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1.  21年3月期の連結業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(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 ％

21年3月期 32,192 0.3 539 206.7 514 251.2 180 ―

20年3月期 32,092 △0.9 176 50.6 146 44.2 △172 ―

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 ％ ％ ％

21年3月期 10.65 ― 4.3 2.9 1.7
20年3月期 △10.19 ― △3.9 0.8 0.5

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  ―百万円 20年3月期  ―百万円

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

21年3月期 18,011 4,207 23.4 248.10
20年3月期 17,628 4,105 23.3 241.90

（参考） 自己資本   21年3月期  4,206百万円 20年3月期  4,104百万円

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

21年3月期 1,148 △228 △140 3,117
20年3月期 576 △322 △601 2,337

2.  配当の状況 

(注）配当金の内訳 記念配当１円００銭 

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 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

20年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―

21年3月期 ― 0.00 ― 4.00 4.00 67 37.6 1.6

22年3月期 
（予想）

― 0.00 ― 1.00 1.00 34.0

3.  22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22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

16,200 △1.2 120 △47.2 110 △49.5 30 △64.3 1.76

通期 32,200 0.0 250 △53.7 200 △61.1 50 △72.3 2.94
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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） 

(注）詳細は、20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） 

（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、30ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期 17,000,000株 20年3月期 17,000,000株

② 期末自己株式数 21年3月期  43,027株 20年3月期  34,024株

（参考）個別業績の概要 

1.  21年3月期の個別業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(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 ％

21年3月期 31,799 0.2 437 206.1 465 156.6 149 ―

20年3月期 31,723 △1.0 143 59.9 181 53.8 △214 ―

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

21年3月期 8.82 ―

20年3月期 △12.63 ―

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

21年3月期 18,203 4,464 24.5 263.27
20年3月期 17,861 4,392 24.6 258.89

（参考） 自己資本 21年3月期  4,464百万円 20年3月期  4,392百万円

2.  22年3月期の個別業績予想（平成21年4月1日～平成22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）

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

本資料記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実
際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、
4ページ「１．経営成績（１）経営成績に関する分析」をご覧ください。 

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 16,000 △1.3 100 △48.0 110 △44.8 30 △57.9 1.76

通期 31,700 △0.3 200 △54.3 180 △61.4 40 △73.3 2.35
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当連結会計年度におけるわが国経済は、昨年の秋口より、米国のサブプライムローンに端を発した世

界的な金融危機の影響により米国経済の失速をはじめとした企業収益の大幅な悪化など、かつてない厳

しい状況となりました。 

 当業界におきましては、期初の原料原価や資材の高騰等による生産コストの上昇に加え、資本市場の

不安定と雇用情勢の悪化による個人消費減退等により一段と厳しい環境で推移しました。 

 このような状況におきまして、当社は今期90周年（当社創業1919年）を迎え「お客様第一にあふれる

味覚をお届けします」をモットーに安全・安心な製品造りに努める一方、品質保証体制の整備、コンプ

ライアンスを重視した事業活動、商品開発と経営理念に基づいた人材開発に注力してまいりました。 

 また、技術向上を図るため引き続きＤＬＧ（ドイツ農業協会）国際食品品質競技会へ出品し、【ハ

ム・ソーセージ部門】におきましては、金９個、銀２個、銅２個の受賞を果たした他、【コンビニエン

スフード部門】におきましても、金８個、銀２個、銅２個を受賞するという栄誉を果たすとともにハ

ム・ソーセージの販売に注力してまいりました。 

 以上の結果、当連結会計年度の売上高は321億92百万円（前年同期比0.3％増）、営業利益５億39百万

円（前年同期比206.7％増）、経常利益は５億14百万円（前年同期比251.2％増）となり、連結当期純利

益は１億80百万円（前年同期は１億72百万円の純損失）となりました。 

  

部門別の概況は次のとおりです。 

  

加工品部門 

加工品部門については、期初に主要な原料である輸入豚肉価格及び包装資材価格が上昇するなど厳し

い環境のなか、新製品の『お肉屋さんのソーセージ』やウインナー・ソーセージ類が引き続き好調に推

移しました。また、『野菜といっしょに食べよう』シリーズも好調に推移し加工品部門全体の売上を伸

ばすことが出来ました。その結果、売上高は135億33百万円（前年同期比5.5％増）となりました。 

  

食肉部門 

食肉部門の売上については、雇用情勢の悪化による個人消費減退等の影響により減少しました。収益

面におきましては、上期は国産豚肉価格の高騰により苦戦しましたが下期には国産豚肉価格が下落傾向

で推移したことと、輸入牛肉においては高値で推移したこと等により品薄となるなどの要因がありまし

たが収益向上に注力しました。その結果、売上高は174億93百万円（前年同期比2.6％減）となりまし

た。 

  

惣菜部門 

惣菜部門については、国内商品のコロッケ・メンチカツ等ピロー商品関係は順調に伸びましたが、大

きく減少した中国製品の売上をカバーするに至りませんでした。その結果、売上高は11億64百万円（前

年同期比10.3％減）となりました。 

  

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析

 ①当期の経営成績

福留ハム㈱（2291）平成21年３月期決算短信

3



次期の見通しにつきましては、今後のわが国経済は、各国の経済対策への期待はあるものの、世界同

時不況に回復のきざしが見えず、深刻な景気後退局面が続くことが想定されますが、加えて、メキシコ

で発生した新型インフルエンザの影響でさらに不透明感が増す等、極めて厳しい状況になると思われま

す。当社グループは、創業90周年（当社創業1919年）記念の新製品としてロースハム・ウインナーソー

セージを軸とした「金の匠シリーズ」を投入し販売の強化を図るとともに、生産革新に伴うローコスト

オペレーション体制の充実を図ってまいります。 

 次期の業績につきましては、連結売上高322億円（前年同期比0.0％）、営業利益２億50百万円（前年

同期比53.7％減）、経常利益は２億円（前年同期比61.1％減）、連結当期純利益は50百万円（前年同期

比72.3％減）を見込んでおります。 

  

①資産、負債及び純資産の状況 

（資産の部） 

当連結会計年度末の資産合計は、前連結会計年度末に比べ３億83百万円増加の180億11百万円になり

ました。 

流動資産は、前連結会計年度末に比べ５億23百万円増加の81億78百万円となりました。 

主な要因は、現金及び預金７億79百万円の増加及び受取手形及び売掛金１億85百万円の減少等によるも

のであります。 

固定資産は、前連結会計年度末に比べ１億40百万円減少の98億32百万円となりました。 

主な要因は、投資有価証券の評価替等による１億78百万円の減少等によるものであります。 

（負債の部） 

負債合計は、前連結会計年度末に比べ２億80百万円増加の138億３百万円となりました。 

流動負債は、前連結会計年度末に比べ５億56百万円増加の109億円となりました。 

主な要因は、短期借入金３億53百万円、未払金１億19百万円の増加等によるものであります。 

固定負債は、前連結会計年度末に比べ２億76百万円減少の29億３百万円となりました。 

主な要因は、長期借入金４億92百万円の減少及び退職給付引当金１億７百万円、リース債務１億13百万

円の増加等によるものであります。 

（純資産の部） 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べ１億２百万円増加の42億７百万円となりました。 

主な要因は、利益剰余金１億80百万円の増加及びその他有価証券評価差額金76百万の減少等によるもの

であります。 

  

 ②次期の見通し

(2) 財政状態に関する分析
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②キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ７億79百万円増加の31億

17百万円（前連結会計年度比33.4%増）となりました。 

各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりです。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果得られた資金は 11億48百万円（前連結会計年度は５億76百万円の資金獲得）となり

ました。主な要因は、税金等調整前当期純利益４億17百万円、減価償却費４億３百万円及び売上債権の

減少１億85百万円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） 

投資活動の結果使用した資金は２億28百万円（前連結会計年度は３億22百万円の資金使用）となりま

した。主な要因は有形固定資産の取得１億97百万円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） 

財務活動の結果使用した資金は１億40百万円（前連結会計年度は６億１百万円の資金使用）となりま

した。主な要因は長期借入金の返済５億38百万円及び短期借入金の純増額４億円等によるものでありま

す。 

  

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

  

   
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／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 

（注）１．各指標は、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．「株式時価総額」は、（期末株価終値）×（期末発行済株式数）により算出しております。 

   ３．営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用 

    しております。 

   ４．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にして 

    おります。 

   ５．利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の支払額を使用しております。 

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 平成21年３月期

自己資本比率 25.0 25.2 24.9 23.3 23.4

時価ベースの自己資本比率 27.4 23.3 17.9 14.0 19.0

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率

10.3 19.4 26.4 14.5 7.2

インタレスト・カバレッジ・
レシオ

5.4 3.1 2.4 3.5 7.5
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株主の皆様への利益配分につきましては、強固な経営基盤に基づく安定的な配当の継続を基本方針と

しております。 

 当期の配当金につきましては、基本方針に基づき１株当たり４円（普通配当３円・記念配当１円）の

利益配当を実施いたします。 

 一方、様々な要因による業績変動への対応や生産性向上を図る設備投資の為に内部留保の拡充も急務

であると考えています。 

 当社としましては採算性の向上を図り、収益基盤を強化する中で内部留保の充実と、将来にわたって

安定した利益配分を行なうことにより株主の皆様のご期待に沿うべく努力をしてまいる所存でありま

す。 

  

当社グループの経営成績及び財務状況等に重要な影響を及ぼす可能性のあるリスクは以下のようなも

のがあります。 

 なお、文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したも

のであります。 

① 経済状況に係るもの 

ａ 当社グループの主要製品であるハム・ソーセージの国内製造量は、平成７年(1995年)をピークと

して僅かながら減少傾向になっています。 

  少子高齢化により、今後このような趨勢は継続されるものと予想されます。 

ｂ 当社グループで取り扱っている主要製品、仕入商品のほとんどについて包装材料を使用していま

すが、その主なものは石油化学製品であり、石油の価格変動の影響を受ける可能性があります。

② 財務状態及び経営成績の異常な変動に係るもの 

ａ 有利子負債への依存度について 

   当社グループは、過年度においては、本社・工場及び一部の事業所を自社で取得しており、当

該資金を金融機関からの借入により調達しているため、総資産に占める有利子負債の比率が高い

水準にあります。今後、資金調達手段の多様化に積極的に取り組み、自己資本の充実に注力する

方針でありますが、現行の金利水準が変動した場合には当社グループの業績及び財政状態に影響

を及ぼす可能性があります。 

ｂ 減損会計導入の影響について 

   当社グループの事業所開設として、敷地を取得するケースと賃借で使用するケースがありま

す。固定資産の減損に係る会計基準の適用により保有する固定資産及びファイナンス・リース資

産について減損処理が必要となった場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性がありま

す。 

③ 取引の継続性について 

ａ 当社グループの売上高の大半は、納入先との納入数量、価格等に関する長期納入契約を締結して

いません。 

ｂ 当社グループの主要製品に使用される原材料についてはその大半を海外市場に依存しており、取

引先との買入数量、価格等に関する長期仕入契約を締結していません。 

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

(4) 事業等のリスク
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④ 特有の法規制に係るもの 

ａ 当社グループの取扱い品目の大半は、「食品衛生法」、「農林物資の規格化及び品質表示の適正

化に関する法律」、「不当景品類及び不当表示防止法」を始めとした諸法令の適用を受けていま

す。 

  自社製造の製品に限らず他社製造の仕入商品等において誤りが発生し市場に流出した場合に、こ

れらの事実を公開し商品を速やかに回収する必要があり、信頼失墜及び経済的損失等を被る可能

性があります。 

ｂ 当社グループの取扱い品目である輸入豚肉は、セーフガード(緊急輸入制限措置)の対象品目であ

り、年度初めから各四半期の終了までの累計輸入量が、過去３年度同期の平均輸入量の119％を

超えた場合、年度の残りの期間について基準輸入価格を引き上げる関税緊急措置がとられ、仕入

価格に上乗せされることにより業績が圧迫される可能性があります。 

ｃ 当社グループの取扱い品目である輸入牛肉は、セーフガード(緊急輸入制限措置)の対象品目であ

り、年度初めから各四半期の終了までの累計輸入量が、過去３年度同期の平均輸入量の117％を

超えた場合、年度の残りの期間について関税を50％に引き上げる関税緊急措置がとられ、仕入価

格に上乗せされることにより業績が圧迫される可能性があります。 

ｄ 当社グループの取扱い品目である国産牛肉は、「牛の個体識別のための情報管理及び伝達に関す

る特別措置法」(いわゆる牛トレーサビリティ法)が適用されています。 

  システムの運用、保守等において過誤が生じた場合、消費者に誤解を招く可能性があります。 

⑤ 家畜の疫病に係るもの 

ａ 当社グループの取扱い品目である畜肉には、様々な予測困難な家畜の疫病が発生する可能性があ

ります。該当畜肉はもとより未該当の畜肉においても、需要・供給の問題及び相場の急激な変動

等により経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。 

ｂ 当社グループの取扱い品目である牛肉は、牛類の伝染病であるＢＳＥ(牛海綿状脳症)等が発生し

た場合、発生地域からの供給が停止され仕入が困難となるのみならず、消費者の健康への不安感

から未発生地域で生産された牛肉までも消費不振となるいわゆる風評被害が発生する等、経営成

績等に影響を及ぼす可能性があります。 

ｃ 当社グループの取扱い品目である鶏肉は、鳥類の伝染病である鳥インフルエンザ等が発生した場

合、発生地域からの供給が停止され仕入が困難となるのみならず、消費者の健康への不安感から

未発生地域で生産された鶏肉までも消費不振となるいわゆる風評被害が発生する等、経営成績等

に影響を及ぼす可能性があります。 

ｄ 当社グループの取扱い品目である豚肉は、平成21年４月にメキシコで発生した新型インフルエン

ザでさらに不透明感が増すなど、極めて厳しい状況になることが想定されることから、経営成績

等に影響を及ぼす可能性があります。 
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 当社グループは、当社（福留ハム株式会社）及び当社の食肉供給を目的とする子会社の㈱福留、佐賀県枝

肉出荷㈱の２社及び食肉加工工程の一部（解体工程及び包装工程）の処理加工作業を事業内容とする子会社

の㈱佐賀福留・㈱福留ハムパックセンターの２社、惣菜製品の製造を事業内容とする松戸福留㈱、及び小売

外食部門を事業内容とする子会社の昴㈱により構成されています。 

  

事業の系統図は、次のとおりであります。 

  
 

2. 企業集団の状況
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当社グループは「お客様第一」を経営理念として、ハム・ソーセージをはじめとした食肉製品を通じ

て社会に貢献することを使命とし、社会に役立つグループであり続けることを基本方針としています。

  

目標とする経営指標につきましては、株主価値の 大化を図るために資本効率を高め、売上高営業利

益率及び売上高経常利益率並びに株主資本利益率（ＲＯＥ）を現在の水準よりさらに向上させることを

目指してまいります。 

  

Ⅰ．経営方針 

１．お客様の満足度を高め、食肉製品の更なる向上をめざし、食文化の創造提供をとおして 

 社会に貢献する。 

２．食品の特性と安心・安全・おいしさを追求し、健康と感動のある楽しい食生活を演出る 

 ことを使命とする。 

３．収益構造を確立し、安定経営の基盤を強固にする。 

Ⅱ．食肉事業の堅実な成長を図り、収益の柱とする。 

１．産地と共同開発のブランドを確立する。 

２．関連会社を含めた食肉事業全体の体制を見直し、効率化を図る。 

３．新しい仕入・販売チャネルの開拓により、販売量を拡大する。 

Ⅲ．加工食品事業のブランドの確立を図り、安定収益を目指す。 

１．お客様に支持されるブランド商品を開発し、ＯＥＭブランド商品と合わせシェアーアッ 

 プを図る。 

２．調理食品の特性を更に追求し、新しい食のシーンを演出する商品開発を行う。 

３．商品企画開発部門の充実を図る。 

４．生産体制の見直しを図り、ＯＥＭを含めた生産性の向上を追求する。 

Ⅳ．消費者により接近した業態への多角化を推進する。 

１．小売店舗の充実を図る。 

２．飲食店の展開を拡大する。 

Ⅴ．経営効率の追求 

１．生産拠点の見直しにより、生産性の向上及び物流コストの削減を追求する。 

２．不採算・非効率事業所の統廃合により、収益効率を追求する。 

３．遊休資産の処分により、財務体質の強化及び資本効率を追求する。 

４．人事制度の改革により、社内の活性化を図り、新たなビジネスチャンスの発掘を目的と 

 した全員参加の経営を目指す。 

５．グルーピング（小集団採算目標管理）を推進することにより、社員の意識改革とスピー 

 ド経営を目指す。 

６．社内カンパニーを見据えて事業部制をより発展、強化する。 

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
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業界全体では、海外及び国内で発生している様々な家畜の疫病などにより原料、商品の供給及び価格

が不安定になっています。加えて消費者の皆様の食品への信頼に応えることの重要性が高まっている状

況にあります。 

 当社グループといたしましては、国内外の産地及び仕入先の多様化を推進し、流通の見直しにより流

通在庫の極小化を図るなど、リスクの分散を実施する方針であります。一方で、生産性の向上を柱とし

た業務の効率化を進めコストダウンによる競争力の強化をはじめとして、資産の有効活用により経営体

質を強化し、キャッシュ・フローの増大と収益確保による経営安定が重要課題であると考えておりま

す。 

  

(4) 会社の対処すべき課題
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4.【連結財務諸表】 

(1)【連結貸借対照表】 

(単位：千円)

前連結会計年度 

(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 

(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,547,630 3,327,363 

受取手形及び売掛金 3,292,612 3,106,635 

たな卸資産 1,678,750 － 

商品及び製品 － 1,063,293 

仕掛品 － 57,428 

原材料及び貯蔵品 － 478,436 

前払費用 33,014 33,417 

繰延税金資産 109,804 116,822 

その他 4,610 3,785 

貸倒引当金 △11,382 △8,210 

流動資産合計 7,655,041 8,178,972 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,006,342 2,835,683 

機械装置及び運搬具（純額） 496,642 439,925 

土地 3,350,829 3,350,829 

リース資産（純額） － 137,298 

建設仮勘定 － 78,260 

その他 83,451 62,014 

有形固定資産合計 6,937,266 6,904,010 

無形固定資産   

電話加入権 21,201 21,201 

その他 15,303 9,095 

無形固定資産合計 36,504 30,296 

投資その他の資産   

投資有価証券 1,709,556 1,530,837 

出資金 85,067 85,067 

敷金及び保証金 158,766 152,968 

保険積立金 21,744 22,568 

繰延税金資産 998,057 1,060,314 

その他 219,023 254,036 

貸倒引当金 △192,849 △207,440 

投資その他の資産合計 2,999,365 2,898,352 

固定資産合計 9,973,136 9,832,659 

資産合計 17,628,177 18,011,632 
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(単位：千円)

前連結会計年度 

(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 

(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,534,184 2,489,016 

短期借入金 6,918,800 7,272,400 

未払金 427,719 547,654 

未払費用 90,476 90,505 

未払法人税等 119,384 212,783 

賞与引当金 216,407 223,871 

リース債務 － 25,586 

その他 37,038 38,730 

流動負債合計 10,344,009 10,900,549 

固定負債   

長期借入金 1,435,150 942,750 

退職給付引当金 1,524,275 1,632,183 

役員退職慰労引当金 196,190 191,676 

リース債務 － 113,002 

その他 23,500 23,500 

固定負債合計 3,179,115 2,903,112 

負債合計 13,523,125 13,803,662 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,691,370 2,691,370 

資本剰余金 1,503,937 1,503,937 

利益剰余金 △184,566 △3,918 

自己株式 △7,705 △9,272 

株主資本合計 4,003,036 4,182,116 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 101,022 24,864 

評価・換算差額等合計 101,022 24,864 

少数株主持分 993 989 

純資産合計 4,105,052 4,207,969 

負債純資産合計 17,628,177 18,011,632 
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(2)【連結損益計算書】 

(単位：千円)

前連結会計年度 

(自 平成19年４月１日 

 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

売上高 32,092,286 32,192,729 

売上原価 26,488,296 26,152,990 

売上総利益 5,603,989 6,039,739 

販売費及び一般管理費 5,427,941 5,499,794 

営業利益 176,048 539,944 

営業外収益   

受取利息及び配当金 23,702 23,661 

不動産賃貸料 84,029 85,341 

その他 21,921 20,855 

営業外収益合計 129,653 129,858 

営業外費用   

支払利息 155,307 152,803 

その他 3,968 2,792 

営業外費用合計 159,275 155,595 

経常利益 146,427 514,207 

特別利益   

固定資産売却益 41 58 

特別利益合計 41 58 

特別損失   

固定資産除却損 18,604 5,901 

投資有価証券評価損 － 90,631 

過年度役員退職慰労引当金繰入額 184,825 － 

特別損失合計 203,430 96,533 

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損

失（△）

△56,961 417,732 

法人税、住民税及び事業税 176,794 288,702 

法人税等調整額 △60,813 △51,613 

法人税等合計 115,981 237,089 

少数株主損失（△） △3 △4 

当期純利益又は当期純損失（△） △172,939 180,647 
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(3)【連結株主資本等変動計算書】 

(単位：千円)

前連結会計年度 

(自 平成19年４月１日 

 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 2,691,370 2,691,370 

当期変動額   

当期変動額合計 － － 

当期末残高 2,691,370 2,691,370 

資本剰余金   

前期末残高 1,503,937 1,503,937 

当期変動額   

当期変動額合計 － － 

当期末残高 1,503,937 1,503,937 

利益剰余金   

前期末残高 39,299 △184,566 

当期変動額   

剰余金の配当 △50,926 － 

当期純利益又は当期純損失（△） △172,939 180,647 

当期変動額合計 △223,865 180,647 

当期末残高 △184,566 △3,918 

自己株式   

前期末残高 △6,084 △7,705 

当期変動額   

自己株式の取得 △1,620 △1,567 

当期変動額合計 △1,620 △1,567 

当期末残高 △7,705 △9,272 

株主資本合計   

前期末残高 4,228,522 4,003,036 

当期変動額   

剰余金の配当 △50,926 － 

当期純利益又は当期純損失（△） △172,939 180,647 

自己株式の取得 △1,620 △1,567 

当期変動額合計 △225,486 179,080 

当期末残高 4,003,036 4,182,116 
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(単位：千円)

前連結会計年度 

(自 平成19年４月１日 

 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 497,117 101,022 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △396,094 △76,158 

当期変動額合計 △396,094 △76,158 

当期末残高 101,022 24,864 

評価・換算差額等合計   

前期末残高 497,117 101,022 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △396,094 △76,158 

当期変動額合計 △396,094 △76,158 

当期末残高 101,022 24,864 

少数株主持分   

前期末残高 997 993 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △3 △4 

当期変動額合計 △3 △4 

当期末残高 993 989 

純資産合計   

前期末残高 4,726,636 4,105,052 

当期変動額   

剰余金の配当 △50,926 － 

当期純利益又は当期純損失（△） △172,939 180,647 

自己株式の取得 △1,620 △1,567 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △396,097 △76,162 

当期変動額合計 △621,584 102,917 

当期末残高 4,105,052 4,207,969 
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(4)【連結キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：千円)

前連結会計年度 

(自 平成19年４月１日 

 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純

損失（△）

△56,961 417,732 

減価償却費 418,201 403,010 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 196,190 11,858 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △10,924 11,418 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 133,197 107,908 

固定資産売却損益（△は益） △41 △58 

受取利息及び受取配当金 △23,702 △23,661 

支払利息 155,307 152,803 

固定資産除却損 18,604 5,901 

投資有価証券評価損益（△は益） － 90,631 

売上債権の増減額（△は増加） 485,448 185,977 

たな卸資産の増減額（△は増加） 46,083 79,592 

仕入債務の増減額（△は減少） △507,115 △47,542 

その他 △72,643 102,814 

小計 781,642 1,498,386 

利息及び配当金の受取額 24,050 23,682 

利息の支払額 △164,922 △152,585 

役員退職慰労金の支払額 － △16,371 

法人税等の支払額 △64,171 △204,888 

営業活動によるキャッシュ・フロー 576,599 1,148,223 

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 △100,000 － 

定期預金の払戻による収入 150,000 － 

有形固定資産の取得による支出 △376,634 △197,405 

有形固定資産の売却による収入 197 60 

投資有価証券の取得による支出 △9,861 △10,231 

投資有価証券の売却による収入 － 4,500 

その他 13,504 △25,044 

投資活動によるキャッシュ・フロー △322,793 △228,122 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） 20,000 400,000 

長期借入金の返済による支出 △569,000 △538,800 

配当金の支払額 △50,926 － 

その他 △1,620 △1,567 

財務活動によるキャッシュ・フロー △601,547 △140,367 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △347,741 779,733 

現金及び現金同等物の期首残高 2,685,372 2,337,630 

現金及び現金同等物の期末残高 2,337,630 3,117,363 
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該当事項はありません。 

  

(5)【継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況】

(6)【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項】

摘要
前連結会計年度

(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

１ 連結の範囲に関する事項
 
連結子会社の数 ６社

 ㈱広島フーズ、㈱佐賀福留、松戸福
留㈱、㈱福留、昴㈱、佐賀県枝肉出
荷㈱

 
連結子会社の数 ６社

㈱福留ハムパックセンター、㈱佐賀
福留、松戸福留㈱、㈱福留、昴㈱、
佐賀県枝肉出荷㈱

２ 持分法の適用に関する事

項

該当事項はありません。 同左

３ 連結子会社の事業年度に

関する事項

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

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

 (イ)有価証券

   その他有価証券

    時価のあるもの
     決算末日の市場価格等によ

る時価法(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)

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方

法

 (イ)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
     移動平均法による原価法

    時価のないもの
同左

 (ロ)たな卸資産
   主として月次総平均法による原

価法
   ただし、貯蔵品は 終仕入原価

法

 (ロ)たな卸資産
  主として月次総平均法による原

価法（収益性の低下による簿価
切下げの方法）によっておりま
す。

  ただし、貯蔵品は 終仕入原価
法

（会計方針の変更） 
 当連結会計年度より、「棚卸資産
の評価に関する会計基準」（企業会
計基準第９号 平成18年７月５日公
表分）を適用しております。 
 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5,229千円減少しております。

 

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の

方法

 (イ)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

取得した建物(建物付属設備は
除く)については、定額法によ
っております。

   なお、主な耐用年数は次のとお
りであります。
建物及び構築物 10～45年

機械装置及び
運搬具

５～15年

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の

方法

 (イ)有形固定資産(リース資産を除

く)
  定率法によっております。
  ただし、平成10年４月１日以降

取得した建物(建物付属設備は
除く)については、定額法によ
っております。

  なお、主な耐用年数は次のとお
りであります。
建物及び構築物 10～45年

機械装置及び 
運搬具

５～15年

 (会計方針の変更)
  法人税法の改正（(所得税法等の
一部を改正する法律 平成19年３月
30日 法律第６号）及び（法人税法
施行令の一部を改正する政令 平成
19年３月30日 政令第83号)）に伴
い、当連結会計年度から、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。

  この変更による損益への影響は軽
微であります。
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摘要
前連結会計年度

(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

 (追加情報)
  法人税法の改正に伴い、当連結会
計年度より、平成19年３月31日以前
に取得したものについては、改正前
の法人税法に基づく減価償却の方法
の適用により取得価額の５％に到達
した連結会計年度の翌連結会計年度
より、取得価額の５％相当額と備忘
価額との差額を５年間で均等償却す
る方法によっております。

  これに伴い、営業利益及び経常利
益はそれぞれ37,884千円減少し、税
金等調整前当期純損失は37,884千円
増加しております。

 (ロ)無形固定資産
   自社利用のソフトウエアについ

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。 
 

 (ハ)     ―――

 (ロ)無形固定資産（リース資産を除

く）
  自社利用のソフトウエアについ

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。

 (ハ)リース資産
  所有権移転外ファイナンス・リ

ース取引に係るリース資産 
リース期間を耐用年数とし、残
存価額をゼロとして算定する方
法によっております。 
なお、リース取引開始日が適用
初年度開始前の所有権移転外フ
ァイナンス・リース取引につい
ては、引き続き通常の賃貸借取
引に係る方法に準じた会計処理
によっております。

(3) 重要な引当金の計上基準

 (イ)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。

(3) 重要な引当金の計上基準

 (イ)貸倒引当金
同左

 (ロ)賞与引当金
   従業員の賞与支払に備えるた

め、支給見込額のうち当連結会
計年度の負担額を計上しており
ます。

 (ロ)賞与引当金
同左

 (ハ)退職給付引当金
   従業員の退職給付に備えるた

め、当連結会計年度末における
退職給付債務に基づき計上して
おります。なお、会計基準変更
時差異(1,234,218千円)につい
ては、15年による均等額を費用
処理しております。過去勤務債
務は、その発生時の従業員の平
均残存勤務期間以内の一定の年
数(10年)による定額法により損
益処理することとしておりま
す。数理計算上の差異は、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
定額法により翌連結会計年度か
ら損益処理することとしており
ます。

 (ハ)退職給付引当金
同左
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摘要
前連結会計年度

(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

 (ニ)役員退職慰労引当金
   役員の退職慰労金の支出に備え

るため、内規に基づく連結会計
年度末要支給額を計上しており
ます。

 (ニ)役員退職慰労引当金
  役員の退職慰労金の支出に備え

るため、内規に基づく連結会計
年度末要支給額を計上しており
ます。

 (会計方針の変更)
  役員退職慰労金は、従来支出時の
費用として処理しておりましたが、
当連結会計年度より、「租税特別措
置法上の準備金及び特別法上の引当
金又は準備金並びに役員退職慰労引
当金等に関する監査上の取扱い」
（日本公認会計士協会 平成19年４
月13日 監査・保証実務委員会報告
第42号）を適用し、内規に基づく連
結会計年度末要支給額を役員退職慰
労引当金として計上する方法に変更
しております。

  この変更に伴い、当連結会計年度
負担額13,765千円を「販売費及び一
般管理費」に計上し、過年度負担額
184,825千円については「特別損
失」に計上しております。

  この結果、従来の方法と比べ、営
業利益及び経常利益はそれぞれ
13,765千円減少し、税金等調整前当
期純損失は198,590千円増加してお
ります。

(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)           ―――

(5) 消費税等の会計処理
  消費税等の会計処理は税抜処理に

よっております。

(5) 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

のれんの償却については、発生時
にその全額を償却しております。

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、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
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(7)【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】

【会計処理の変更】

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

――― (リース取引に関する会計基準等)

所有件移転外ファイナンス・リース取引については、

従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によって

おりましたが、当連結会計年度より、「リース取引に関

する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17

日（企業審議会第一部会）、平成19年３月30日改正））

及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業

会計基準適用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認

会計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30日改

正））を適用し、通常の売買取引に係る会計処理によっ

ております。 

なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権

移転外ファイナンス・リース取引については、引き続き

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。

これにより、営業利益、経常利益及び税金等調整前当

期純利益に与える影響は軽微であります。

【表示方法の変更】

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

―――――― (連結貸借対照表)

 財務諸表等規則等の一部を改正する内閣府令（平成

20年８月７日内閣府令第50号）が適用になることに伴

い、前連結会計年度において、「たな卸資産」として掲

記されたものは、当連結会計年度から「商品及び製品」

「仕掛品」「原材料及び貯蔵品」に区分掲記している。

なお、前連結会計年度の「たな卸資産」に含まれる「商

品及び製品」「仕掛品」「原材料及び貯蔵品」は、それ

ぞれ1,090,426千円、58,160千円、530,163千円でありま

す。
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(8)【連結財務諸表に関する注記事項】

(連結貸借対照表関係)

番号 区分
前連結会計年度

(平成20年３月31日)
当連結会計年度 

(平成21年３月31日)

 ※１ 

 

有形固定資産から控除した

減価償却累計額
10,661,884千円 10,940,653千円

 ※２ 担保の状況

 
 

担保提供資産

①有形固定資産

  建物及び構築物 2,502,830千円

  機械装置及び
  運搬具

460,475千円

  土地 2,518,161千円

  その他 37,409千円

②投資有価証券 33,303千円

  合計 5,552,180千円

上記のうち工場財団設定分

 有形固定資産

  建物及び構築物 2,098,576千円

  機械装置及び
  運搬具

450,670千円

  土地 1,018,289千円

  その他 35,756千円

  合計 3,603,291千円

上記の担保提供資産に対する債務

  支払手形及び
  買掛金

5,051千円

  短期借入金 2,155,250千円

  (うち工場
    財団分

1,889,250千円)

  長期借入金 1,403,150千円

  (うち工場
    財団分

809,950千円)

  合計 3,563,451千円

 
 

担保提供資産

①有形固定資産

  建物及び構築物 2,432,737千円

 機械装置及び 
  運搬具

407,386千円

  土地 2,518,161千円

  その他 29,509千円

②投資有価証券 33,303千円

  合計 5,421,097千円

上記のうち工場財団設定分

 有形固定資産

  建物及び構築物 1,972,642千円

 機械装置及び 
  運搬具

398,949千円

  土地 1,018,289千円

  その他 28,242千円

  合計 3,418,123千円

上記の担保提供資産に対する債務

 支払手形及び 
  買掛金

10,212千円

  短期借入金 2,238,650千円

 (うち工場 
    財団分

1,972,650千円)

  長期借入金 942,750千円

 (うち工場 
    財団分

441,150千円)

  合計 3,191,612千円
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(連結損益計算書関係)

番号 区分
前連結会計年度

(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

 ※１ 販売費及び一般管理費の内

訳

販売費及び一般管理費の主要な費目

と金額は次のとおりであります。

給与手当 1,582,913千円

賞与引当金繰入額 134,769千円

退職給付費用 263,439千円

貸倒引当金繰入額 6,885千円

荷造運搬費 905,309千円

販売奨励金 549,218千円

役員退職慰労引当
金繰入額

13,765千円

販売費及び一般管理費の主要な費目

と金額は次のとおりであります。

給与手当 1,575,418千円

賞与引当金繰入額 146,465千円

退職給付費用 264,358千円

貸倒引当金繰入額 18,905千円

荷造運搬費 978,003千円

販売奨励金 564,445千円

役員退職慰労引当
金繰入額

11,858千円

 ※２ 研究開発費の総額 一般管理費及び当期製造費用に含ま

れる研究開発費は、156,871千円で

あります。

一般管理費及び当期製造費用に含ま

れる研究開発費は、131,178千円で

あります。

 ※３ 固定資産売却益の内訳 固定資産売却益の内容は、次のとお

りであります。

その他 41千円

固定資産売却益の内容は、次のとお

りであります。

その他 58千円

 ※４ 固定資産除却損の内訳 固定資産除却損の内容は、次のとお

りであります。

建物及び構築物 10,399千円

機械装置及び
運搬具

4,732千円

その他 3,472千円

固定資産除却損の内容は、次のとお

りであります。

建物及び構築物 3,917千円

機械装置及び 
運搬具

1,485千円

その他 498千円
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前連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日) 

１ 発行済株式に関する事項 

 
  

２ 自己株式に関する事項 

   
（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次のとおりであります。 

 単元未満株式の買取りによる増加  9,490株 

  

３ 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

 
  

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

    該当事項はありません。 

  

当連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

１ 発行済株式に関する事項 

 
  

２ 自己株式に関する事項 

   
（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次のとおりであります。 

 単元未満株式の買取りによる増加  9,003株 

  

３ 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

    該当事項はありません。 

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

(連結株主資本等変動計算書関係)

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 17,000,000 ― ― 17,000,000

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 24,534 9,490 ― 34,024

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５月17日 
取締役会

普通株式 50,926 3 平成19年３月31日 平成19年６月８日

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 17,000,000 ― ― 17,000,000

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 34,024 9,003 ― 43,027

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21年５月15日 
取締役会

普通株式 67,827 4 平成21年３月31日 平成21年６月５日
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前連結会計年度(自平成19年４月１日 至平成20年３月31日) 

当社及び連結子会社の取扱う製品等を種類、性質、製造方法、販売市場等の類似性に基づいて区分

した結果、同一事業種類の売上高及び営業損益ならびに資産の額がいずれも全セグメントの90％を超

えているので、記載を省略いたしました。 

  

当連結会計年度(自平成20年４月１日 至平成21年３月31日) 

当社及び連結子会社の取扱う製品等を種類、性質、製造方法、販売市場等の類似性に基づいて区分

した結果、同一事業種類の売上高及び営業損益ならびに資産の額がいずれも全セグメントの90％を超

えているので、記載を省略いたしました。 

  

前連結会計年度(自平成19年４月１日 至平成20年３月31日) 

当社及び連結子会社の事業は、全て日本国内で行われているため、該当事項はありません。 

  

当連結会計年度(自平成20年４月１日 至平成21年３月31日) 

当社及び連結子会社の事業は、全て日本国内で行われているため、該当事項はありません。 

  

前連結会計年度(自平成19年４月１日 至平成20年３月31日) 

当社及び連結子会社の輸出高はないため、該当事項はありません。 

  

当連結会計年度(自平成20年４月１日 至平成21年３月31日) 

当社及び連結子会社の輸出高はないため、該当事項はありません。 

  

(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19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21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

現金及び預金勘定 2,547,630千円

預入期間が３か月を超える定期預金 △210,000千円

現金及び現金同等物 2,337,630千円

※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 3,327,363千円

預入期間が３か月を超える定期預金 △210,000千円

現金及び現金同等物 3,117,363千円

(セグメント情報)

１ 事業の種類別セグメント情報

２ 所在地別セグメント情報

３ 海外売上高
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(リース取引関係)

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21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 リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額

リース取引開始日が平成20年３月31日以前の所有権移転

外ファイナンス・リース取引について、通常の賃貸借取

引に係る方法に準じて会計処理を行っております。

１ リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額

 

取得価額 
相当額 
(千円)

減価償却 
累計額 
相当額 
(千円)

期末残高
相当額 
(千円)

機械装置及び 
運搬具

755,152 330,470 424,682

その他(工具 
器具備品)

153,341 26,815 126,526

ソフトウエア 37,788 3,222 34,566

合計 946,283 360,507 585,775

 

取得価額
相当額 
(千円)

減価償却 
累計額 
相当額 
(千円)

期末残高
相当額 
(千円)

機械装置及び
運搬具

629,594 305,211 324,382

その他(工具
器具備品)

153,341 52,508 100,833

ソフトウエア 37,788 9,666 28,121

合計 820,724 367,386 453,337

 

２ 未経過リース料期末残高相当額

１年以内 153,458千円

１年超 439,685千円

合計 593,143千円
 

２ 未経過リース料期末残高相当額

１年以内 139,172千円

１年超 323,649千円

合計 462,822千円

 

３ 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額

支払リース料 192,051千円

減価償却費相当額 159,149千円

支払利息相当額 12,283千円
 

３ 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額

支払リース料 184,265千円

減価償却費相当額 158,062千円

支払利息相当額 12,129千円

４ 減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法

 ・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。

 ・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。

４ 減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法

 ・減価償却費相当額の算定方法

           同左 

 

 ・利息相当額の算定方法

           同左 

  

 

（減損損失について） 

リース資産に配分された減損損失はありません。

（減損損失について） 

         同左

 

５ オペレーティング・リース取引

  未経過リース料

１年以内 3,223千円

１年超 12,326千円

合計 15,549千円
 

５ オペレーティング・リース取引

  未経過リース料

１年以内 11,175千円

１年超 31,966千円

合計 43,142千円
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 当連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

（追加情報） 

 当連結会計年度より、「関連当事者の開示に関する会計基準」（企業会計基準委員会 企業会計基準

第11号 平成18年10月17日）及び「関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委

員会 企業会計基準適用指針第13号 平成18年10月17日）を適用しております。 

 この結果、従来の開示対象範囲に加えて、連結財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等が開示対象

に追加されております。 
  

１ 関連当事者との取引 

(1) 連結財務諸表提出会社と関連当事者の取引 

(ア) 連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等に限る)等 

 
(注)１  ㈲福留興産は当社役員福原康彦及びその近親者が議決権の100％を所有しているとともに当社役員福原康彦 

  が代表取締役社長を兼任しております。 

  ２  取引条件及び取引条件の決定方針等 

     当社の支払リース料は一般的なリース会社に支払う料率と同程度であります。 

  ３  取引金額には消費税等は含まれておりません。 

  

(イ) 連結財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等 

 
(注)１ 取引条件及び取引条件の決定方針等 

  (1)受取手数料及び賃貸手数料は、取引開始時に個々に取り決めております。 

     (2)資金の貸付については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。 

       返済の条件については、資金状況を勘案の上随時交渉して決定しております。なお、担保は受け入れてお

       りません。 

  ２ 取引金額には消費税を含めておりません。長期未収入金の期末残高には消費税を含めております。 

  

(ウ) 連結財務諸表提出会社の役員及び個人主要株主(個人の場合に限る)等 

 
(注) 取引条件及び取引条件の決定方針等 

 弁護士報酬については、当社と関連を有しない他の事業者と同様の条件によっております。 

(関連当事者情報)

種類
会社等の名称 

又は氏名
所在地

資本金又 
は出資金 
(千円)

事業の内容
又は職業

議決権等
の所有 
(被所有) 
割合(％)

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額 
(千円)

科目
期末残高
(千円)

役員及びそ
の近親者が
議決権の過
半数を所有
している会
社等(当該
会社等の子
会社等を含
む)

㈲福留興産
広島市
西区

100,000
自動車リー
ス業 
損害保険 
代理業

(被所有)
 直接 
 31.0％

役員の兼任
車両リース
料の支払

186,412 ― ―

種類
会社等の名称 
又は氏名

所在地
資本金又 
は出資金 
(千円)

事業の内容
又は職業

議決権等
の所有 
(被所有)
割合(％)

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額 
(千円)

科目
期末残高
(千円)

子会社 昴㈱
広島市西

区
10,000

食肉・食肉

加工品販売

所有直接 

 100％

製品の販売 

役員の兼任

受取手数料 

賃貸料収入

17,493 

  28,800

長期未収入

金
119,477

子会社 ㈱福留
広島市安

佐北区
10,000 食肉の仕入

所有直接

100％

原料の仕入

役員の兼任
資金の貸付 ―

関連会社長

期貸付金
500,789

子会社 松戸福留㈱ 松戸市 50,000
食肉の処理

加工

所有直接

100％

製品の製造

役員の兼任
資金の貸付 ―

関連会社長

期貸付金
860,000

種類
会社等の名称 
又は氏名

所在地
資本金又 
は出資金 
(千円)

事業の内容
又は職業

議決権等
の所有 
(被所有)
割合(％)

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額 
(千円)

科目
期末残高
(千円)

役員及び 

その近親者
立岩 弘 ― ― 当社監査役 ― ― 弁護士報酬 2,400 ― ―
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(税効果会計関係)

前連結会計年度 
(平成20年３月31日)

当連結会計年度 
(平成21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

(繰延税金資産)

 賞与引当金 87,428千円

 貸倒引当金 73,546

 退職給付引当金 615,384

 土地未実現利益 345,637

 投資有価証券評価損 61,156

 役員退職慰労引当金 79,261

 その他 112,572

      繰延税金資産小計 1,374,984

      評価性引当額 △221,392

      繰延税金資産合計 1,153,592

(繰延税金負債)

 その他有価証券評価差額金 △45,730

      繰延税金負債合計 △45,730

      繰延税金資産の純額 1,107,862

 
 

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)

賞与引当金 90,444千円

貸倒引当金 75,752

退職給付引当金 659,085

土地未実現利益 345,637

投資有価証券評価損 83,211

役員退職慰労引当金 77,437

その他 113,742

     繰延税金資産小計 1,445,308

     評価性引当額 △240,102

     繰延税金資産合計 1,205,206

(繰延税金負債)

その他有価証券評価差額金 △28,068

     繰延税金負債合計 △28,068

     繰延税金資産の純額 1,177,137

 

 

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 40.4％

   (調整)

 交際費等永久に損金に
 算入されない項目

△14.7

 受取配当金等永久に益金に
 算入されない項目

2.2

 住民税均等割等 △59.7

 評価性引当金の増加額 △175.7

 その他 3.9

   税効果会計適用後の
   法人税等の負担率

△203.6

 
 

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 40.4％

 (調整)

交際費等永久に損金に
算入されない項目

2.1

受取配当金等永久に益金に
算入されない項目

△0.3

住民税均等割等 8.1

評価性引当金の増加額 6.6

その他 △0.1

  税効果会計適用後の
  法人税等の負担率

56.8
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１ その他有価証券で時価のあるもの 

  

 
(注) 表中の「取得価額」は減損処理後の帳簿価額であります。なお、当連結会計年度において減損処理を行い、投

資有価証券評価損90,631千円を計上しております。 

  

 
２ 時価評価されていない主な有価証券 

  

   
  

(有価証券関係)

区分

前連結会計年度末
(平成20年３月31日)

当連結会計年度末 
(平成21年３月31日)

取得原価
(千円)

連結決算日に
おける連結貸借
対照表計上額 

(千円)

差額
(千円)

取得原価
(千円)

連結決算日に 
おける連結貸借
対照表計上額 

(千円)

差額
(千円)

連結貸借対照表
計上額が取得原
価を超えるもの

① 株式 805,573 1,129,321 323,748 614,334 871,156 256,822

② 債券 ― ― ― ― ― ―

③ その他 ― ― ― ― ― ―

小計 805,573 1,129,321 323,748 614,334 871,156 256,822

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 656,528 479,532 △176,996 767,367 563,477 △203,889

② 債券 ― ― ― ― ― ―

③ その他 ― ― ― ― ― ―

小計 656,528 479,532 △176,996 767,367 563,477 △203,889

合計 1,462,101 1,608,853 146,752 1,381,701 1,434,634 52,932

区分

前連結会計年度末
(平成20年３月31日)

当連結会計年度末 
(平成21年３月31日)

連結貸借対照表計上額(千円) 連結貸借対照表計上額(千円)

 その他有価証券

  非上場株式 100,703 96,203
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(退職給付関係)

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21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

退職一時金制度を設けております。

   また、当社は、日本ハム・ソーセージ工業厚生年

金基金に加入しておりますが、当該厚生年金基金制

度は退職給付会計実務指針33項の例外処理を行う制

度であります。同基金の年金資産残高のうち当社の

給与総額割合に基づく当連結会計年度末の年金資産

残高は2,289百万円であります。

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

退職一時金制度を設けております。

   また、当社は、日本ハム・ソーセージ工業厚生年

金基金に加入しておりますが、当該厚生年金基金制

度は退職給付会計実務指針33項の例外処理を行う制

度であります。同基金の年金資産残高のうち当社の

給与総額割合に基づく当連結会計年度末の年金資産

残高は1,701百万円であります。

 

２ 退職給付債務に関する事項(平成20年３月31日現在)

① 退職給付債務 △2,118,693千円

② 未認識数理計算上の差異 70,792

③ 未認識過去勤務債務 12,632

④ 会計基準変更時差異の
  未処理額

510,992

⑤ 退職給付引当金 △1,524,275

  (注) 連結子会社は、退職給付債務の算定に当り、

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(平成21年３月31日現在)

① 退職給付債務 △2,149,199千円

② 未認識数理計算上の差異 68,225

③ 未認識過去勤務債務 10,527

④ 会計基準変更時差異の
 未処理額

438,264

⑤ 退職給付引当金 △1,632,183

  (注) 連結子会社は、退職給付債務の算定に当り、

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

     (自平成19年４月１日 至平成20年３月31日)

① 勤務費用 95,263千円

② 利息費用 40,782

③ 数理計算上の差異の
  費用処理額

12,425

④ 過去勤務債務の費用処理額 2,105

⑤ 会計基準変更時差異の
  費用処理額

73,008

⑥ 厚生年金基金拠出額等 163,277

⑦ 退職給付費用 386,860

  (注) １ 簡便法を採用している連結子会社の退職

給付費用は、①勤務費用に計上しておりま

す。

     ２ 日本ハム・ソーセージ工業厚生年金基金

の掛金拠出額は、⑥厚生年金基金拠出額等

に計上しております。

 

３ 退職給付費用に関する事項

     (自平成20年４月１日 至平成21年３月31日)

① 勤務費用 98,573千円

② 利息費用 42,148

③ 数理計算上の差異の
 費用処理額

14,661

④ 過去勤務債務の費用処理額 2,105

⑤ 会計基準変更時差異の
 費用処理額

72,728

⑥ 厚生年金基金拠出額等 164,341

⑦ 退職給付費用 394,556

  (注) １ 簡便法を採用している連結子会社の退職

給付費用は、①勤務費用に計上しておりま

す。

     ２ 日本ハム・ソーセージ工業厚生年金基金

の掛金拠出額は、⑥厚生年金基金拠出額等

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

① 退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

② 割引率 2.0％

③ 数理計算上の差異の処理年数 10年

④ 過去勤務債務の処理年数 10年

⑤ 会計基準変更時差異の処理年数 15年
 

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

① 退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

② 割引率 2.0％

③ 数理計算上の差異の処理年数 10年

④ 過去勤務債務の処理年数 10年

⑤ 会計基準変更時差異の処理年数 15年

（追加情報） 

 当連結会計年度より、「『退職給付に係る会計基

準』の一部改正（その２）」（企業会計基準第14号

平成19年５月15日）を適用しております。
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(注) １ 潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、前連結会計年度は１株当たり当期純損失であり、潜在株

式がないため記載しておりません。また、当連結会計年度は潜在株式がないため記載しておりません。 

２ 算定上の基礎 

 (1) １株当たり純資産額 

  

 
  

 (2) １株当たり当期純利益又は当期純損失 

  

 

  

(１株当たり情報)

区分
前連結会計年度

(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

１株当たり純資産額 241円90銭 248円10銭

１株当たり当期純利益又は 
当期純損失（△）

△10円19銭 10円65銭

項目
前連結会計年度

(平成20年３月31日)
当連結会計年度 

(平成21年３月31日)

連結貸借対照表の純資産の部の合計額 
(千円)

4,105,052 4,207,969

普通株式に係る純資産額(千円) 4,104,058 4,206,980

差額の主な内訳(千円)

 少数株主持分 993 989

普通株式の発行済株式数(千株) 17,000 17,000

普通株式の自己株式数(千株) 34 43

１株当たり純資産額の算定に用いられた 
普通株式の数(千株)

16,965 16,956

項目
前連結会計年度

(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当期純利益又は当期純損失（△）(千円) △172,939 180,647

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)

△172,939 180,647

普通株式の期中平均株式(千株) 16,971 16,961

(デリバティブ取引) (ストック・オプション等) (企業結合等) (重要な後発事象)

該当事項はありません。
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5.【個別財務諸表】 

(1)【貸借対照表】 

(単位：千円)

前事業年度 

(平成20年３月31日) 

当事業年度 

(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,477,835 3,221,352 

受取手形 69,512 55,939 

売掛金 3,230,222 3,059,045 

商品及び製品 1,082,626 1,053,635 

原材料及び貯蔵品 － 477,680 

原材料 521,118 － 

仕掛品 58,160 57,428 

貯蔵品 8,284 － 

前払費用 27,754 27,440 

繰延税金資産 107,576 117,116 

未収入金 703 682 

その他 44,277 42,116 

貸倒引当金 △16,314 △14,100 

流動資産合計 7,611,757 8,098,337 

固定資産   

有形固定資産   

建物 8,544,718 8,541,290 

減価償却累計額 △5,776,796 △5,922,830 

建物（純額） 2,767,921 2,618,460 

構築物 508,815 516,153 

減価償却累計額 △411,377 △424,071 

構築物（純額） 97,438 92,082 

機械及び装置 4,197,623 4,253,437 

減価償却累計額 △3,716,531 △3,829,692 

機械及び装置（純額） 481,092 423,745 

車両運搬具 77,784 56,949 

減価償却累計額 △70,996 △51,707 

車両運搬具（純額） 6,788 5,242 

工具、器具及び備品 493,248 497,903 

減価償却累計額 △435,118 △454,098 

工具、器具及び備品（純額） 58,130 43,805 

土地 2,638,163 2,638,163 

リース資産 － 152,487 

減価償却累計額 － △15,189 

リース資産（純額） － 137,298 

建設仮勘定 － 78,260 

有形固定資産合計 6,049,533 6,037,056 

無形固定資産   

ソフトウエア 9,396 4,755 

電話加入権 20,243 20,243 

無形固定資産合計 29,639 24,998 
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(単位：千円)

前事業年度 

(平成20年３月31日) 

当事業年度 

(平成21年３月31日) 

投資その他の資産   

投資有価証券 1,709,556 1,530,837 

関係会社株式 112,483 112,483 

出資金 41,937 41,937 

関係会社長期貸付金 1,444,185 1,425,747 

長期前払費用 5,104 3,179 

繰延税金資産 656,139 716,168 

敷金及び保証金 128,370 125,672 

保険積立金 21,744 22,568 

その他 277,087 315,095 

破産更生債権等 43,007 53,722 

貸倒引当金 △269,449 △304,340 

投資その他の資産合計 4,170,168 4,043,072 

固定資産合計 10,249,340 10,105,127 

資産合計 17,861,098 18,203,465 

負債の部   

流動負債   

支払手形 475,012 611,759 

買掛金 2,039,396 1,851,546 

短期借入金 6,380,000 6,780,000 

1年内返済予定の長期借入金 538,800 492,400 

未払金 367,211 465,421 

未払費用 90,476 90,505 

未払法人税等 115,653 197,112 

未払消費税等 36,600 67,721 

預り金 34,868 36,590 

賞与引当金 204,031 209,609 

設備関係支払手形 16,983 19,358 

リース債務 － 25,586 

流動負債合計 10,299,033 10,847,612 

固定負債   

長期借入金 1,435,150 942,750 

退職給付引当金 1,514,870 1,620,618 

役員退職慰労引当金 196,190 191,676 

リース債務 － 113,002 

その他 23,500 23,500 

固定負債合計 3,169,710 2,891,547 

負債合計 13,468,744 13,739,159 
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(単位：千円)

前事業年度 

(平成20年３月31日) 

当事業年度 

(平成21年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,691,370 2,691,370 

資本剰余金   

資本準備金 1,503,937 1,503,937 

資本剰余金合計 1,503,937 1,503,937 

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 103,728 253,406 

利益剰余金合計 103,728 253,406 

自己株式 △7,705 △9,272 

株主資本合計 4,291,331 4,439,441 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 101,022 24,864 

評価・換算差額等合計 101,022 24,864 

純資産合計 4,392,353 4,464,306 

負債純資産合計 17,861,098 18,203,465 
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(2)【損益計算書】 

(単位：千円)

前事業年度 

(自 平成19年４月１日 

 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 

(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

売上高 31,723,143 31,799,427 

売上原価   

商品及び製品期首たな卸高 1,065,671 1,082,626 

当期製品製造原価 13,923,956 14,191,808 

当期商品仕入高 12,633,549 12,023,737 

合計 27,623,177 27,298,171 

商品及び製品期末たな卸高 1,082,626 1,053,635 

売上原価合計 26,540,551 26,244,536 

売上総利益 5,182,592 5,554,891 

販売費及び一般管理費 5,039,569 5,117,065 

営業利益 143,022 437,825 

営業外収益   

受取利息 25,642 24,174 

受取配当金 22,581 23,601 

不動産賃貸料 105,129 117,741 

受取手数料 30,469 24,522 

その他 13,000 13,811 

営業外収益合計 196,823 203,851 

営業外費用   

支払利息 155,307 152,803 

その他 3,007 23,092 

営業外費用合計 158,314 175,895 

経常利益 181,531 465,781 

特別利益   

固定資産売却益 41 58 

特別利益合計 41 58 

特別損失   

固定資産除却損 5,914 5,702 

貸倒引当金繰入額 72,300 － 

投資有価証券評価損 － 90,631 

過年度役員退職慰労引当金繰入額 184,825 － 

関係会社株式評価損 9,999 － 

特別損失合計 273,039 96,333 

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） △91,466 369,506 

法人税、住民税及び事業税 173,063 271,735 

法人税等調整額 △50,224 △51,907 

法人税等合計 122,839 219,828 

当期純利益又は当期純損失（△） △214,305 149,678 
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(注) 

【製造原価明細書】

前事業年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21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 原材料費 10,943,044 78.7 11,142,628 78.5

Ⅱ 労務費 1,194,032 8.6 1,218,040 8.6

Ⅲ 経費 1,763,880 12.7 1,830,406 12.9

  当期総製造費用 13,900,956 100.0 14,191,075 100.0

  期首仕掛品たな卸高 81,160 58,160

      合計 13,982,117 14,249,236

  期末仕掛品たな卸高 58,160 57,428

  当期製品製造原価 13,923,956 14,191,808

区分 前事業年度 当事業年度

１ 経費の主な内訳 外注加工費 813,709千円

動力費 255,364

減価償却費 244,654

外注加工費 830,592千円

動力費 278,907

減価償却費 242,354

２ 原価計算方法 工程別等級別総合原価計算 同左
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(3)【株主資本等変動計算書】 

(単位：千円)

前事業年度 

(自 平成19年４月１日 

 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 

(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 2,691,370 2,691,370 

当期変動額   

当期変動額合計 － － 

当期末残高 2,691,370 2,691,370 

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 1,503,937 1,503,937 

当期変動額   

当期変動額合計 － － 

当期末残高 1,503,937 1,503,937 

資本剰余金合計   

前期末残高 1,503,937 1,503,937 

当期変動額   

当期変動額合計 － － 

当期末残高 1,503,937 1,503,937 

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金   

前期末残高 368,960 103,728 

当期変動額   

剰余金の配当 △50,926 － 

当期純利益又は当期純損失（△） △214,305 149,678 

当期変動額合計 △265,232 149,678 

当期末残高 103,728 253,406 

利益剰余金合計   

前期末残高 368,960 103,728 

当期変動額   

剰余金の配当 △50,926 － 

当期純利益又は当期純損失（△） △214,305 149,678 

当期変動額合計 △265,232 149,678 

当期末残高 103,728 253,406 

自己株式   

前期末残高 △6,084 △7,705 

当期変動額   

自己株式の取得 △1,620 △1,567 

当期変動額合計 △1,620 △1,567 

当期末残高 △7,705 △9,272 
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(単位：千円)

前事業年度 

(自 平成19年４月１日 

 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 

(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

株主資本合計   

前期末残高 4,558,184 4,291,331 

当期変動額   

剰余金の配当 △50,926 － 

当期純利益又は当期純損失（△） △214,305 149,678 

自己株式の取得 △1,620 △1,567 

当期変動額合計 △266,852 148,111 

当期末残高 4,291,331 4,439,441 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 497,117 101,022 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △396,094 △76,158 

当期変動額合計 △396,094 △76,158 

当期末残高 101,022 24,864 

評価・換算差額等合計   

前期末残高 497,117 101,022 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △396,094 △76,158 

当期変動額合計 △396,094 △76,158 

当期末残高 101,022 24,864 

純資産合計   

前期末残高 5,055,301 4,392,353 

当期変動額   

剰余金の配当 △50,926 － 

当期純利益又は当期純損失（△） △214,305 149,678 

自己株式の取得 △1,620 △1,567 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △396,094 △76,158 

当期変動額合計 △662,947 71,953 

当期末残高 4,392,353 4,464,306 
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません 

該当事項はありません 

  

(4)【継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況】

6. その他

(1) 役員の異動

(2) その他
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