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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 26,567 3.9 783 △36.3 759 △36.0 447 △9.7
20年3月期 25,569 8.9 1,229 △7.3 1,186 △4.1 495 △47.6

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 26.85 ― 1.7 2.4 2.9
20年3月期 29.71 ― 1.9 3.9 4.8

（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 30,961 25,989 83.9 1,558.30
20年3月期 31,045 25,942 83.6 1,554.62

（参考） 自己資本   21年3月期  25,989百万円 20年3月期  25,942百万円

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 906 △2,624 △407 7,235
20年3月期 1,443 △1,189 △409 9,360

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 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 ― 10.00 ― 14.00 24.00 400 80.8 1.5
21年3月期 ― 10.00 ― 14.00 24.00 400 89.4 1.5
22年3月期 

（予想）
― 10.00 ― 14.00 24.00 85.2

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

13,800 5.2 350 64.2 350 61.1 170 54.0 10.19

通期 27,800 4.6 790 0.8 770 1.4 470 4.9 28.17
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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、14～16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」、17ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の
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、26ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

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 18,532,856株 20年3月期 18,532,856株
② 期末自己株式数 21年3月期  1,854,983株 20年3月期  1,845,301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 26,567 3.9 537 △50.5 576 △47.9 340 △50.0
20年3月期 25,568 8.9 1,087 △17.4 1,107 △15.3 681 △34.2

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 20.41 ―
20年3月期 40.80 ―

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 30,056 25,355 84.4 1,520.32
20年3月期 30,174 25,416 84.2 1,523.09

（参考） 自己資本 21年3月期  25,355百万円 20年3月期  25,416百万円

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 
本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績
は、今後様々な要因によって予想値と異なる場合があります。なお、上記予想に関する事項は、４ページ「１．経営成績（1）経営成績に関する分析 次期の
見通し」をご参照ください。 

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

13,800 5.2 200 92.1 260 54.8 160 51.7 9.59

通期 27,800 4.6 470 △12.6 510 △11.6 310 △8.9 18.58

- 2 -



当期(平成20年４月１日から平成21年３月31日まで)におけるわが国の経済は、原油価格の高騰や米国

サブプライムローン問題から派生した世界的な金融危機等の影響を受け、景気の先行きへの懸念が一段

と強まる状況で推移しました。

食品業界におきましては、原材料価格の上昇が大きなコストアップ要因となり、企業収益を圧迫する

厳しい経営環境が続きました。また、事故米問題や産地偽装に関する不祥事が続発する等、消費者の食

品への不信・不安感は依然として強く、食品企業の安全・安心への取り組みや情報開示がより一層求め

られる状況になりました。

そのような中で、食の「安全、安心、信頼」を一層高めるための諸施策を推進するとともに、マーケ

ティング活動の強化と、それに基づく新製品開発やプレゼンテーションを活発に進めました。

その結果、当期の連結売上高は業務用製品、家庭用製品ともに増収となり、265億６千７百万円と前

期比103.9％、９億９千７百万円の増収となりました。利益につきましては、糖類、油脂類、ピーナッ

ツバター等主要な原料の価格が軒並み上昇したことに加え、前期に設備投資した石岡工場新ラインの減

価償却費の増加等により、営業利益は７億８千３百万円と前期比63.7％、経常利益は７億５千９百万円

と前期比64.0％、当期純利益は４億４千７百万円と前期比90.3％となりました。

製品群別の概況

(業務用製品)

業務用製品につきましては、マーケットにきめ細かく対応するためのマーケティング活動の強化と、

それに基づく活発な新製品開発及びプレゼンテーション、さらには独自の基礎技術開発を柱として進め

ました。その結果、業務用製品群の連結売上高は216億４千９百万円と前期比101.5％の増収となりまし

た。

①フラワーペースト（カスタード、チョコレート、ピーナッツ等のクリーム製品）

大手製パン向けパン用カスタード、キャラメルクリームに加え、コンビニエンスストアに向けた生乳

クリームの販売が好調でした。外食ユーザー向け製品や、鯛焼用クリームの販売も好調で、当製品群の

売上高は前期実績を大きく上回りました。

②アンフィリング（小豆、さつまいも、かぼちゃ、栗等を使用した餡製品）

昨秋発売致しました甘栗あんや紅あずまいもあん等、オリジナル新製品が好調で、大きな売上となり

ましたが、大手ユーザーの大型商品企画終売の影響により、当製品群の売上高は前期実績を大きく下回

りました。

③ファットフィリング（サンド用バタークリーム等の油脂加工製品）

原料高騰による値上げの影響で、大手製パンのコンビニエンスストア向け商品企画等で主力のピーナ

ッツ製品及び固形入りチョコ製品が大きく減少し、当製品群の売上高は前期実績を下回りました。

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析

(単位：百万円）

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

平成21年３月期 26,567 783 759 447 26.85

平成20年３月期 25,569 1,229 1,186 495 29.71

増減率 3.9％ △36.3％ △36.0％ △9.7％ △9.6％
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④ドライフィリング（スプレッド、コーチングチョコレート等の油脂加工製品）

粒いちご等のコーチング小包装製品が大きく伸長しましたが、大手製パン向けのコーチングチョコの

売上減をカバー出来ず、またフレーク入りチョコスプレッド製品が大きく減少し、当製品群の売上高は

前期実績を下回りました。

⑤フルーツフィリング（各種果実のジャム製品）

ブルーベリー原料の高騰による値上げ等の影響により、ブルーベリージャムの売上が前期実績を下回

りましたが、独自製法のフルームシリーズや各種フルーツを使用したジャムが大手製パンのコンビニエ

ンスストア向け商品企画等に多数採用され、当製品群の売上高は前期実績を上回りました。

⑥デリカフィリング（ピザソース及び調理パン用製品）

焼き立てパン向けカレーの新製品が好調でしたが、主力製品であるピザソースが減少し、当製品群の

売上高は前期をやや下回りました。

⑦トッピング（パン、菓子の仕上げ用製品）

ラスク用フィリングの売上が減少したことに加え、原料事情により、主力製品であるメイクアップホ

ワイトをメイクアップデコレへ切替えたこと等により、当製品群の売上高は前期実績を大きく下回りま

した。

(家庭用製品)

家庭用製品につきましては、Ｆカップ及びＰカップの売上げが大きく伸長しました。

その結果、家庭用製品群の連結売上高は49億１千７百万円と前期比115.7％の増収となりました。

①Ｆカップ（紙カップ入りジャム、クリーム製品）

新製品のキャラメルクリームの売上が好調であったことに加え、消費者キャンペーン等により既存製

品も順調に売上を伸ばし、当製品群の売上高は前期実績を上回りました。

②Ｐカップ（プラスチックカップ入りジャム、ホイップクリーム製品）

「パンに塗って焼くだけ」のシュガートーストシリーズは、既存製品の好調に加えて、新製品「シナ

モン風味」の貢献もあって、当製品群の売上高は前期を大きく上回りました。

③瓶詰ジャム（瓶入りジャム、クリーム製品）

新製品「やくらいの里」シリーズの発売が売上増に貢献。有機ジャム等既存製品も売上を伸ばし、当

製品群の売上高は前年実績を上回りました。

次期の見通し

わが国の経済は、原油価格の高騰や米国のサブプライムローン問題等の影響を受け、企業収益の減

少、個人所得や雇用に対する不安の高まりから消費者心理が冷え込む等、厳しい環境が継続するものと

予想されます。

食品業界におきましては、消費者の低価格志向が強まる市場環境のもとで、価格競争が一段と激化す

ることが予想されます。また、原材料につきましても、価格の高止まりにより利益が圧迫され厳しい経

営環境が続くものと予想されます。このような中で当社グループとしては、「安全、安心、信頼」のも

のづくりのための積極的な施策の推進に取り組むとともに、引き続きマーケティングの充実と基礎技術

の強化を推進し、オリジナル新製品の開発、新たな製品群、海外市場への取り組み等を中心として積極

的な経営に取り組んでまいります。

次期につきましては、連結売上高278億円、営業利益７億９千万円、経常利益７億７千万円、当期純

利益４億７千万円、１株当たり当期純利益28円17銭を見込んでおります。
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当連結会計年度末の資産の状況

総資産 ：309億６千１百万円 （前期末比、0.3％減）

純資産 ：259億８千９百万円 （ 同、 0.2％増）

自己資本比率：83.9％ （ 同、 0.4％増）

当連結会計年度末におけるキャッシュ・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、営業活動で得られた資金９億６百万円、投資活動

で支出した資金26億２千４百万円、財務活動で支出した資金４億７百万円により、前連結会計年度末に

比べ21億２千５百万円減少し、当連結会計年度末残高は72億３千５百万円となりました。

(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９億６百万円で、主な増加要因は税金等調整前当期純利益７億３千５

百万円と減価償却費13億４千７百万円、減少要因は売上債権の増加により４億３千５百万円とたな卸資

産の増加による３億２千６百万円及び、法人税等の支払額４億３千２百万円であります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動で使用した資金は26億２千４百万円で、主なものは保険積立金の解約による収入１千１百万

円と有形固定資産の取得による支出20億９千２百万円と定期預金の預入による支出５億円であります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動で使用した資金は４億７百万円で、主なものは配当金の支払額４億円であります。

当社グループは利益配分を経営の重要事項として位置付けており、堅実な経営のもとに長期的、安定

的な企業業績の向上を図るとともに、株主還元として業績に裏付けられた安定配当を基本としておりま

す。

内部留保につきましては、財務体質の強化を図る一方、「安全、安心、信頼」のブランドを一層高め

るための設備投資や環境投資に、また競争力を高める研究開発や事業拡大のための投資等、企業価値を

高めるための投資に積極的に活用していく考えであります。

当期の期末配当金につきましては、１株当たり14円を予定しております。この結果、当期の年間配当

金は１株当たり24円、連結での配当性向は89.4％となります。

次期につきましてもほぼ同水準の配当を予定しております。

該当事項はありません。

(2) 財政状態に関する分析

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

(4) 継続企業の前提に関する重要事象等
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当社グループは、当社と連結子会社の株式会社やくらいフーズ、株式会社和田山農産により構成されてお

り、フルーツ、野菜類、豆類、乳製品、肉類などの農畜産物を原料とするパン用フィリングや製菓用材料の

製造販売及び購入販売並びにこれらに附帯する一切の業務を主な事業内容としております。

当社はこれら製品の内、アンフィリング、瓶詰ジャムと調理系フィリングを株式会社やくらいフーズに、

業務用ジャムの一部とフルーツ系のＦカップ製品を株式会社和田山農産に製造委託しております。またその

他の関係会社の有限会社紳興商会は、当社の損害保険契約を取り扱っております。

当社グループの主要な取引を図示しますと次のとおりです。

2. 企業集団の状況
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当社グループは、パン、和洋菓子の付加価値向上と豊かで楽しい食生活の創造に貢献することを基本

として、各種フィリング（パン、菓子などの中に詰めるもの）を提供しております。

食生活の多様化が進むとともに、食の安全に対する関心が高まるなかで、製品の「安全、安心、信

頼」を第一として、付加価値と競争力のあるオリジナル製品を開発し、さまざまなユーザーや消費者の

期待と信頼に応えて発展していくことを目標としております。

当社グループは、景気後退の影響による個人消費の低迷から厳しい経営環境が予想される中、安定

的、継続的な企業価値の向上を経営の重要課題と考えております。そのため高付加価値製品の開発、拡

販による売上高の伸張を基盤とし、生産効率の改善とコスト削減に取り組み、売上高経常利益率の向上

を目標としております。

当社グループは、製パン・製菓ユーザー向けを中心とする業務用フィリング製品と一般消費者向けの

家庭用製品を核として、「選択と集中」をキーワードに「伸びるところ」「伸ばすところ」に経営資源

を集中し、事業活動として継続的な成長を図ってまいります。

食の安全・安心に対する消費者ならびにユーザーの関心は一層高くなっており、当社グループは、食

品メーカーとして「安全、安心、信頼」のレベルをさらに高め、消費者ならびにユーザーのニーズに応

えてまいります。

製品開発の面では、業務用製品におきましては、マーケティングの充実と独自の基礎技術に基づく新

製品開発に力を入れ、他社と差別化できる「強い製品」の開発に重点を置いてまいります。家庭用製品

につきましては、消費者の関心が高い「安全、安心、信頼」と「健康」をキーワードとして、引き続き

自然の素材を生かした新製品の開発に力を入れてまいります。業務用、家庭用ともに、新たな製品群、

新たな国内マーケット、海外マーケットなどへの取り組みを進めてまいります。

製菓製パン市場の成熟化、原材料価格の高騰や製品価格の低迷といった厳しい経営環境の中で、食の

安全、安心に対するお客さまの要望に応えるための将来投資を推進しつつ、収益構造を改善し、事業の

拡大を図っていくことが必要と考えております。

そのため、次のことに重点をおいて取り組んでまいります。

①食の「安全、安心、信頼」を一層高めるためのトレーサビリティーなど諸施策の推進

②さらなる原価低減及び経費削減の推進

③基礎技術と新しい生産設備、製法による新製品の開発

④外食市場や海外市場の中で、新たな販売マーケットの開拓

⑤コンプライアンス経営の徹底に向けた諸施策の推進

⑥全社的な物流の効率化ならびに、増加傾向にある温度管理物流のコスト削減

3. 経営方針

(1) 会社の経営の基本方針

(2) 目標とする経営指標

(3) 中長期的な会社の経営戦略

(4) 会社の対処すべき課題
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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 1,773,648 1,820,494

受取手形及び売掛金 5,266,907 5,702,002

有価証券 7,587,100 5,914,802

たな卸資産 2,135,406 －

商品及び製品 － 773,041

仕掛品 － 83,828

原材料及び貯蔵品 － 1,605,028

繰延税金資産 153,670 160,273

その他 ※ 87,075 ※ 11,973

貸倒引当金 △22,000 △23,000

流動資産合計 16,981,808 16,048,445

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 7,881,115 8,264,753

減価償却累計額 △3,638,659 △3,960,363

建物及び構築物（純額） 4,242,456 4,304,390

機械装置及び運搬具 9,872,599 11,436,368

減価償却累計額 △6,750,531 △7,494,064

機械装置及び運搬具（純額） 3,122,068 3,942,303

土地 2,673,140 2,673,140

建設仮勘定 90,420 56,807

その他 515,487 549,904

減価償却累計額 △416,818 △446,071

その他（純額） 98,668 103,833

有形固定資産合計 10,226,753 11,080,474

無形固定資産 201,326 123,795

投資その他の資産

投資有価証券 833,911 823,217

繰延税金資産 270,788 357,208

その他 2,530,900 2,528,813

投資その他の資産合計 3,635,599 3,709,238

固定資産合計 14,063,679 14,913,508

資産合計 31,045,488 30,961,954
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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 1,538,121 1,449,782

未払法人税等 210,614 154,331

賞与引当金 265,105 278,035

その他 ※ 1,761,336 ※ 1,664,713

流動負債合計 3,775,176 3,546,861

固定負債

退職給付引当金 1,085,336 1,160,500

役員退職慰労引当金 171,655 186,593

繰延税金負債 44,677 40,117

その他 25,914 38,720

固定負債合計 1,327,584 1,425,931

負債合計 5,102,760 4,972,792

純資産の部

株主資本

資本金 2,270,634 2,270,634

資本剰余金 2,381,423 2,381,423

利益剰余金 22,832,903 22,880,322

自己株式 △1,565,697 △1,571,837

株主資本合計 25,919,264 25,960,543

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 23,462 28,618

評価・換算差額等合計 23,462 28,618

純資産合計 25,942,727 25,989,161

負債純資産合計 31,045,488 30,961,954
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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 25,569,994 26,567,737

売上原価 ※４ 19,197,855 ※４ 20,453,826

売上総利益 6,372,138 6,113,910

販売費及び一般管理費 ※１, ※４ 5,142,495 ※１, ※４ 5,330,340

営業利益 1,229,643 783,570

営業外収益

受取利息 49,477 35,205

受取配当金 15,744 16,356

不動産賃貸料 11,876 11,876

仕入割引 43,477 45,432

その他 42,929 54,789

営業外収益合計 163,506 163,660

営業外費用

支払利息 620 650

たな卸資産廃棄損 146,182 156,573

その他 59,716 30,453

営業外費用合計 206,518 187,676

経常利益 1,186,630 759,554

特別利益

固定資産売却益 ※２ 5,761 ※２ －

補助金収入 28,800 12,107

特別利益合計 34,561 12,107

特別損失

固定資産除却損 ※３ 9,240 ※３ 14,698

投資有価証券評価損 13,274 20,964

特別損失合計 22,515 35,662

税金等調整前当期純利益 1,198,677 735,998

法人税、住民税及び事業税 481,132 389,234

法人税等調整額 221,602 △101,121

法人税等合計 702,735 288,112

当期純利益 495,941 447,886
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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 2,270,634 2,270,634

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,270,634 2,270,634

資本剰余金

前期末残高 2,381,423 2,381,423

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,381,423 2,381,423

利益剰余金

前期末残高 22,737,586 22,832,903

当期変動額

剰余金の配当 △400,625 △400,467

当期純利益 495,941 447,886

当期変動額合計 95,316 47,418

当期末残高 22,832,903 22,880,322

自己株式

前期末残高 △1,557,315 △1,565,697

当期変動額

自己株式の取得 △8,381 △6,139

当期変動額合計 △8,381 △6,139

当期末残高 △1,565,697 △1,571,837

株主資本合計

前期末残高 25,832,329 25,919,264

当期変動額

剰余金の配当 △400,625 △400,467

当期純利益 495,941 447,886

自己株式の取得 △8,381 △6,139

当期変動額合計 86,935 41,278

当期末残高 25,919,264 25,960,543
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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 113,286 23,462

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△89,824 5,155

当期変動額合計 △89,824 5,155

当期末残高 23,462 28,618

評価・換算差額等合計

前期末残高 113,286 23,462

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△89,824 5,155

当期変動額合計 △89,824 5,155

当期末残高 23,462 28,618

純資産合計

前期末残高 25,945,616 25,942,727

当期変動額

剰余金の配当 △400,625 △400,467

当期純利益 495,941 447,886

自己株式の取得 △8,381 △6,139

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △89,824 5,155

当期変動額合計 △2,888 46,434

当期末残高 25,942,727 25,989,161
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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 1,198,677 735,998

減価償却費 1,164,776 1,347,642

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,000 1,000

退職給付引当金の増減額（△は減少） △20,014 75,163

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △265 14,938

前払年金費用の増減額（△は増加） △93,676 △2,689

賞与引当金の増減額（△は減少） 1,385 12,930

受取利息及び受取配当金 △65,221 △51,562

保険配当金 △500 △1,203

固定資産売却損益（△は益） △5,761 －

固定資産除却損 7,022 5,370

売上債権の増減額（△は増加） 37,818 △435,095

たな卸資産の増減額（△は増加） △297,646 △326,492

仕入債務の増減額（△は減少） 89,400 △88,338

その他 △143,166 △4,550

小計 1,873,826 1,283,110

利息及び配当金の受取額 66,148 55,933

法人税等の支払額 △496,112 △432,738

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,443,862 906,306

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出 △1,883 △1,882

有形固定資産の取得による支出 △1,189,815 △2,092,940

有形固定資産の売却による収入 7,215 －

無形固定資産の取得による支出 △10,677 △21,679

保険積立金の解約による収入 19,600 11,025

保険積立金の積立による支出 △7,048 △7,077

定期預金の預入による支出 － △500,000

その他 △7,055 △11,775

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,189,664 △2,624,328

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額 △400,625 △400,467

自己株式の取得による支出 △8,381 △6,139

リース債務の返済による支出 － △822

財務活動によるキャッシュ・フロー △409,006 △407,429

現金及び現金同等物に係る換算差額 － －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △154,808 △2,125,451

現金及び現金同等物の期首残高 9,515,557 9,360,748

現金及び現金同等物の期末残高 ※ 9,360,748 ※ 7,235,296

ソントン食品工業株式会社(2898)　平成21年３月期　決算短信

- 13 -



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】

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)

１ 連結の範囲に関する事

項

(1) 連結子会社は、㈱やくらいフーズ

及び㈱和田山農産の２社でありま
す。

(1) 同左

(2) 非連結子会社はありません。 (2) 同左

２ 持分法の適用に関する

事項

非連結子会社及び関連会社はありませ

ん。

同左

３ 連結子会社の事業年度

等に関する事項

連結子会社の事業年度末日は連結決算

日と同一であります。

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……
連結決算末日の市場価格等

に基づく時価法(評価差額

は全部純資産直入法により

処理し、売却原価は移動平
均法により算定)

（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

製品、原材料、仕掛品
総平均法による原価法

（ロ）たな卸資産

製品、原材料、仕掛品
総平均法による原価法（貸借対

照表価額については収益性の低

下に基づく簿価切下げの方法）
（会計方針の変更）

通常の販売目的で保有するたな
卸資産については、従来、主とし
て総平均法による原価法によって
おりましたが、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）が適用されたこ
とに伴い、主として総平均法によ
る原価法（貸借対照表価額につい
ては収益性の低下に基づく簿価切
下げの方法）により算定しており
ます。
なお、この変更により、当連結会
計年度の営業利益、経常利益及び
税金等調整前当期純利益はそれぞ
れ3,264千円減少しております。

貯蔵品

最終仕入原価法

貯蔵品

同左

(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

ただし、平成10年４月１日以降に

取得した建物(建物附属設備は除
く)については、定額法を採用し

ております。

(イ)有形固定資産（リース資産を除く）

定率法

ただし、平成10年４月１日以降に

取得した建物(建物附属設備は除
く)については、定額法を採用して

おります。

なお、主な耐用年数は以下のとお

りです。
建物及び構築物 ７～50年

機械装置及び運搬具 ３～８年

なお、主な耐用年数は以下のとお

りです。
建物及び構築物 ７～50年

機械装置及び運搬具 ３～10年
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（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、平成19年４月１日

以降に取得した有形固定資産の減

価償却費については、改正後の法
人税法に基づく方法に変更してお

ります。

これに伴い、前連結会計年度と

同一の方法によった場合と比べ、
売上総利益が20,131千円、営業利

益、経常利益及び税金等調整前当

期純利益が21,581千円それぞれ減

少しております。

（追加情報）

平成19年３月31日以前に取得し

たものについては、償却可能限度

額まで償却が終了した翌年から５
年間で均等償却する方法によって

おります。この変更により、売上

総利益が38,697千円、営業利益が

41,153千円、経常利益及び税金等
調整前当期純利益が41,439千円そ

れぞれ減少しております。

（追加情報）

当社及び連結子会社は、減価償

却資産の耐用年数等に関する平成

20年度税制改正を契機として資産
の利用状況を見直した結果、一部

の減価償却資産について耐用年数

の見直しを行っております。これ

により、当連結会計年度の営業利
益、経常利益及び税金等調整前当

期純利益はそれぞれ113,435千円増

加しております。

(ロ)無形固定資産

定額法

なお、自社利用のソフトウェアに

ついては、社内における利用可能

期間(５年)に基づく定額法を採用

しております。

(ロ)無形固定資産（リース資産を除く）

同左

―――――――――― (ハ)リース資産

リース期間を耐用年数とし、残

存価額を零とする定額法を採用し

ております。

なお、所有権移転外ファイナン

ス・リース取引のうち、リース取

引開始日が平成20年３月31日以前

の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。

(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。

(イ)貸倒引当金

同左

(ロ)賞与引当金

従業員の賞与支給に備えるため、

賞与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

付債務及び年金資産の見込額に基

づき計上しております。

(ハ)退職給付引当金

同左
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数理計算上の差異は、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、発生年度の翌連結会計年
度から費用処理することとしてお

ります。

(ニ)役員退職慰労引当金

役員の退職により支給する退職慰
労金に充てるため、内規に基づく

期末要支給額を計上しておりま

す。

(ニ)役員退職慰労引当金

同左

(4) 重要なリース取引の処

理方法

リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナン
ス・リース取引については、通常の賃

貸借取引に係る方法に準じた会計処理

によっております。

――――――――――

(5) 消費税等の会計処理方

法

税抜方式によっております。 同左

５ 連結子会社の資産及び

負債の評価に関する事
項

全面時価評価法を採用しております。 同左

６ 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、要求払預金及び取得日から

３ヶ月以内に満期日の到来する流動性

の高い、容易に換金可能であり、か

つ、価値の変動について僅少なリスク
しか負わない短期的な投資からなって

おります。

同左
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(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】

【会計方針の変更】

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）

所有権移転外ファイナンス・リース取引について

は、従来、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したが、「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

（企業会計審議会第一部会）、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。また、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の減価償却の

方法については、リース期間を耐用年数とし、残存価

額を零とする定額法を採用しております。

なお、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転

外ファイナンス・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を引き続き適用し

ております。

この変更による損益に与える影響はありません。

【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）

（連結損益計算書）

前連結会計年度において営業外収益に独立掲記して

おりました「投資保険料配当金」（当連結会計年度

500千円）は、金額的重要性が乏しいため当連結会計

年度より「その他」に含めて表示しております。

（連結貸借対照表）

「財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則

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）が適用となることに伴い、前連結会

計年度において、「たな卸資産」として掲記されてい

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」に区分掲記しておりま

す。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、768,268千円、55,537千円、1,311,600

千円であります。
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(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 ７千株

(8)【連結財務諸表に関する注記事項】

(連結貸借対照表関係)

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)

※ 未払消費税等は、流動負債の「その他」に含めて
表示しており、未収消費税等は、流動資産の「そ
の他」に含めて表示しております。

※ 同左

(連結損益計算書関係)

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 主要な費用及び金額は次のとおりであります。

販売促進関係費 335,897千円

運賃 1,551,749千円

役員報酬 174,961千円

給与手当等 1,353,098千円

退職給付費用 147,785千円

従業員賞与 200,076千円

賞与引当金繰入額 125,400千円

減価償却費 129,687千円

賃借料 320,777千円

試験研究費 56,120千円

※１ 主要な費用及び金額は次のとおりであります。

販売促進関係費 404,795千円

運賃 1,577,080千円

役員報酬 170,125千円

給与手当等 1,395,932千円

退職給付費用 260,328千円

従業員賞与 183,706千円

賞与引当金繰入額 127,900千円

減価償却費 125,343千円

賃借料 315,497千円

試験研究費 54,201千円

※２ 固定資産売却益の内容は次のとおりであります。

土地 5,761千円

※２ ――――――――――

※３ 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 1,582千円

機械装置及び運搬具 7,389千円

その他 269千円

計 9,240千円

※３ 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 341千円

機械装置及び運搬具 13,846千円

その他 510千円

計 14,698千円

※４ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発

費は、453,230千円であります。

※４ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発

費は、485,582千円であります。

(連結株主資本等変動計算書関係)

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）

１ 発行済株式に関する事項

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(千株) 18,532 ― ― 18,532

２ 自己株式に関する事項

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(千株) 1,837 ７ ― 1,845
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該当事項はありません。

(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 ９千株

該当事項はありません。

３ 新株予約権等に関する事項

４ 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり配当額

(円)
基準日 効力発生日

平成19年６月28日
定時株主総会

普通株式 233,734 14 平成19年３月31日 平成19年６月29日

平成19年11月16日
取締役会

普通株式 166,890 10 平成19年９月30日 平成19年12月３日

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

決議 株式の種類 配当の原資
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20年６月26日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 233,625 14 平成20年３月31日 平成20年６月27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 発行済株式に関する事項

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(千株) 18,532 ― ― 18,532

２ 自己株式に関する事項

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(千株) 1,845 ９ ― 1,854

３ 新株予約権等に関する事項

４ 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20年６月26日
定時株主総会

普通株式 233,625 14 平成20年３月31日 平成20年６月27日

平成20年11月７日
取締役会

普通株式 166,841 10 平成20年９月30日 平成20年12月１日

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

決議 株式の種類 配当の原資
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６月26日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 233,490 14 平成21年３月31日 平成21年６月29日
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１ 事業の種類別セグメント情報

前連結会計年度及び当連結会計年度については、当社及び連結子会社は単一の産業区分に属する事

業を行っており、事業の種類別セグメントを有しておりません。

２ 所在地別セグメント情報

前連結会計年度及び当連結会計年度については、当社は本邦以外の国又は地域に所在する支店及び

連結子会社がないため該当事項はありません。

３ 海外売上高

前連結会計年度及び当連結会計年度については、当社及び連結子会社は海外売上高がないため該当

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)

※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 1,773,648千円

有価証券勘定 7,587,100千円

預入期間が３ヶ月を超える
定期預金等

―

現金及び現金同等物 9,360,748千円

※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 1,820,494千円

有価証券勘定 5,914,802千円

預入期間が３ヶ月を超える
定期預金等

△500,000千円

現金及び現金同等物 7,235,296千円

(セグメント情報)
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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 親会社及び法人主要株主等

保険料については、日本損害保険協会の料率に基づき契約しております。

２ 役員及び個人主要株主等

(注) １ 取引条件及び取引条件の決定方針等

① 建物の賃借については、近隣の取引実勢等に基づいて決定しております。

② 税務顧問については、業務内容を勘案のうえ一般的な報酬の水準を参考にして決定しており

ます。

２ 取引金額には消費税等は含まれておりません。

３ 長谷屋茂氏は当社監査役長谷屋秀幸氏の父であります。

３ 子会社等

該当事項はありません。

４ 兄弟会社等

該当事項はありません。

(関連当事者との取引)

属性
会社等
の名称

住所
資本金又
は出資金
(千円)

事業の内容
又は職業

議決権等
の所有

(被所有)割合
(％)

関係内容

取引の内容
取引金額
(千円)

科目
期末残高
(千円)役員の

兼任等
事業上
の関係

その他
の関係
会社

㈲紳興商会
東京都
世田谷
区

99,000
損害保険
代理業

（被所有）
直接 21.1

―
損害保険
の契約

保険料の
支払

5,291 ― ―

取引条件及び取引条件の決定方針等

属性
会社等

の名称
住所

資本金又

は出資金

(千円)

事業の内容

又は職業

議決権等

の所有

(被所有)割合

(％)

関係内容

取引の内容
取引金額

(千円)
科目

期末残高

(千円)役員の

兼任等

事業上

の関係

役員及

びその

近親者

石川紳一郎 ― ―
当社

代表取締役

（被所有）

直接 4.5

間接 21.1
― ― 建物の賃借 33,600 ― ―

長谷屋茂 ― ― 税理士

（被所有）

直接 0.0 ― ― 税務顧問 5,450 ― ―
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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）

１ 親会社及び法人主要株主等

取引条件及び取引条件の決定方針等

保険料については、日本損害保険協会の料率に基づき契約しております。

２ 役員及び個人主要株主等

(注) １ 取引条件及び取引条件の決定方針等

① 建物の賃借については、近隣の取引実勢等に基づいて決定しております。

② 税務顧問については、業務内容を勘案のうえ一般的な報酬の水準を参考にして決定しており

ます。

２ 取引金額には消費税等は含まれておりません。

３ 長谷屋茂氏は当社監査役長谷屋秀幸氏の父であります。

３ 子会社等

該当事項はありません。

４ 兄弟会社等

該当事項はありません。

属性
会社等

の名称
住所

資本金又

は出資金

(千円)

事業の内容

又は職業

議決権等

の所有

(被所有)割合

(％)

関係内容

取引の内容
取引金額

(千円)
科目

期末残高

(千円)役員の

兼任等

事業上

の関係

その他の

関係会社
㈲紳興商会

東京都世

田谷区
99,000

損害保険

代理店

（被所有）

直接 21.1
―

損 害 保 険

の契約

保険料の

支払
15,086 ― ―

属性
会社等

の名称
住所

資本金又

は出資金

(千円)

事業の内容

又は職業

議決権等

の所有

(被所有)割合

(％)

関係内容

取引の内容
取引金額

(千円)
科目

期末残高

(千円)役員の

兼任等

事業上

の関係

役員及

びその

近親者

石川紳一郎 ― ―
当社

代表取締役

（被所有）

直接 4.5

間接 21.1

― ― 建物の賃借 33,600 ― ―

長谷屋茂 ― ― 税理士

（被所有）

直接 0.0 ― ― 税務顧問 5,950 ― ―
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(税効果会計関係)

前連結会計年度末
(平成20年３月31日現在)

当連結会計年度末
(平成21年３月31日現在)

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

繰延税金資産(流動)

未払事業税 21,545千円

賞与引当金 108,017千円

その他 24,107千円

繰延税金資産(流動)合計 153,670千円

繰延税金資産(固定)

退職給付引当金 644,673千円

子会社欠損金 221,515千円

役員退職慰労引当金 69,905千円

投資有価証券等評価損 29,243千円

その他 49,816千円

小計 1,015,155千円

評価性引当額 △320,664千円

繰延税金資産(固定)合計 694,490千円

繰延税金負債(固定)との相殺 △423,702千円

繰延税金資産(固定)純額 270,788千円

繰延税金負債(固定)

買換資産圧縮準備金 △414,405千円

その他 △53,974千円

小計 △468,380千円

繰延税金資産(固定)との相殺 423,702千円

繰延税金負債(固定)純額 △44,677千円

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

繰延税金資産(流動)

未払事業税 18,220千円

賞与引当金 113,297千円

その他 28,755千円

繰延税金資産(流動)合計 160,273千円

繰延税金資産(固定)

退職給付引当金 685,845千円

子会社欠損金 198,182千円

役員退職慰労引当金 75,583千円

投資有価証券等評価損 34,560千円

その他 47,956千円

小計 1,042,128千円

評価性引当額 △308,326千円

繰延税金資産(固定)合計 733,801千円

繰延税金負債(固定)との相殺 △376,593千円

繰延税金資産(固定)純額 357,208千円

繰延税金負債(固定)

買換資産圧縮準備金 △363,436千円

その他 △53,274千円

小計 △416,710千円

繰延税金資産(固定)との相殺 376,593千円

繰延税金負債(固定)純額 △40,117千円

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率 40.7％

(調整)

交際費等永久に損金に算入されない項目 2.6

受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △2.7

住民税均等割 1.1

試験研究費等税額控除 △3.0

評価性引当額 18.1

その他 1.8

税効果会計適用後の法人税等の負担率 58.6

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

法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負

担率との間の差異が法定実効税率の100分の５以下

であるため記載を省略しております。
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１ 時価のある有価証券

（1）その他有価証券

(注) 表中の「取得原価」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は減損処

理を行い、投資有価証券評価損20,964千円を計上しております。

なお、下落率が30～50％の株式の減損にあっては、当社グループの経理規程に基づき個別銘柄ごと

に、当連結会計年度における最高値・最安値と帳簿価格との乖離状況等を勘案し、総合的に判断し

ております。

２ 時価評価されていない有価証券

（1）その他有価証券

(有価証券関係)

区分

前連結会計年度末 当連結会計年度末

（平成20年３月31日現在） （平成21年３月31日現在）

取得原価
(千円)

連結貸借対
照表計上額
(千円)

差額
(千円)

取得原価
(千円)

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）

株式 359,662 465,275 105,613 359,974 431,938 71,964

その他 ― ― ― ― ― ―

小計 359,662 465,275 105,613 359,974 431,938 71,964

（連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの）

株式（注） 327,420 261,373 △66,046 307,726 284,022 △23,703

その他 ― ― ― ― ― ―

小計 327,420 261,373 △66,046 307,726 284,022 △23,703

合計 687,083 726,649 39,566 667,700 715,961 48,260

区分

前連結会計年度末 当連結会計年度末

（平成20年３月31日現在） （平成21年３月31日現在）

連結貸借対照表計上額(千円) 連結貸借対照表計上額(千円)

① マネー・マネージメント・ファンド 7,587,100 5,914,802

② 非上場株式 107,262 107,256

合計 7,694,362 6,022,058
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(デリバティブ取引関係)

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)

デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事

項はありません。

同左

(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、

適格退職年金制度又は退職一時金制度を設けており

ます。また、当社において退職給付信託も設定して

おります。

１ 採用している退職給付制度の概要

同左

２ 退職給付債務に関する事項

イ 退職給付債務 △7,721,441千円

ロ 年金資産 6,692,276千円

ハ 未積立退職給付債務(イ＋ロ) △1,029,165千円

ニ 未認識数理計算上の差異 966,681千円

ホ 連結貸借対照表計上額純額
(ハ＋ニ)

△62,483千円

ヘ 前払年金費用 1,022,853千円

ト 退職給付引当金(ホ－ヘ) △1,085,336千円

(注) 連結子会社は、退職給付債務の算定に当たり簡

便法を採用しております。

２ 退職給付債務に関する事項

イ 退職給付債務 △7,839,946千円

ロ 年金資産 5,726,328千円

ハ 未積立退職給付債務(イ＋ロ) △2,113,617千円

ニ 未認識数理計算上の差異 1,978,660千円

ホ 連結貸借対照表計上額純額
(ハ＋ニ)

△134,957千円

ヘ 前払年金費用 1,025,543千円

ト 退職給付引当金(ホ－ヘ) △1,160,500千円

(注) 連結子会社は、退職給付債務の算定に当たり簡

便法を採用しております。

３ 退職給付費用に関する事項

イ 勤務費用 256,577千円

ロ 利息費用 146,353千円

ハ 期待運用収益 △129,755千円

ニ 数理計算上の差異の費用処理額 25,159千円

ホ 退職給付費用(イ＋ロ＋ハ＋ニ) 298,334千円

(注) 簡便法を採用している連結子会社の退職給付費

用は、「イ 勤務費用」に計上しております。

３ 退職給付費用に関する事項

イ 勤務費用 256,932千円

ロ 利息費用 151,140千円

ハ 期待運用収益 △120,479千円

ニ 数理計算上の差異の費用処理額 177,500千円

ホ 退職給付費用(イ＋ロ＋ハ＋ニ) 465,093千円

(注) 簡便法を採用している連結子会社の退職給付費

用は、「イ 勤務費用」に計上しております。

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

イ 退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

ロ 割引率 2.0％

ハ 期待運用収益率 2.0％

ニ 数理計算上の差異の処理年数 10年

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

イ 退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

ロ 割引率 2.0％

ハ 期待運用収益率 2.0％

ニ 数理計算上の差異の処理年数 10年
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(注) １株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

リース取引、ストック・オプション等、企業結合等に関する注記事項については、決算短信における開

示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。

(１株当たり情報)

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 1,554.62円 １株当たり純資産額 1,558.30円

１株当たり当期純利益 29.71円 １株当たり当期純利益 26.85円

なお、「潜在株式調整後１株当たり当期純利益」につい
ては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

なお、「潜在株式調整後１株当たり当期純利益」につい
ては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

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)

連結損益計算書上の当期純利益 495,941千円 447,886千円

普通株主に帰属しない金額 ― ―

普通株式に係る当期純利益 495,941千円 447,886千円

普通株式の期中平均株式数 16,690,450株 16,683,836株

(重要な後発事象)

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)

該当事項はありません。 同左
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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 1,440,831 1,497,953

受取手形 18,879 15,750

売掛金 5,247,997 5,686,245

有価証券 7,587,100 5,914,802

製品 679,291 693,998

原材料 1,171,209 1,487,005

仕掛品 46,818 71,761

貯蔵品 3,086 1,416

繰延税金資産 133,844 135,935

未収入金 69,712 84,334

未収消費税等 73,319 3,987

関係会社短期貸付金 240,000 240,000

その他 7,122 1,256

貸倒引当金 △22,000 △23,000

流動資産合計 16,697,213 15,811,447

固定資産

有形固定資産

建物 4,974,804 5,331,864

減価償却累計額 △2,669,906 △2,832,256

建物（純額） 2,304,898 2,499,608

構築物 1,090,783 1,109,633

減価償却累計額 △758,519 △806,517

構築物（純額） 332,263 303,116

機械及び装置 8,290,953 9,728,193

減価償却累計額 △5,894,680 △6,461,061

機械及び装置（純額） 2,396,272 3,267,132

車両運搬具 23,890 24,436

減価償却累計額 △22,707 △23,195

車両運搬具（純額） 1,182 1,241

工具、器具及び備品 458,244 476,285

減価償却累計額 △386,399 △405,845

工具、器具及び備品（純額） 71,845 70,440

土地 2,172,376 2,172,376

リース資産 － 10,272

減価償却累計額 － △468

リース資産（純額） － 9,804

建設仮勘定 90,420 56,479

有形固定資産合計 7,369,258 8,380,198
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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）

無形固定資産

ソフトウエア 190,547 38,945

ソフトウエア仮勘定 － 74,806

水道施設利用権 4,442 3,777

電話加入権 5,513 5,513

電信電話専用施設利用権 87 73

無形固定資産合計 200,591 123,115

投資その他の資産

投資有価証券 833,911 823,217

関係会社株式 173,543 173,543

従業員に対する長期貸付金 9,488 10,413

関係会社長期貸付金 2,105,000 1,865,000

長期前払費用 25,810 26,299

繰延税金資産 267,270 353,074

前払年金費用 1,022,853 1,025,543

保険積立金 411,320 408,575

長期預金 1,000,000 1,000,000

その他 58,314 56,090

投資その他の資産合計 5,907,511 5,741,758

固定資産合計 13,477,361 14,245,072

資産合計 30,174,574 30,056,519
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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）

負債の部

流動負債

買掛金 1,606,340 1,541,766

未払金 1,030,398 1,046,860

未払費用 561,095 497,261

未払法人税等 167,577 114,868

預り金 35,351 29,123

賞与引当金 235,000 243,700

その他 3,325 3,825

流動負債合計 3,639,089 3,477,404

固定負債

退職給付引当金 930,954 1,006,276

役員退職慰労引当金 161,960 181,169

リース債務 － 10,081

その他 25,914 25,914

固定負債合計 1,118,828 1,223,441

負債合計 4,757,918 4,700,845

純資産の部

株主資本

資本金 2,270,634 2,270,634

資本剰余金

資本準備金 2,381,423 2,381,423

資本剰余金合計 2,381,423 2,381,423

利益剰余金

利益準備金 545,000 545,000

その他利益剰余金

特別償却準備金 765 －

買換資産圧縮積立金 514,198 439,937

別途積立金 19,860,000 20,060,000

繰越利益剰余金 1,386,868 1,201,897

利益剰余金合計 22,306,832 22,246,834

自己株式 △1,565,697 △1,571,837

株主資本合計 25,393,193 25,327,055

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 23,462 28,618

評価・換算差額等合計 23,462 28,618

純資産合計 25,416,656 25,355,673

負債純資産合計 30,174,574 30,056,519
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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 25,568,954 26,567,044

売上原価

製品期首たな卸高 583,134 679,291

当期製品製造原価 13,774,108 14,964,634

当期製品仕入高 6,016,049 6,112,280

合計 20,373,293 21,756,206

製品他勘定振替高 277,569 287,774

製品期末たな卸高 679,291 693,998

売上原価合計 19,416,431 20,774,434

売上総利益 6,152,522 5,792,610

販売費及び一般管理費 5,065,352 5,254,733

営業利益 1,087,170 537,876

営業外収益

受取利息 40,208 27,301

有価証券利息 39,378 34,622

受取配当金 75,744 76,356

不動産賃貸料 44,552 44,552

仕入割引 37,720 40,121

その他 33,884 49,975

営業外収益合計 271,488 272,931

営業外費用

支払利息 620 650

たな卸資産廃棄損 158,501 170,278

不動産賃貸原価 44,570 42,596

その他 47,050 20,477

営業外費用合計 250,742 234,001

経常利益 1,107,916 576,806

特別利益

固定資産売却益 5,761 －

補助金収入 － 12,107

特別利益合計 5,761 12,107

特別損失

固定資産除却損 6,895 13,281

投資有価証券評価損 13,274 20,964

特別損失合計 20,169 34,245

税引前当期純利益 1,093,508 554,667

法人税、住民税及び事業税 392,692 305,631

法人税等調整額 19,801 △91,433

法人税等合計 412,494 214,197

当期純利益 681,013 340,469
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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 2,270,634 2,270,634

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,270,634 2,270,634

資本剰余金

資本準備金

前期末残高 2,381,423 2,381,423

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,381,423 2,381,423

資本剰余金合計

前期末残高 2,381,423 2,381,423

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,381,423 2,381,423

利益剰余金

利益準備金

前期末残高 545,000 545,000

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 545,000 545,000

その他利益剰余金

特別償却準備金

前期末残高 1,531 765

当期変動額

特別償却準備金の取崩 △765 △765

当期変動額合計 △765 △765

当期末残高 765 －

買換資産圧縮積立金

前期末残高 540,619 514,198

当期変動額

買換資産圧縮積立金の取崩 △26,421 △74,261

当期変動額合計 △26,421 △74,261

当期末残高 514,198 439,937

別途積立金

前期末残高 19,360,000 19,860,000

当期変動額

別途積立金の積立 500,000 200,000

当期変動額合計 500,000 200,000

当期末残高 19,860,000 20,060,000
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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）

繰越利益剰余金

前期末残高 1,579,292 1,386,868

当期変動額

特別償却準備金の取崩 765 765

買換資産圧縮積立金の取崩 26,421 74,261

別途積立金の積立 △500,000 △200,000

剰余金の配当 △400,625 △400,467

当期純利益 681,013 340,469

当期変動額合計 △192,424 △184,970

当期末残高 1,386,868 1,201,897

利益剰余金合計

前期末残高 22,026,444 22,306,832

当期変動額

特別償却準備金の取崩 － －

買換資産圧縮積立金の取崩 － －

別途積立金の積立 － －

剰余金の配当 △400,625 △400,467

当期純利益 681,013 340,469

当期変動額合計 280,388 △59,998

当期末残高 22,306,832 22,246,834

自己株式

前期末残高 △1,557,315 △1,565,697

当期変動額

自己株式の取得 △8,381 △6,139

当期変動額合計 △8,381 △6,139

当期末残高 △1,565,697 △1,571,837

株主資本合計

前期末残高 25,121,186 25,393,193

当期変動額

剰余金の配当 △400,625 △400,467

当期純利益 681,013 340,469

自己株式の取得 △8,381 △6,139

当期変動額合計 272,007 △66,138

当期末残高 25,393,193 25,327,055
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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）

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 113,286 23,462

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△89,824 5,155

当期変動額合計 △89,824 5,155

当期末残高 23,462 28,618

評価・換算差額等合計

前期末残高 113,286 23,462

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△89,824 5,155

当期変動額合計 △89,824 5,155

当期末残高 23,462 28,618

純資産合計

前期末残高 25,234,473 25,416,656

当期変動額

剰余金の配当 △400,625 △400,467

当期純利益 681,013 340,469

自己株式の取得 △8,381 △6,139

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △89,824 5,155

当期変動額合計 182,182 △60,982

当期末残高 25,416,656 25,355,673
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該当事項はありません。

(4)【継続企業の前提に関する注記】

(5)【重要な会計方針】

項目
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)

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

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基づく時

価法(評価差額は全部純資産直入法

により処理し、売却原価は移動平均

法により算定)

子会社株式……

同左

その他有価証券

時価のあるもの…………………

同左

時価のないもの…………………

移動平均法による原価法

時価のないもの…………………

同左

２ たな卸資産の評価基準及

び評価方法

製品、原材料、仕掛品……………

総平均法による原価法

製品、原材料、仕掛品……………

総平均法による原価法（貸借対照

表価額については収益性の低下に基
づく簿価切下げの方法）

（会計方針の変更）

通常の販売目的で保有するたな卸

資産については、従来、主として総
平均法による原価法によっておりま

したが、当事業年度より「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）
が適用されたことに伴い、主として

総平均法による原価法（貸借対照表

価額については収益性の低下に基づ

く簿価切下げの方法）により算定し
ております。

なお、この変更により、当事業年度

の営業利益、経常利益及び税引前当

期純利益はそれぞれ1,135千円減少
しております。

貯蔵品……………最終仕入原価法 貯蔵品……………同左

３ 固定資産の減価償却の方

法

有形固定資産……………………定率法

ただし、平成10年４月１日以降に取

得した建物(建物附属設備は除く)に

ついては、定額法を採用しておりま

す。

なお、主な耐用年数は以下のとおり

です。

建物 12～50年

機械及び装置 ８年

有形固定資産（リース資産を除く）

………定率法

ただし、平成10年４月１日以降に取

得した建物(建物附属設備は除く)に

ついては、定額法を採用しておりま

す。

なお、主な耐用年数は以下のとおり

です。

建物 12～50年

機械及び装置 10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、平成19年４月１日以降に取得し

た有形固定資産の減価償却費につい

ては、改正後の法人税法に基づく方

法に変更しております。
これに伴い、前事業年度と同一の方

法によった場合と比べ、売上総利益
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が13,780千円、営業利益、経常利益

及び税引前当期純利益が15,231千円

それぞれ減少しております。

（追加情報）

平成19年３月31日以前に取得したも

のについては、償却可能限度額まで

償却が終了した翌年から５年間で均

等償却する方法によっております。
この変更により、売上総利益が

36,777千円、営業利益が39,232千

円、経常利益及び税引前当期純利益

が39,518千円それぞれ減少しており
ます。

（追加情報）

当社は、減価償却資産の耐用年数等

に関する平成20年度税制改正を契機

として資産の利用状況を見直した結

果、一部の減価償却資産について耐
用年数の見直しを行っております。

これにより、当事業年度の営業利

益、経常利益及び税引前当期純利益

はそれぞれ101,439千円増加してお
ります。

無形固定資産……………………定額

法

なお、自社利用のソフトウェアに

ついては、社内における利用可能期

間(５年)に基づく定額法を採用して

おります。

無形固定資産（リース資産を除く）

同左

―――――――――――――― リース資産……………………

リース期間を耐用年数とし、残存価

額を零とする定額法を採用しており

ます。

なお、所有権移転外ファイナン

ス・リース取引のうち、リース取引

開始日が平成20年３月31日以前のリ

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 引当金の計上基準 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。

貸倒引当金

同左

賞与引当金

従業員の賞与支給に備えるため、賞

与支給見込額のうち当事業年度の負
担額を計上しております。

賞与引当金

同左

退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当

事業年度末における退職給付債務及

び年金資産の見込額に基づき計上し
ております。

数理計算上の差異は、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、発生年度の翌事業年度から費用

処理することとしております。

退職給付引当金

同左

役員退職慰労引当金

役員の退職により支給する退職慰労

金に充てるため、内規に基づく期末

要支給額を計上しております。

役員退職慰労引当金

同左

５ リース取引の処理方法 リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナン
ス・リース取引については、通常の賃

貸借取引に係る方法に準じた会計処理

によっております。

――――――――――

６ 消費税等の会計処理方法 税抜方式によっております。 同左
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(6)【重要な会計方針の変更】

【会計方針の変更】

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)

―――――――――――――――― （リース取引に関する会計基準）

所有権移転外ファイナンス・リース取引について

は、従来、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したが、「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

（企業会計審議会第一部会）、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。また、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の減価償却の

方法については、リース期間を耐用年数とし、残存価

額を零とする定額法を採用しております。

なお、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転

外ファイナンス・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を引き続き適用し

ております。

この変更による損益に与える影響はありません。

【表示方法の変更】

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）

（損益計算書）

前事業年度において営業外収益に独立掲記しており

ました「投資保険料配当金」（当事業年度500千円）

は、金額的重要性が乏しいため当事業年度より「その

他」に含めて表示しております。

――――――――――――――――
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(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 ７千株

(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 ９千株

(注) １株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

(7)【個別財務諸表に関する注記事項】

(株主資本等変動計算書関係)

前事業年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日)

１ 自己株式に関する事項

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(千株) 1,837 ７ ― 1,845

当事業年度(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

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(千株) 1,845 ９ ― 1,854

(１株当たり情報)

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)

１株当たり純資産額 1,523.09円 １株当たり純資産額 1,520.32円

１株当たり当期純利益 40.80円 １株当たり当期純利益 20.41円

なお、「潜在株式調整後１株当たり当期純利益」につい
ては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

なお、「潜在株式調整後１株当たり当期純利益」につい
ては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

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)

損益計算書上の当期純利益 681,013千円 340,469千円

普通株主に帰属しない金額 ― ―

普通株式に係る当期純利益 681,013千円 340,469千円

普通株式の期中平均株式数 16,690,450株 16,683,836株
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該当事項はありません。

1.役位の異動

取締役相談役 松本 貞臣 （現 専務取締役相談役）

専務取締役営業本部長 福士 昌之 （現 常務取締役営業本部長）

常務取締役管理本部長 塩村 智彦 （現 取締役管理本部長）

2.新任取締役候補

溝田 茂 （現 購買部長）

3.退任予定取締役

取締役 西 康隆 （特別顧問に就任予定）

4.新任監査役候補

岡田 憲明 （現 管理本部長付）

齊上 裕弥 （現 エム・ユー投資顧問株式会社 専務取締役）

5.退任予定監査役

常勤監査役 鐸木 和彦 （顧問に就任予定）

社外監査役 鉢呂 哲雄

(注) 新任監査役候補者 齊上裕弥氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

(重要な後発事象)

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)

該当事項はありません。 同左

6. その他

(1) 代表者の異動

(2) その他役員の異動（平成21年６月26日付予定）
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