403 －  

売上債権の増減額
（増加：△）

 △677,205 581,226  

たな卸資産の増減額
（増加：△）

 △143,500 295,765  

仕入債務の増減額（減
少：△）

 △287,669 △272,425  

預り保証金の増加額  24,500 9,420  

未収還付消費税等の減
少額

 － 62,304  

未払消費税等の増減額
（減少：△）

 △41,981 32,708  

未収還付増値税の減少
額

 14,540 △3,372  

 未収還付法人税等の
増減額

 － －  

その他  63,215 △44,420  

小計  △1,135,029 573,840 1,708,869

利息及び配当金の受取
額

 1,764 1,133  

利息の支払額  △69,616 △59,326  

法人税等の支払額  △20,266 24,392  

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 △1,223,148 540,039 1,763,187
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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）

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

 △5,613 △17,331  

定期預金の払戻による
収入

 － －  

有形固定資産の取得に
よる支出

 △86,978 △8,814  

 無形固定資産の取得
による支出

 － △2,850  

有形固定資産の売却に
よる収入

 6,597 －  

投資有価証券の売却に
よる収入 

 － －  

貸付による支出  △46,100 －  

貸付金の回収による収入  46,100 －  

関係会社出資金の取得
による支出

 － －  

連結の範囲の変更を伴
う子会社株式の取得に
よる支出

※２ △20,174 －  

その他  △13,754 －  

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 △119,923 △28,996 90,927

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  1,207,592 △302,438  

長期借入による収入  450,000 －  

長期借入の返済による
支出

 △433,741 △386,589  

社債の発行による収入  100,000 －  

社債の償還による支出  △30,000 △40,000  

配当金の支払額  △33,057 －  

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 1,260,794 △729,027 △1,989,821

Ⅳ　現金及び現金同等物に係
る換算差額

 707 1,730 1,023

Ⅴ　現金及び現金同等物の増
減額（減少：△）

 △81,570 △219,713 138,143

Ⅵ　現金及び現金同等物の期
首残高

 436,297 377,166 △59,131

Ⅶ　新規連結子会社の現金及
び現金同等物の期首残高

 22,438 － △22,438

Ⅷ　現金及び現金同等物の期
末残高

※１ 377,166 157,452 △219,713
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継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

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）

当社グループは、当連結会計年度において285,357千円の営

業損失を計上し、また営業キャッシュフローは、前連結会

計年度104,918千円の支出超過及び当連結会計年度1,223,148

千円の支出超過となり、継続企業の前提に関する重要な疑

義が存在しております。

　当社グループは、当該状況を解消すべく、下記対応を進

めております。骨子は下記のとおりです。

Ⅰ．冷凍冷蔵食品事業の粗利改善

　粗利率減少の主因は、中国における原材料費上昇と人民

元高・円安による仕入原価上昇にあります。以上を解消す

べく下記の施策を進めております。

（１） 商品販売価格への転嫁と粗利の高い商品の重点的拡

販

　仕入原価上昇に対しては、販売価格への転嫁を進めてお

り、効果が徐々に表れておりますので引続き価格転嫁を進

めてまいります。また従来より高い粗利が確保できている

商品の重点的拡販を進めてまいります。

（２）輸出の促進

　現状の円安水準が続く場合は、為替のメリットを生かし

て引続き中国向け輸出を行ってまいります。また中国子会

社からも現在香港、韓国等への輸出を進めており、今後の

収益源として加えていくことで粗利確保を目指していきま

す。

Ⅱ．食品小売業サポート事業Ichiba!!の業務管理徹底と商

品見直しによる粗利率改善

Ichiba!!事業は業務管理を徹底するとともに、ミホウジャ

パン商品比率の引上げ、商品粗利率の改善により、従来の

低価格路線とは一線を画し利益重視に方針を転換します。

上記方策を念頭に置いた上で新規出店に関しては、採算の

確認できた都心型小型店舗を中心に出店していく方針であ

ります。

Ⅲ.販売費・一般管理費の圧縮

　販売費・一般管理費につきましては、当連結会計年度に

発生した61百万円の貸倒引当金の反省を踏まえ、与信強化

により再発防止を徹底するとともに、販売促進費や外部委

託手数料の見直し等により経費削減を見込んでおります。

　また引続き在庫を圧縮する計画であり、これによる物流

コスト削減を見込んでおります。

　当社グループは、上記の諸策が計画どおり進展しない場

合には、当社グループの経営に重大な影響を与える可能性

がありますので、上記計画を達成するよう役員・社員一丸

となって努力しております。

　連結財務諸表は継続企業を前提として作成しており、こ

のような重要な疑義の影響を連結財務諸表には反映してお

りません。

当社グループは、当連結会計年度において194,954千円の営

業損失を計上しており、継続企業の前提に関する重要な疑

義が存在しております。

　当社グループは、当該状況を解消すべく、下記対応を進

めております。骨子は下記のとおりです。

Ⅰ．冷凍冷蔵食品事業の粗利改善

　粗利率減少の主因は、仕入原価上昇と原油高による配送

費用上昇にあります。以上を解消すべく下記の施策を進め

ております。

（１） 商品販売価格への転嫁と付加価値の高い商品拡販

　販売価格への転嫁は予定通り進んでおり、効果が表れて

おります。また従来より付加価値が高く粗利を確保できる

商品の投入を進めてまいります。また当社の主力である、

関東地域の業務用商品の営業力強化のために、平成20年4月

1日付で業務用営業グループと市販用営業グループを東京営

業部に統合いたしました。

（２）中国国内販売、中国から日本以外の国への輸出推進

　品質管理が徹底されている弊社商品は中国国内でも比較

的高価格帯で販売できることから収益確保の新たなる柱と

して中国で生産した商品を香港含む中国国内に販売するこ

とを進めてまいります。また中国から韓国、米国への輸出

を引続き増加させていく方針です。

Ⅱ．食品小売業サポート事業Ichiba!!における商品粗利の

改善

自社商品の比率を高めるとともに商品の見直しを実施して

粗利率を高めてまいります。

また広告宣伝費等の販管費の削減にも努めてまいります。

Ⅲ.販売費・一般管理費の圧縮

　販売費・一般管理費につきましては、人件費の圧縮、事

務所費用、広告宣伝費等の削減等により経費削減を見込ん

でおります。

　また平成20年4月1日付で組織変更を行い、商品管理グルー

プを新設し、仕入・物流・在庫管理を一元化することで経

営効率改善を図ってまいります。また在庫を削減すること

により平成22年3月期には有利子負債を平成19年3月末比5億

円圧縮する計画であります。

　当社グループは、上記の諸策が計画どおり進展しない場

合には、当社グループの経営に重大な影響を与える可能性

がありますので、上記計画を達成するよう役員・社員一丸

となって努力しております。

　連結財務諸表は継続企業を前提として作成しており、こ

のような重要な疑義の影響を連結財務諸表には反映してお

りません。 
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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

 
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 　連結子会社の数　３社

　青島冷豊食品有限公司

　エムアイティージャパン㈱

　菱三フーズ㈱ 

　菱三フーズ㈱は、株式を取得したことに

より、当連結会計年度より当社の連結子会

社となっております。

  連結子会社の数　３社

　青島冷豊食品有限公司

　エムアイティージャパン㈱

　菱三フーズ㈱ 

　　　　　　────────

２．持分法の適用に関する事

項

 　持分法適用の関連会社数　１社

 　青島食彩包装有限公司

　 青島食彩包装有限公司は、重要性が増し

たため、当連結会計年度より持分法の適用範

囲に含めております。

 　持分法適用の関連会社数　１社

 　青島食彩包装有限公司

　 　　　　　────────

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項

　連結子会社のうち青島冷豊食品有限公司

の決算日は12月31日であります。

　連結財務諸表の作成に当たっては、連結

決算日現在で実施した仮決算に基づく財務

諸表を使用しております。

同左

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

（時価のないもの）

　移動平均法による原価法を採用して

おります。

①　有価証券

その他有価証券

（時価のないもの）

同左

 ②　デリバティブ

　時価法を採用しております。

②　デリバティブ

同左
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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）

 ③　たな卸資産

当社及び国内連結子会社は、総平均法

による原価法を採用しております。なお、

在外連結子会社は、移動平均法による低

価法を採用しております。

③　たな卸資産

同左

(2）重要な減価償却資産の

減価償却方法

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日以降に取得し

た建物（建物附属設備を除く）は定額法

によっております。

　なお、主な耐用年数は次のとおりであ

ります。

建物及び構築物 3年～47年

機械装置及び運搬具 2年～4年

工具器具備品 2年～15年

　また、在外連結子会社については定額

法を採用しております。

　なお、主な耐用年数は次のとおりであ

ります。

建物及び構築物 20年

機械装置及び運搬具 ５年～10年

工具器具備品 ５年

①　有形固定資産

　　　　　 　　同左　

 

 

 

 

  

  

  

　

  

  

  

 ②　無形固定資産

　定額法を採用しております。なお、ソ

フトウェア（自社利用）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

(3) 繰延資産の処理方法 (1）社債発行費

　支出時に全額費用として処理しており

ます。

(1）社債発行費

　　　　　 　  同左　　

(4）重要な引当金の計上基

準

①　貸倒引当金

　当社及び国内連結子会社は、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。また、在外連結子会社は、

貸倒懸念債権等特定の債権に対して回収

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

　当社及び国内連結子会社は、従業員に

対して支給する賞与の支出に充てるため、

支給見込額のうち当連結会計年度負担額

を計上しております。

 

②　賞与引当金

同左
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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）

 ③　退職給付引当金

　国内連結子会社（菱三フーズ㈱）は、

従業員の退職給付に備えるため、当連結

会計年度末における退職給付債務の見込

み額に基づき計上しております。

 

③　退職給付引当金

　　　　　　 　同左

 

(5）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。

同左

(6）重要なヘッジ会計の方

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。

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

　ヘッジ手段・・・為替予約・通貨オ

　　　　　　　　　　　　　プション

　ヘッジ対象・・・買掛金

③　ヘッジ方針

　為替変動リスクの低減のため、対象債

務の範囲内でヘッジを行っております。

④　ヘッジ有効性評価の方法

　ヘッジ手段とヘッジ対象の相場変動の

比較による有効性評価を半期毎に実施し

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

　            同左　

  

 

③　ヘッジ方針

同左

 

 

④　ヘッジ有効性評価の方法

同左

(7）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

　消費税及び地方消費税の会計処理は、

税抜方式を採用しております。

　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

　連結子会社の資産及び負債の評価につい

ては、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の償却については、

５年間の均等償却を行っております。

　　　　　　　　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

　手許現金、随時引出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
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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。

　これまでの資本の部の合計に相当する金額は495,965千円

であります。

なお、当連結会計年度における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。

 　　　　　　　　　────────
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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「連結調整勘定」として掲記さ

れていたものは、当連結会計年度から、「のれん」として

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「連結調整勘定償却額」として

掲記されていたものは、当連結会計年度から、「負ののれ

ん償却額」として表示しております。

               ────────

（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、当連結会計年度から「負のの

れん償却額」として表示しております。　

                  ────────
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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　受取手形割引高       111,742千円 　１　受取手形割引高     97,450千円

※２　担保資産及び担保付債務

　担保に供している資産は次のとおりであります。

※２　担保資産及び担保付債務

　担保に供している資産は次のとおりであります。

定期預金         80,747千円

建物        19,914千円

土地        38,957千円

計        139,619千円

定期預金         80,803千円

建物      18,970千円

土地 38,957千円

計    138,730千円

　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        330,000千円

１年内返済予定長期借入金        54,783千円

長期借入金         28,750千円

計        413,533千円

短期借入金       303,000千円

１年内返済予定長期借入金  28,750千円

長期借入金      －千円

計    331,750千円

　

 

 

 

 ※３ 連結会計年度末日満期手形

　　　 連結会計年度末日満期手形の会計処理については、

　　　 手形交換日をもって決済処理をしております。な

       お、連結会計年度末日が金融機関の休日であったた

       め、次の連結会計年度末日満期手形が連結会計年度

　　　 末残高に含まれております。

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　998千円

　　　 また、次の連結会計年度末日満期手形が受取手形割

       引高の連結会計年度末残高に含まれております。

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 52,098千円

 　　　　　　　　　────────

　　　 　　　　　　

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   

　　　 

 　　　　　　　

－ 25 －



（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　固定資産売却益は、機械装置及び運搬具159千円で

あります。

　　　　　　　　　 ────────

※２　固定資産除却損は、ソフトウェア403千円でありま

す。

 　　　　　　　　　────────

※３　減損損失

　　　当連結会計年度において、当社は以下の資産に

ついて減損損失を計上しました。

場所 用途 種類 その他

ICHIBA!! 豊

四季店

フランチャ

イズ店向け

店舗設備

工具器具備

品
 

上記のリース資産につきフランチャイズ契約が解除され

たものの、他に転用することが不可能であるため、未経

過リース料の現在価値全額を減額し、当該減少額を減損

損失（30,362千円）として特別損失に計上しました。

※３　減損損失

　　　当連結会計年度において、当社は以下の資産に

ついて減損損失を計上しました。

場所 用途 種類 その他

食品小売業

サポート

事 業 及 び

ICHIBA!!

墨田店

食品小売サ

ポート事業

設備及び直

営店店舗設

備

建物、工具

器具備品、

及びソフト

ウェア

 

上記の固定資産及びリース資産につき当該事業部の回収

可能性を勘案した結果、当該事業部で使用している固定

資産の帳簿価額、及び未経過リース料の現在価値全額を

減額し、当該減少額を減損損失（49,022千円）として特

別損失に計上しました。
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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 33 － － 33

合計 33 － － 33

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29日

定時株主総会
普通株式 33,474 1,000 平成18年3月31日 平成18年6月30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．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 33 － － 33

合計 33 － － 33

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

該当事項はありません。
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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

（平成19年３月31日） （平成20年３月31日）

現金及び預金勘定      491,769千円

預入期間が３か月を超える定期預金 △104,602千円

預入期間が３か月以内の担保に供し

ている定期預金
△10,000千円

現金及び現金同等物      377,166千円

現金及び預金勘定  289,387千円

預入期間が３か月を超える定期預金　  △79,466千円

預入期間が３か月以内の担保に供し

ている定期預金
△13.011千円

現金及び現金同等物      196,909千円

※２　株式の取得により新たに連結子会社となった会社

　　　の資産及び負債の主な内容

株式の取得により新たに菱三フーズ㈱を連結したことに伴

う連結開始時の資産及び負債の内訳並びに菱三フーズ㈱株

式の取得価額と菱三フーズ㈱取得のための支出との関係は

次のとおりであります。

流動資産    326,449千円

固定資産  4,314千円

のれん   19,000千円

流動負債   326,294千円

固定負債   3,293千円

菱三フーズ㈱の取得価額   20,174千円

菱三フーズ㈱現金及び現金

同等物
   22,438千円

差引：菱三フーズ㈱の取得

のための支出
   △2,264千円

　　　　　　　　　────────
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（リース取引関係）

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）

  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．借手側

  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．借手側

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

 
取得価額
相当額
（千円）

減価償却
累計額相
当額
（千円）

減損損失
累計額相
当額
（千円）

期末残高
相当額
（千円） 

工具器具備品 181,550 67,308 30,362 83,879

合計 181,550 67,308 30,362 83,879

 
取得価額
相当額
（千円）

減価償却
累計額相
当額
（千円）

減損損失
累計額相
当額
（千円）

期末残高
相当額
（千円） 

工具器具備品 174,024 94,785 59,378 19,861

合計 174,024 94,785 59,378 19,861

(2）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

１年内       37,087千円

１年超       78,690千円

合計      115,777千円

　　 リース資産減損勘定の残高         30,362千円

１年内 33,081千円

１年超  48,320千円

合計      81,401千円

　　 リース資産減損勘定の残高       59,378千円

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額及び支払利息相当額及び減損損失

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額及び支払利息相当額及び減損損失

支払リース料       40,036千円

リース資産減損勘定の取崩額       －

減価償却費相当額       37,893千円

支払利息相当額       3,230千円

減損損失       30,362千円

支払リース料 39,826千円

リース資産減損勘定の取崩額 8,473千円

減価償却費相当額   37,715千円

支払利息相当額  2,719千円

減損損失       37,488千円

(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

同左

(5）利息相当額の算定方法

　リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差

額を利息相当額とし、各期への配分方法については利

息法によっております。

(5）利息相当額の算定方法

同左
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（有価証券関係）

前連結会計年度（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

　　該当なし

② 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

その他有価証券

　非上場株式                      　　　　　1,791千円

 　　　　 ③ 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）

      該当なし

当連結会計年度（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

　　該当なし

② 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

その他有価証券

　非上場株式                      　　　　 1,791千円

 　　　　 ③ 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）

      該当なし
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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

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）取引の内容

　当社及び国内連結子会社が利用しているデリバティブ

取引は、通貨関連の為替予約取引及び通貨オプション取

引、金利関連の金利スワップ取引であります。

(1）取引の内容

　　　　　　　　　 　  同左

(2）取引に対する取組方針

　当社及び国内連結子会社は将来の為替及び金利の変動

によるリスク回避を目的としており、投機的な取引は行

わない方針であります。

(2）取引に対する取組方針

同左

(3）取引の利用目的

　当社及び国内連結子会社の行うデリバティブ取引は、

通貨関連では外貨建金銭債権債務の為替変動リスクを回

避し、安定的な利益の確保を図る目的で利用しておりま

す。また、金利関連では借入金利率等の将来の金利市場

における利率上昇による変動リスクを回避する目的で利

用しております。

　なお、デリバティブ取引を利用したヘッジ会計を行っ

ています。

①ヘッジ会計の手法

　繰延ヘッジ処理によっております。

②ヘッジ手段とヘッジ方法

　ヘッジ手段・・・為替予約・通貨オプション

　ヘッジ方法・・・買掛金

③ヘッジ方針

　為替変動リスクの低減のため、対象債務の範囲内　　

　でヘッジを行っております。

④ヘッジ有効性の評価の方法

　ヘッジ手段とヘッジ対象の相場変動の比較による有　

　効性評価を半期毎に実施しております。

(3）取引の利用目的

　　　　　　　　　　 　同左

(4）取引に係るリスクの内容

　為替予約取引等は、為替相場の変動によるリスクを有

しております。また、金利スワップ取引等は市場金利の

変動によるリスクを有しております。なお、取引相手先

は高格付を有する金融機関に限定しているため、信用リ

スクはほとんどないと認識しております。

(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

　デリバティブ取引の執行管理については、取引権限及

び取引限度額等を定めた社内ルールに従い、管理部門が

決裁者の承認を得て行っております。

(5）取引に係るリスク管理体制

　同左

(6）取引の時価に関する事項についての補足説明

　取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あ

くまでもデリバティブ取引における名目的な契約額また

は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティ

ブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(6）取引の時価に関する事項についての補足説明

　同左
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２．取引の時価等に関する事項

(1）通貨関連

区分 種類

前連結会計年度末（平成19年３月31日） 当連結会計年度末（平成20年３月31日）

契約額等
（千円）

契約額等の
うち１年超
（千円）

時価
（千円）

評価損益
（千円）

契約額等
（千円）

契約額等の
うち１年超
（千円）

時価
（千円）

評価損益
（千円）

市場取

引以外

の取引

オプション取引         

買建         

米ドルコール、

円プット
19,436 － 1,660 1,660 － － － －

売建         

円コール、米

ドルプット
38,872 － △27 △27 － － － －

小計 58,309 － 1,632 1,632 － － － －

合計 58,309 － 1,632 1,632 － － － －

　（注）１．　時価については、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。

　　　　２．　ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。

(2）金利関連

区分 種類

前連結会計年度末（平成19年３月31日） 当連結会計年度末（平成20年３月31日）

契約額等
（千円）

契約額等の
うち１年超
（千円）

時価
（千円）

評価損益
（千円）

契約額等
（千円）

契約額等の
うち１年超
（千円）

時価
（千円）

評価損益
（千円）

市場取

引以外

の取引

金利スワップ取引         

変動受取・固定

支払
300,000 300,000 △5,490 △5,490 300,000 300,000 △4,773 △4,773

合計 300,000 300,000 △5,490 △5,490 300,000 300,000 △4,773 △4,773

　（注）　時価については、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
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（退職給付関係）

１．採用している退職給付制度の概要

前連結会計年度（平成19年3月31日現在）

　当社は、中小企業退職金共済制度に加入しており、当社が運営する制度以外の確定拠出型の退職給付制度を採

用しております。連結子会社の１社（菱三フーズ株式会社）は、確定給付型の制度として退職一時金制度を設け

ておりますほか、中小企業退職金共済制度に加入しております。なお、同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。

当連結会計年度（平成20年3月31日現在）

　当社は、中小企業退職金共済制度に加入しており、当社が運営する制度以外の確定拠出型の退職給付制度を採

用しております。連結子会社の１社（菱三フーズ株式会社）は、確定給付型の制度として退職一時金制度を設け

ておりますほか、中小企業退職金共済制度に加入しております。なお、同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。

２．退職給付債務に関する事項

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）退職給付債務（千円） 1,717 1,797

(2）未積立退職給付債務（千円） 1,717 1,797

(3）退職給付引当金（千円） 1,717 1,797

 　　　（注）１．中小企業退職金共済制度からの支給見込額2,420千円を控除した残額を退職給付債務として認識してお

　　　　　　　　 ります。 

３．退職給付費用に関する事項

　簡便法を採用している連結子会社（菱三フーズ株式会社）の当連結会計年度（平成20年3月31日）の退職給付　

　　　　　　費用は447千円であります。

（ストック・オプション等関係）

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）

該当事項はありません。

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。

（税効果会計関係）

 

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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（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）

区分
冷凍冷蔵食品　
製造販売事業
（千円）

食品小売業　　
サポート事業
（千円）

計
（千円）

消去又は全社
（千円）

連結
（千円）

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 8,414,317 1,588,705 10,003,023 － 10,003,023

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
90,333 1,539 91,872 (91,872) －

計 8,504,651 1,590,245 10,094,896 (91,872) 10,003,023

営業費用 8,576,543 1,803,710 10,380,254 (91,872) 10,288,381

営業損失 △71,892 △213,465 △285,357 － △285,357

Ⅱ　資産、減価償却費及び資本的支

出
     

　　　資産 4,556,222 215,588 4,771,811 － 4,771,811

　　　減価償却費 71,252 10,481 81,734 － 81,734

　　　資本的支出 30,065 70,666 100,732 － 100,732

　（注）１．事業区分の方法及び各区分に属する主要な商品の名称

　　　　　　事業の種類、性質、業務形態等の類似性により下記の事業区分に区分しております。

 

冷凍冷蔵食品製造販売事業 冷凍食品、冷蔵食品、乾物その他、食品以外その他

食品小売業サポート事業 Ichiba!!フランチャイズ事業

 

　　　　２．営業費用のうち、消去または全社の項目に含めた配賦不能営業費用はありません。

　　　　３．減価償却費及び資本的支出には長期前払費用と同費用に係る償却額が含まれております。
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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）

区分
冷凍冷蔵食品　
製造販売事業
（千円）

食品小売業　　
サポート事業
（千円）

計
（千円）

消去又は全社
（千円）

連結
（千円）

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 7,195,696 1,324,992 8,520,689 － 8,520,689

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
84,325 － 84,325 (84,325) －

計 7,280,021 1,324,992 8,605,013 (84,325) 8,520,689

営業費用 7,413,675 1,386,292 8,799,967 (84,325) 8,715,643

営業損失 △133,654 △61,300 △194,954 － △194,954

Ⅱ　資産、減価償却費及び資本的支

出
     

　　　資産 3,256,214 156,136 3,412,350 － 3,412,350

　　　減価償却費 10,043 2,886 12,929 － 12,929

 　　 減損損失  11,530 11,530 － 11,530

　　　資本的支出 9,874 2,850 12,724 － 12,724

　（注）１．事業区分の方法及び各区分に属する主要な商品の名称

　　　　　　事業の種類、性質、業務形態等の類似性により下記の事業区分に区分しております。

 

冷凍冷蔵食品製造販売事業 冷凍食品、冷蔵食品、乾物その他、食品以外その他

食品小売業サポート事業 Ichiba!!フランチャイズ事業

 

　　　　２．営業費用のうち、消去または全社の項目に含めた配賦不能営業費用はありません。

　　　　３．減価償却費及び資本的支出には長期前払費用と同費用に係る償却額が含まれております。

－ 35 －



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）

区分
日本

（千円）
中国

（千円）
計

（千円）
消去又は全社
（千円）

連結
（千円）

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 9,768,424 234,598 10,003,023 － 10,003,023

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
512,252 1,534,084 2,046,337 (2,046,337) －

計 10,280,677 1,768,683 12,049,360 (2,046,337) 10,003,023

営業費用 10,633,190 1,708,223 12,341,413 (2,053,032) 10,288,381

営業利益又は営業損失（△） △352,513 60,460 △292,052 (6,695) △285,357

Ⅱ　資産 3,285,289 1,486,521 4,771,811 － 4,771,811

　（注）国又は地域は、地理的近接度により区分しております。

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）

区分
日本

（千円）
中国

（千円）
計

（千円）
消去又は全社
（千円）

連結
（千円）

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 8,383,588 137,101 8,520,689 － 8,520,689

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
118,630 1,059,804 1,178,434 (1,178,434) －

計 8,502,218 1,196,905 9,699,123 (1,178,434) 8,520,689

営業費用 8,624,895 1,248,242 9,873,137 (1,157,494) 8,715,643

営業利益又は営業損失（△） △122,677 △51,337 △174,014 (20,940) △194,954

Ⅱ　資産 2,185,994 1,226,356 3,412,350 － 3,412,350

　（注）国又は地域は、地理的近接度により区分しております。
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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）

中国 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 1,077,371 1,077,371

Ⅱ　連結売上高（千円） － 10,003,023

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 10.8 10.8

　（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。

２．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。

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）

中国 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 320,718 320,718

Ⅱ　連結売上高（千円） － 8,520,689

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 2.7 2.7

　（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。

２．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。

（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）

該当事項はありません。

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。
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（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   14,717円42銭      9,437円68銭

１株当たり当期純利益金額又は当期純

損失金額（△）
         △11,641円33銭 △8,072円83銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

金額又は当期純損失金額（△）

　潜在株式がないため記載しておりま

せん。

　潜在株式が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。

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）

当期純利益又は当期純損失（△）（千円） △389,681 △270,230

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）
△389,681 △270,230

期中平均株式数（株） 33,474 33,474
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（重要な後発事象）

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）

平成18年9月9日付売買契約に基いて、当社は中国の山東

省青島市の貿易会社Qingdao King Trading CO.,LTDに総額

181万米ドル（期末日レート換算で212,682千円、以下同じ）

の鮭の販売を行いましたが、商品の青島港到着が遅れ、同

社の加工開始等が遅れたこと等を理由として同社の資金繰

りに影響が生じ、当社宛の支払が繰延べされております。

　当社とQingdao King Trading CO.,LTDとの間で取交わし

た未払金支払計画確認書では、平成19年５月下旬から７月

下旬までの間に５回に分割支払される予定でありました。

　第１回目の支払である５月20日期日の40万米ドル（46,820

千円）について遅延しながらも６月25日までに入金となり

ました。第２回目の支払である６月15日期日の40万米ドル

（46,820千円）については６月28日現在支払が遅延してお

ります。現在支払われていない残余の141万米ドル（165,862

千円）についての支払スケジュールは下記のとおりとなっ

ており、引続き早期に支払うよう交渉しておりますが、万

が一、支払不能な状態が発生することに備え、当該貨物を

転売できるよう保全措置も講じております。近年の魚価の

高騰（欧米での魚食普及と水産資源の枯渇）から、当該貨

物を転売することで十分に債権は回収可能であると判断し

ております。

＜残余の支払スケジュール＞

　平成19年６月15日　40万米ドル  

  平成19年６月30日　20万米ドル

　平成19年７月10日　40万米ドル

  平成19年７月25日　41万米ドル

1.平成18年９月９日付売買契約に基いて、当社は中国の山

東省青島市の貿易会社QINGDAO KING TRADING CO.,LTDに総

額181万米ドル（平成19年3月期末レート換算で212,682千円、

以下同じ）の鮭の販売を行いましたが、商品の青島港到着

が遅れ、同社の加工開始等が遅れたこと等を理由として同

社の資金繰りに影響が生じ、当社宛の支払が繰延べされて

おります。

　当社とQINGDAO KING TRADING CO.,LTDとの間で取交わし

た未払金支払計画確認書では、平成19年５月下旬から７月

下旬までの間に５回に分割支払される予定でありました。

　第１回目の支払である５月20日期日の40万米ドルについ

て遅延しながらも６月25日までに入金となりました。残余

の141万米ドルについては、同社の加工・販売スケジュール

が変更になったため、当社への支払スケジュールも変更と

なり、平成19年11月22日までに26万米ドルが回収となった

一方、残り115万米ドルについては鮭の加工及び販売実績に

基づいて分割支払されることになりました。先ずは、平成

20年５月下旬に40万米ドルの回収を見込んでおり、残額に

ついても、引続き早期に支払うよう交渉しておりますが、

万が一、支払不能な状態が発生することに備え、保全措置

も講じており、現在の市況から、当該貨物を転売すること

で十分に債権は回収可能であると判断しております。

2.当社は、中国の山東省青島市所在の連結子会社である

青島冷豊食品有限公司（資本金6,500千米ドル）に対し

5,250千米ドルの出資を行っておりましたが、その内

2,000千米ドルを平成20年4月24日付にて三松（青島）石

材有限公司に資本譲渡いたしました。本件により、当社

の出資比率は従前の80.8％から50.0％に変更となり

ます。

　三松（青島）石材有限公司は中国山東省青島市に所在

する石材加工を中心とする企業でありますが、食品関連

事業を含む業容拡大展開を図っていたところに今般の

合意となったものです。
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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）
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 ※２  358,694   218,656  △140,038

２．受取手形 ※５  998   －  △998

３．売掛金 ※３  1,353,180   867,285  △485,895

４．商品   909,383   810,634  △98,749

５．短期貸付金 ※３  52,095   －  △52,095

６．未収入金   16,320   14,955  △1,365

７．未収法人税等   22,282   －  △22,282

８．未収還付消費税等   2,795   －  △2,795

９．その他   18,277   23,385  5,108

貸倒引当金   △5,500   △695  4,805

流動資産合計   2,728,528 78.3  1,934,221 71.6 △794,307

Ⅱ　固定資産         

１．有形固定資産         

(1) 建物 ※２ 41,850   41,850    

減価償却累計額  13,838   15,402    

減損損失累計額  － 28,011  6,658 19,790  △8,221

(2) 工具器具備品  10,744   10,744    

減価償却累計額  4,747   6,428    

減損損失累計額  － 5,997  3,616 700  △5,297

(3) 土地 ※２  38,957   38,957  －

有形固定資産合計   72,965 2.1  59,444 2.2 △13,521

２．無形固定資産         

(1) ソフトウェア   3,473   3,599  127

(2) その他   556   556  －

無形固定資産合計   4,029 0.1  4,156 0.2 127
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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）
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）

３．投資その他の資産         

(1) 投資有価証券   1,791   1,791  －

(2) 関係会社株式   25,079   25,079  －

(3) 関係会社出資金   612,674   613,274  600

(4) 破産更生債権等   62,591   62,591  －

(5) 長期未収入金   8,740   7,540  △1,200

(6) 差入保証金   37,028   37,028  －

(7)長期貸付金   －   19,095  19,095

(8) その他   2,204   5,800  3,596

貸倒引当金   △71,332   △70,145  1,187

投資その他の資産合計   678,779 19.5  702,053 26.0 23,274

固定資産合計   755,775 21.7  765,654 28.4 9,879

資産合計   3,484,303 100.0  2,699,876 100.0 △784,427

         

（負債の部）         

Ⅰ　流動負債         

１．買掛金
※２，
３

 1,659,488   1,685,336  25,848

２．短期借入金 ※２  402,000   303,000  △99,000

３．１年内償還予定社債   40,000   40,000  －

４．１年内返済予定長期借
入金

※２  386,589   157,128  △229,461

５．未払金   137,221   65,063  △72,158

６．未払費用   13,607   29,968  16,361

７．未払法人税等   －   3,916  3,916

８. 未払消費税等   －   12,707  12,707

９．預り金   1,669   3,791  2,122

10．賞与引当金   15,899   16,152  253

11．その他   2,311   5,604  3,293

流動負債合計   2,658,787 76.3  2,322,668 86.0 △336,119
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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）
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）

Ⅱ　固定負債         

１．社債   100,000   60,000  △40,000

２．長期借入金 ※２  253,772   96,644  △157,128

３．預り保証金   89,500   98,920  9,420

４．リース資産減損勘定   30,362   59,378  29,016

５．その他   7,720   6,111  △1,609

固定負債合計   481,355 13.8  321,053  △160,302

負債合計   3,140,142 90.1  2,643,721 97.9 △496,421

         

（純資産の部）         

Ⅰ　株主資本         

１．資本金   250,903 7.2  250,903 9.3 －

２．資本剰余金         

(1）資本準備金  164,691   164,691   －

資本剰余金合計   164,691 4.8  164,691 6.1 －

３．利益剰余金         

(1）その他利益剰余金         

別途積立金  300,000   300,000   －

繰越利益剰余金  △371,433   △659,440   △288,007

利益剰余金合計   △71,433 △2.1  △359,440 △13.3 △288,007

株主資本合計   344,161 9.9  56,154 2.1 △288,007

純資産合計   344,161 9.9  56,154 2.1 △288,007

負債純資産合計   3,484,303 100.0  2,699,876 100.0 △784,427
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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）

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  9,070,218 100.0  7,437,835 100.0 △1,632,383

Ⅱ　売上原価         

１．商品期首たな卸高  807,460   909,383    

２．当期商品仕入高 ※１ 8,279,481   6,577,196    

合計  9,086,942   7,486,579    

３．商品期末たな卸高  909,383 8,177,559 90.2 815,342 6,675,945 89.7 △1,501,614

売上総利益   892,658 9.8  761,890 10.2 △130,768

Ⅲ　販売費及び一般管理費         

１．販売促進費  61,690   12,358    

２．貸倒引当金繰入額  45,342   －    

３．倉庫費用  461,971   399,913    

４．役員報酬  78,164   83,727    

５．給料手当  192,214   153,766    

６．賞与引当金繰入額  15,899   16,152    

７．旅費交通費  22,188   18,997    

８．支払手数料  45,307   16,914    

９．減価償却費  11,825   4,403    

10．その他  283,247 1,217,849 13.4 258,542 969,795 13.0 △258,051

営業損失   △325,191 △3.6  △207,904 △2.8 117,287

Ⅳ　営業外収益         

１．受取利息  1,416   1,639    

２．受取配当金  18   48    

３．為替差益  1,243   －    

４．受取賃料  3,000   3,056    

５．受取補償金  2,653   －    

６．受取事務手数料 ※１ 4,100   4,800    

７．その他  1,525 13,958 0.2 3,332 12,877 0.2 △1,081

Ⅴ　営業外費用         

１．支払利息  30,128   19,872    

２．社債利息  2,668   1,819    

３．社債発行費  1,859   －    

４．為替差損  －   21,047    

５．その他  8,009 42,665 0.5 4,998 47,738 0.6 5,073

経常損失   △353,898 △3.9  △242,765 △3.2 111,133

－ 43 －



  
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）

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 ※２ 159   － －   

  ２.前期損益修正益  － 159 0.0 5,992 5,992 0.0 5,883

Ⅶ　特別損失         

  １．固定資産除却損 ※３ 403   －    

２．関係会社株式評価損  5,095   －    

３．減損損失 ※４ 30,362   49,022    

４．実験店舗閉鎖損失  22,540 58,401 0.6 － 49,022 0.7 △9,379

税引前当期純損失   △412,139 △4.5  △285,796 △3.8 126,343

法人税、住民税及び事
業税

 2,246   2,210    

法人税等調整額  7,910 10,156 0.2 － 2,210 0.0 △7,946

当期純損失   △422,296 △4.7  △288,006 △3.9 134,290
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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

純資産合計
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

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）

250,903 164,691 164,691 200,000 184,337 384,337 799,932 799,932

事業年度中の変動額

別途積立金の積立（注）    100,000 △100,000 － － －

剰余金の配当（注）     △33,474 △33,474 △33,474 △33,474

当期純損失     △422,296 △422,296 △422,296 △422,296

事業年度中の変動額合計
（千円）

   100,000 △555,770 △455,770 △455,770 △455,770

平成19年３月31日　残高
（千円）

250,903 164,691 164,691 300,000 △371,433 △71,433 344,161 344,161

　（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。

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

純資産合計
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

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）

250,903 164,691 164,691 300,000 △371,433 △71,433 344,161 344,161

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）         

当期純損失     △288,006 △288,006 △288,006 △288,006

事業年度中の変動額合計
（千円）

    △288,006 △288,006 △288,006 △288,006

平成20年３月31日　残高
（千円）

250,903 164,691 164,691 300,000 △659,440 △359,440 56,154 56,154
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継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

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）

 当社は、前事業年度8,311千円の営業損失を計上し、また

当事業年度においては325,191千円の営業損失を計上してお

り、継続企業の前提に関する重要な疑義が存在しておりま

す。

　当社は、当該状況を解消すべく、下記対応を進めており

ます。骨子は下記のとおりです。

Ⅰ．冷凍冷蔵食品事業の粗利改善

　粗利率減少の主因は、中国における原材料費上昇と、円

安による仕入原価上昇にあります。以上を解消すべく下記

の施策を進めております。

（１） 商品販売価格への転嫁と粗利の高い商品の重点的拡

販

　仕入原価上昇に対しては、販売価格への転嫁を進めてお

り、効果が徐々に表れておりますので引続き価格転嫁を進

めてまいります。また従来より高い粗利が確保できている

商品の重点的拡販を進めてまいります。

（２）輸出の促進

　現状の円安水準が続く場合は、為替のメリットを生かし

て引続き中国向け輸出を行ってまいります。また中国子会

社からも現在香港、韓国等への輸出を進めており、今後の

収益源として加えていくことで粗利確保を目指していきま

す。

Ⅱ．食品小売業サポート事業Ichiba!!の業務管理徹底と商

品見直しによる粗利率改善

Ichiba!!事業は業務管理を徹底するとともに、ミホウジャ

パン商品比率の引上げ、商品粗利率の改善により、従来の

低価格路線とは一線を画し利益重視に方針を転換します。

上記方策を念頭に置いた上で新規出店に関しては、採算の

確認できた都心型小型店舗を中心に出店していく方針であ

ります。

Ⅲ.販売費・一般管理費の圧縮

　販売費・一般管理費につきましては、当事業年度に発生

した61百万円の貸倒引当金の反省を踏まえ、与信強化によ

り再発防止を徹底するとともに、販売促進費や外部委託手

数料の見直し等により経費削減を見込んでおります。

　また引続き在庫を圧縮する計画であり、これによる物流

コスト削減を見込んでおります。

　当社は、上記の諸策が計画どおり進展しない場合には、

当社の経営に重大な影響を与える可能性がありますので、

上記計画を達成するよう役員・社員一丸となって努力して

おります。

　財務諸表は継続企業を前提として作成しており、このよ

うな重要な疑義の影響を財務諸表には反映しておりません。

　当社は、当事業年度において207,904千円の営業損失を計

上しており、継続企業の前提に関する重要な疑義が存在し

ております。

　当社は、当該状況を解消すべく、下記対応を進めており

ます。骨子は下記のとおりです。

Ⅰ．冷凍冷蔵食品事業の粗利改善

　粗利率減少の主因は、仕入原価上昇と原油高による配送

費用上昇にあります。以上を解消すべく下記の施策を進め

ております。

（１） 商品販売価格への転嫁と付加価値の高い商品拡販

　販売価格への転嫁は予定通り進んでおり、効果が表れて

おります。また従来より付加価値が高く粗利を確保できる

商品の投入を進めてまいります。また当社の主力である、

関東地域の業務用商品の営業力強化のために、平成20年4月

1日付で業務用営業グループと市販用営業グループを東京営

業部に統合いたしました。

（２）中国国内販売、中国から日本以外の国への輸出推進

　品質管理が徹底されている弊社商品は中国国内でも比較

的高価格帯で販売できることから収益確保の新たなる柱と

して中国で生産した商品を香港含む中国国内に販売するこ

とを進めてまいります。また中国から韓国、米国への輸出

を引続き増加させていく方針です。

Ⅱ．食品小売業サポート事業Ichiba!!における商品粗利の

改善

自社商品の比率を高めるとともに商品の見直しを実施して

粗利率を高めてまいります。

また広告宣伝費等の販管費の削減にも努めてまいります。

Ⅲ.販売費・一般管理費の圧縮

　販売費・一般管理費につきましては、人件費の圧縮、事

務所費用、広告宣伝費等の削減等により経費削減を見込ん

でおります。

　また平成20年4月1日付で組織変更を行い、商品管理グルー

プを新設し、仕入・物流・在庫管理を一元化することで経

営効率改善を図ってまいります。また在庫を圧縮すること

により物流・倉庫費用の削減を進めてまいります。

　当社は、上記の諸策が計画どおり進展しない場合には、

当社の経営に重大な影響を与える可能性がありますので、

上記計画を達成するよう役員・社員一丸となって努力して

おります。

　財務諸表は継続企業を前提として作成しており、このよ

うな重要な疑義の影響を財務諸表には反映しておりませ

ん。 
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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

 子会社株式

 　移動平均法による原価法を採用しており

　 ます。

その他有価証券

（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。

 子会社株式

同左

 

その他有価証券

（時価のないもの）

同左

２．デリバティブ等の評価基

準及び評価方法

デリバティブ

　時価法を採用しております。

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

　総平均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

　　定率法を採用しております。

 　 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、定額法を採用しております。

 　 なお、主な耐用年数は次のとおりであ

　　ります。

(1）有形固定資産

　　　　　　　　同左　

 　 

　　

 

 　 

 建物 10年～47年

工具器具備品 ４年～15年

  

  

 (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

５．繰延資産の処理方法 (1）社債発行費

　支出時に全額費用として処理しており

ます。

(1）社債発行費

　　　　　　 　同左

６．外貨建の資産及び負債の

本邦通貨への換算基準

 　 外貨建金銭債権債務は、決算日の直物

　為替相場により円貨に換算し、換算差額

　は損益として処理しております。

 

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．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

８．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

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

消費税及び地方消費税の会計処理は、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。

　これまでの資本の部の合計に相当する金額は344,161千円

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

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）

「受取事務手数料」は、前期まで、営業外収益の「雑収

入」に含めて表示しておりましたが、当期において、重要

性が増したため区分掲記しました。

なお、前期の「受取事務手数料」は1,200千円であります。

                ────────
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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　受取手形割引高        111,742千円 １　受取手形割引高        97,450千円

※２　担保資産及び担保付債務

　担保に供している資産は次のとおりであります。

※２　担保資産及び担保付債務

　担保に供している資産は次のとおりであります。

現金及び預金         80,747千円

建物        19,914千円

土地        38,957千円

計        139,619千円

現金及び預金      80,803千円

建物      18,970千円

土地 38,957千円

計   138,730千円

　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        330,000千円

１年内返済予定長期借入金        54,783千円

長期借入金         28,750千円

計        413,533千円

短期借入金       303,000千円

１年内返済予定長期借入金        28,750千円

長期借入金 －千円

計        331,750千円

※３　関係会社に対する資産及び負債

　区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているも

のは、次のとおりであります。

※３　関係会社に対する資産及び負債

　区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているも

のは、次のとおりであります。

流動資産  

売掛金       240,790千円

短期貸付金 52,095千円

流動負債  

買掛金     1,431,497千円

流動資産  

売掛金   145,375千円

固定資産           　  

長期貸付金 19,095千円

流動負債  

買掛金     1,553,283千円

  ４  偶発債務

　　　 次の関係会社について、金融機関からの借入金等に

　　　 対し債務保証を行っております。

保証先 金額 

エムアイティージャパン
㈱

1,394,600千円

菱三フーズ㈱ 191,599千円

計 1,586,199千円

  ４  偶発債務

　　　 次の関係会社について、金融機関からの借入金等に

　　　 対し債務保証を行っております。

保証先 金額 

エムアイティージャパン
㈱

 1,309,685千円

菱三フーズ㈱ 73,075千円

計 1,382,761千円

 ※５  期末日満期手形

　　　 期末日満期手形の会計処理については、手形交換日

　　　 をもって決済処理をしております。なお、当期末日

　　　 が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手

　　　 形が期末残高に含まれております。

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　998千円

　　　 また、次の期末日満期手形が受取手形割引高の会計

　　　 期末残高に含まれております。

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  52,098千円

 

                  ────────
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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　各科目に含まれている関係会社に対するものは、次

のとおりであります。

※１　各科目に含まれている関係会社に対するものは、次

のとおりであります。

売上高    1,182,264千円

商品仕入高    5,367,437千円

受取事務手数料       4,100千円

売上高     719,411千円

商品仕入高 4,681,194千円

受取事務手数料     4,800千円

※２　固定資産売却益は、車両運搬具159千円であります。                  ────────

※３　固定資産除却損は、ソフトウェア403千円でありま

す。

                  ────────

※４　減損損失

　　　当事業年度において、当社は以下の資産につい

て減損損失を計上しました。

場所 用途 種類 その他

ICHIBA!! 豊

四季店

フランチャ

イズ店向け

店舗設備

工具器具備

品

 

上記のリース資産につきフランチャイズ契約が解除され

たものの、他に転用することが不可能であるため、未経

過リース料の現在価値全額を減額し、当該減少額を減損

損失（30,362千円）として特別損失に計上しました。

※４　減損損失

　　　当事業年度において、当社は以下の資産につい

て減損損失を計上しました。

場所 用途 種類 その他

食品小売サ

ポ ー ト 事

業 

及び

ICHIBA!! 墨

田店

食品小売サ

ポート事業

部設備及び

直営店店舗

設備

建物、工具

器具備品及

び ソ フ ト

ウェア

 

上記の固定資産及びリース資産につき当該事業部の回収

可能性を勘案した結果、当該事業部で使用している

固定資産の帳簿価額、及び未経過リース料の現在価値全

額を減額し、当該減少額を減損損失（49,022千円）とし

て特別損失に計上しました。
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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）

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。
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（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．借手側

  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．借手側

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

 
取得価額
相当額
（千円）

減価償却
累計額相
当額
（千円）

減損損失
累計額相
当額
（千円）

期末残高
相当額
（千円） 

工具器具備品 174,210 60,640 30,362 83,207

合計 174,210 60,640 30,362 83,207

 
取得価額
相当額
（千円）

減価償却
累計額相
当額
（千円）

減損損失
累計額相
当額
（千円）

期末残高
相当額
（千円） 

工具器具備品 174,024 94,785 59,378 19,861

合計 174,024 94,785 59,378 19,861

(2）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

１年内       36,359千円

１年超       78,690千円

合計      115,049千円

　　 リース資産減損勘定の残高         30,362千円

１年内    33,081千円

１年超   48,320千円

合計   81,401千円

　　 リース資産減損勘定の残高  59,378千円

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失

支払リース料       38,966千円

リース資産減損勘定の取崩額       －

減価償却費相当額       36,914千円

支払利息相当額       3,199千円

減損損失       30,362千円

支払リース料    39,826千円

リース資産減損勘定の取崩額  8,473千円

減価償却費相当額  37,715千円

支払利息相当額 2,719千円

減損損失       37,488千円

(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

同左

(5）利息相当額の算定方法

　リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差

額を利息相当額とし、各期への配分方法については利

息法によっております。

(5）利息相当額の算定方法

同左

（有価証券関係）

前事業年度（平成19年３月31日）

　子会社株式及び関連会社株式で、時価のあるものはありません。

当事業年度（平成20年３月31日）

　子会社株式及び関連会社株式で、時価のあるものはありません。
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（税効果会計関係）

 

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。

（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 10,281円46銭 1,677円56銭

１株当たり当期純利益金額又は当期純損

失金額（△）
     △12,615円67銭      　△8,072円83銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金

額又は当期純損失金額（△）

　潜在株式がないため、記載しており

ません。

　潜在株式がないため、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。

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）

当期純利益又は当期純損失（△）              △422,296千円       △270,230千円

普通株主に帰属しない金額 － －

普通株式に係る当期純利益又は当期純損

失（△）
             △422,296千円        △270,230千円

普通株式の期中平均株式数  　　　　　　　　　 33,474株  　　　　　 　　　　33,474株
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（重要な後発事象）

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）

平成18年9月9日付売買契約に基いて、当社は中国の山東

省青島市の貿易会社Qingdao King Trading CO.,LTDに総額

181万米ドル（期末日レート換算で212,682千円、以下同じ）

の鮭の販売を行いましたが、商品の青島港到着が遅れ、同

社の加工開始等が遅れたこと等を理由として同社の資金繰

りに影響が生じ、当社宛の支払が繰延べされております。

　当社とQingdao King Trading CO.,LTDとの間で取交わし

た未払金支払計画確認書では、平成19年５月下旬から７月

下旬までの間に５回に分割支払される予定でありました。

　第１回目の支払である５月20日期日の40万米ドル（46,820

千円）について遅延しながらも６月25日までに入金となり

ました。第２回目の支払である６月15日期日の40万米ドル

（46,820千円）については６月28日現在支払が遅延してお

ります。現在支払われていない残余の141万米ドル（165,862

千円）についての支払スケジュールは下記のとおりとなっ

ており、引続き早期に支払うよう交渉しておりますが、万

が一、支払不能な状態が発生することに備え、当該貨物を

転売できるよう保全措置も講じております。近年の魚価の

高騰（欧米での魚食普及と水産資源の枯渇）から、当該貨

物を転売することで十分に債権は回収可能であると判断し

ております。

＜残余の支払スケジュール＞

　平成19年６月15日　40万米ドル  

  平成19年６月30日　20万米ドル

　平成19年７月10日　40万米ドル

  平成19年７月25日　41万米ドル

1.平成18年９月９日付売買契約に基いて、当社は中国の山

東省青島市の貿易会社QINGDAO KING TRADING CO.,LTDに総

額181万米ドル（平成19年3月期末レート換算で212,682千円、

以下同じ）の鮭の販売を行いましたが、商品の青島港到着

が遅れ、同社の加工開始等が遅れたこと等を理由として同

社の資金繰りに影響が生じ、当社宛の支払が繰延べされて

おります。

　当社とQINGDAO KING TRADING CO.,LTDとの間で取交わし

た未払金支払計画確認書では、平成19年５月下旬から７月

下旬までの間に５回に分割支払される予定でありました。

　第１回目の支払である５月20日期日の40万米ドルについ

て遅延しながらも６月25日までに入金となりました。残余

の141万米ドルについては、同社の加工・販売スケジュール

が変更になったため、当社への支払スケジュールも変更と

なり、平成19年11月22日までに26万米ドルが回収となった

一方、残り115万米ドルについては鮭の加工及び販売実績に

基づいて分割支払されることになりました。先ずは、平成

20年５月下旬に40万米ドルの回収を見込んでおり、残額に

ついても、引続き早期に支払うよう交渉しておりますが、

万が一、支払不能な状態が発生することに備え、保全措置

も講じており、現在の市況から、当該貨物を転売すること

で十分に債権は回収可能であると判断しております。

2.当社は、中国の山東省青島市所在の連結子会社である

青島冷豊食品有限公司（資本金6,500千米ドル）に対し

5,250千米ドルの出資を行っておりましたが、その内

2,000千米ドルを平成20年4月24日付にて三松（青島）石

材有限公司に資本譲渡いたしました。本件により、当社

の出資比率は従前の80.8％から50.0％に変更となり

ます。

　三松（青島）石材有限公司は中国山東省青島市に所在

する石材加工を中心とする企業でありますが、食品関連

事業を含む業容拡大展開を図っていたところに今般の

合意となったものです。
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６．その他
(1）役員の異動

該当事項はありません。

 

(2）その他

 該当事項はありません。
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