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1.  22年3月期の業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

※平成21年３月期は連結財務諸表を作成しておりますので、「自己資本当期純利益率」、「総資産経常利益率」及び「売上高営業利益率」は記載しておりま
せん。 

(2) 財政状態 

 

(3) キャッシュ・フローの状況 

※平成21年３月期は連結財務諸表を作成しておりますので、数値は記載しておりません。  

(1) 経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期 13,082 33.7 297 ― 280 ― 270 ―
21年3月期 9,782 44.2 △10 ― △6 ― △20 ―

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 ％ ％ ％

22年3月期 8.69 ― 19.0 7.4 2.3
21年3月期 △0.66 ― ― ― ―

（参考） 持分法投資損益 22年3月期  ―百万円 21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

22年3月期 3,837 1,557 40.6 49.95
21年3月期 3,746 1,287 34.4 41.29

（参考） 自己資本   22年3月期  1,557百万円 21年3月期  1,287百万円

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

22年3月期 598 △338 △268 35
21年3月期 ― ― ― ―

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
純資産配当

率第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

21年3月期 ― ― ― 0.00 0.00 0 ― ―
22年3月期 ― ― ― 0.00 0.00 0 ― ―
23年3月期 

（予想）
― ― ― 0.00 0.00 ―

3.  23年3月期の業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 1株当たり当期
純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期 
累計期間

6,700 0.8 135 2.7 125 2.0 120 1.9 3.85

通期 13,300 1.7 280 △6.0 260 △7.3 250 △7.7 8.02



4.  その他 
(1) 重要な会計方針の変更 

(2) 発行済株式数（普通株式） 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期 31,337,000株 21年3月期 31,337,000株
② 期末自己株式数 22年3月期  157,003株 21年3月期  147,129株

※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の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等につきましては、３ページ「１．経営成績 次期の見通
し」をご覧ください。 



(1）経営成績に関する分析 

  当事業年度におけるわが国経済は、生産や輸出の回復の兆しが見え、設備投資も下げ幅が縮小するなど企業業績

は回復基調にある一方で、個人消費は雇用情勢の悪化や個人所得の減少などで低調に推移し、厳しい状況が続いて

おります。 

 加工食品業界におきましても、お客様の生活防衛意識の高まりから、低価格品への需要シフトが続いており、大

変厳しい環境下で推移いたしました。 

 このような状況のもとで、当社は前事業年度に親会社でありますスターゼン株式会社より営業部門を譲り受けた

ことにより、当事業年度は製販一体となった体制で収益改善に取り組んでまいりました。営業面では、加工食品事

業の拡大策として生活応援型商品などの投入により販売数量の拡大、新規取引先の開拓や積極的な販売キャンペー

ンの実施を行ってまいりました。生産面では、増産対応と生産性向上を図るため機械設備の増設と更新を行い、ま

た、原価低減対策の一環として原料や副原料など仕入を全面的に見直すとともに、一層の品質管理強化に努め、安

全で安心できる製品造りに邁進してまいりました。 

その結果、当事業年度の売上高は130億82百万円（前年同期比33.7％増）となり、生産・販売コストの削減強化

に取り組んだことや原材料価格が低位に推移したこともあり、営業利益は２億97百万円（前年同期は営業損失10百

万円）、経常利益２億80百万円（前年同期は経常損失６百万円）、当期純利益２億70百万円（前年同期は当期純損

失20百万円）となりました。 

  

事業の種類別の業績は次のとおりです。 

  

   ① 加工食品事業 

     食肉加工品につきましては、内食需要の高まりから「フェストエッセンシリーズ」や「元気な食卓シリー

ズ」などハム・ソーセージのコンシューマー製品が好調に推移したことや、業務用製品も積極的な販売促進

活動の結果販売数量を伸ばすことができました。「黒ラベルシリーズ」を始めとするギフト商品は全社挙げ

て取り組んだことで前年の中元期や歳暮期を上回ることができました。その結果、当事業年度の売上高は83

億63百万円であります。 

 その他惣菜等につきましては、低価格志向が一層強まっており、業者間の価格競争も激しさを増しており

ますが、新商品の導入や大口得意先への販売促進を強化してまいりました。また、当社の特徴であり、好評

をいただいております洋風おせちは販路を拡大したことで前年を大きく上回った販売数量となりました。そ

の結果、当事業年度の売上高は47億16百万円であります。 

  

   ② その他の事業 

     不動産の賃貸収入のみで、当事業年度の売上高は２百万円であります。 

  

 なお、前期は連結財務諸表を作成しておりますので、事業の種類別の業績につきましては、前年同期比は  

記載しておりません。  

  

  次期の見通しにつきましては、わが国経済は生産や輸出も上向き、設備投資も下げ止まりの傾向にあり、雇用・

所得環境の悪化も緩やかになっております。しかしながら、依然として、消費者の低価格志向は変わらず、企業環

境は厳しい状況が続くものと思われます。 

 このような状況のもと、当社は「安全・安心で正確な商品供給体制」の強化を第一に掲げ、体制の整備を強力に

進めてまいります。更に、「ローマイヤブランド」の一層の浸透を図るため、商品開発力強化、販路の拡大を推進

してまいります。また、増産対応や生産性向上のための設備投資や物流体制の整備を行い、全社一丸となって、生

産・販売・物流・管理コストを縮減し、業績向上に努めてまいります。 

 次期の業績予想につきましては、売上高は133億円（前年同期比1.7％増）、営業利益は原料価格の漸次値上りが

予想されるため、２億80百万円（前年同期比6.0％減）、経常利益２億60百万円（前年同期比7.3％減）、当期純利

益２億50百万円（前年同期比7.7％減）を予想しております。 

        

  

１．経営成績



(2）財政状態に関する分析 

      ① 資産、負債及び純資産の状況  

      資産の部 

   当事業年度末の総資産は38億37百万円で、前事業年度末と比べ91百万円増加いたしました。うち流動

資産は17億20百万円で、前事業年度末より１億38百万円減少しております。主な理由は、売上増加に伴

い売掛金が30百万円増加しましたが、たな卸資産が１億53百万円減少したことなどによるものです。 

       固定資産は21億16百万円で２億29百万円増加いたしました。有形固定資産が工場の機械設備の増設と

更新を行ったことから前事業年度末より２億79百万円増加しましたが、無形固定資産はのれんの償却な

どで50百万円減少しております。 

    負債の部 

   当事業年度末の負債合計は22億80百万円で前事業年度末より１億78百万円減少しております。うち流

動負債は、買掛金が58百万円、関係会社短期借入金が５億93百万円それぞれ前事業年度末より減少した

ことなどにより、当事業年度末は17億59百万円で前事業年度末より４億68百万円減少いたしました。固

定負債は５億20百万円で長期借入金の増加などで前事業年度末より２億90百万円増加しております。 

純資産の部 

    当事業年度末の純資産は15億57百万円で、前事業年度末と比べ２億69百万円増加いたしました。 

  

    ② キャッシュ・フローの状況 

当事業年度末における現金及び現金同等物（以下、資金という）は、税引前当期純利益などの営業キャッ

シュ・フローの増加分を、機械設備投資等の支払や短期借入金の返済に充てたことから、前事業年度末より

８百万円減少し、35百万円となっております。 

  

各キャッシュフローの状況は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー）  

営業活動の結果得られた資金は５億98百万円となりました。これは主に税引前当期純利益２億80百万円

及びたな卸資産の減少額１億53百万円など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３億38百万円となりました。これは主に工場の生産機械等の取得による

支出など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２億68百万円となりました。これは主に関係会社短期借入金の返済等に

よるものであります。 

  

   なお、前期は連結キャッシュ・フロー計算書を作成しておりますので、前年同期比は 記載しておりませ

ん。  

  

    （参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移   

（注）自己資本比率： 自己資本／総資産  

     時価ベースの自己資本比率： 株式時価総額／総資産 

    キャッシュ・フロー対有利子負債比率： 有利子負債／キャッシュ・フロー  

    インタレスト・カバレッジ・レシオ ： キャッシュ・フロー／利払い 

         ※１．平成21年３月期につきましては連結ベースの財務数値により、また、平成22年３月期につ

きましては個別ベースの財務数値により計算しております。 

    ２．株式時価総額は自己株式を除く期末発行株式数をベースに計算しております。 

    ３．キャッシュ・フローは営業キャッシュ・フローを利用しております。 

           ４．有利子負債は貸借対照表に記載されている負債のうち利子を払っている全ての負債を対象

としております。    

           ５．利払いはキャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。     

  平成21年3月期  平成22年3月期 

自己資本比率          (%) 34.4 40.6 

 時価ベースの自己資本比率   (%) 66.6 83.7 

 キャッシュ・フロー対有利子負債比率 (年） － 1.2

 インタレスト・カバレッジ・レシオ (倍) － 33.9



  

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

 利益配分の基本方針につきまして、当社は株主の皆様に対して利益配分が企業の重要な責務であると認識して

おり、そのためには、確固たる経営基盤を築き利益体質を確立し、一日も早く業績に裏づけされた成果の配分を

行うことができるよう努力してまいります。 

  当期及び次期の配当につきましては、利益剰余金がマイナスとなっておりますので、見送りさせていただく予

定であります。 

   

(4）事業等のリスク 

      当社の経営成績、財政状態及び株価等に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、当事業年度末現在において当社が判断したものであります。 

  

  ① 食肉製品の原料について 

 当社の製品の原料は、主として豚肉でありますが、その他牛肉や鶏肉を使用しており、その原料の原産国は日本

国内、アメリカ、カナダ、デンマーク、オーストラリア、アジア等各国にわたっております。豚・牛は口蹄疫、牛

はＢＳＥ、鶏は鳥インフルエンザなど世界各国で発生し問題となっております。安全面、価格面、仕入量の確保な

ど、当社の製品価格や販売に影響を及ぼす可能性があります。 

 当社の親会社である食肉卸大手のスターゼン株式会社と業務提携を締結しており、トレーサビリティーの確かな

原料の使用、原料の安定供給などの恩恵を受けております。 

  

② 食品の表示について 

 食品の多様化、消費者の食品の品質及び安全性や健康に対する関心の高まり等に対応して、アレルギー物質、添

加物、賞味期限などの食品の表示制度が充実強化され、違反した場合の罰則も厳しくなっております。当社は細心

の注意を払って、仕入業者から成分表を取り寄せ調査分析を行っておりますが、万が一にも混入または誤表示する

ことはないとは言い切れないリスクを負っております。 

  

③ 個人情報漏洩等について  

 当社は、平成17年4月1日より施行されました個人情報保護法を遵守するために、平成17年3月16日に「個人情報

の取り扱いに関する規定」及び「個人情報の取り扱いに関する細則」を制定するとともに、全従業員に周知徹底を

図っております。当社は中元や歳暮ギフトのご依頼主やお届け先の個人情報を取り扱っております。また、ギフト

の配送を宅配業者に依頼しております。当社は個人情報保護の重要性を従業員に十分に認識させ、保管管理を徹底

しておりますが、万一個人情報の漏洩や不正利用などが生じた場合、個人情報保護法に基づく業務規定違反として

勧告、命令、罰則処分を受ける可能性があります。これにより、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

  

 ④ 固定資産の減損損失について 

    当社が保有する固定資産の価値が経済情勢などの変化により下落した場合には、必要な減損処理を実施すること

になり、当社の業績及び財政状態が重要な影響を受ける可能性があります。 

  

 ⑤ 厚生年金基金について 

   当社が加盟しております日本ハム・ソーセージ工業厚生年金基金は、総合設立型で複数事業主制度であります。

制度全体の積立状況は「年金資産の額」と「年金財政計算上の給付債務の額」と比して債務の額が超過している状

況であります。本制度上、自社の拠出に対応する年金資産及び給付債務の額が合理的に算出できません。本基金の

解散や当社が本基金を脱退した場合、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

  



 （5）継続企業の前提に関する重要事象等 

当社は、前事業年度に10百万円の営業赤字を計上し、営業キャッシュ・フローも前事業年度はスターゼングル

ープの再編成に伴い、グループ内の回収・支払期日変更等により、一時的に４億47百万円の大幅なマイナスとなっ

ており、「継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況」が存在しておりました。 

当該状況を解消するため、当事業年度は加工食品事業の拡大策として、新商品を導入し、積極的な販売促進活動

を行い売上の増強を図るとともに、原材料の仕入価格の見直しを図ってまいりました。生産部門では、歩留まりの

向上に努め、生産性向上、省力化のための設備投資を積極的に行ってまいりました。 

その結果、当事業年度では営業利益を２億97百万円計上し、営業キャッシュ・フローも５億98百万円の収入とな

り、「継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況」は解消したものと判断しております。 

  

  

 近の有価証券報告書（平成21年６月26日提出）における「事業系統図（事業の内容）」及び「関係会社の状

況」から重要な変更がないため開示を省略しております。  

  

  

(1）会社の経営の基本方針 

当社のビジョンは「食を通じて社会に貢献する」ことであり、「お客様第一主義」、「コンプライアンス」、

及び「全社一体感」を基本理念としております。大正10年の創業以来「おいしさプラス安心」を基本コンセプト

として、厳選された素材で高品質の製品をつくることをモットーにしてまいりました。その伝統を受け継いで明

日の食文化を見据え、尽きることのない食生活の向上を探求しております。 

  

(2）目標とする経営指標 

当社は平成22年３月期においては当期純利益を２億70百万円計上することが出来ました。次年度以降も安定的

な利益体質の確立に向け邁進し、一日でも早く業績に裏づけされた成果の配分を行えるよう努力してまいりま

す。  

  

(3）中長期的な会社の経営戦略及び会社の対処すべき課題 

当社は、加工食品事業の拡大策として、既存の取引先への拡売、新チャネルへの販売強化及び新商品開発を強

化し、「ローマイヤブランド」の一層の浸透を図ってまいります。また、販売量増加に伴い、工場の生産能力増

強、生産効率向上のための設備投資を行い生産体制を増強するとともに、物流体制を整備してまいります。更

に、企業の生命線となる「安全・安心で正確な商品の供給体制の強化」及び「コンプライアンス」の徹底、将来

を見据えた「人材の育成」を推進してまいります。  

  

(4）その他、会社の経営上重要な事項 

   該当事項はありません。      

  

  

２．企業集団の状況

３．経営方針



４．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 44,076 35,451

売掛金 ※1  1,147,257 ※1  1,178,205

商品及び製品 452,573 276,783

仕掛品 12,866 16,245

原材料及び貯蔵品 180,757 199,327

未収入金 13,101 4,551

その他 9,297 11,018

貸倒引当金 △902 △681

流動資産合計 1,859,027 1,720,903

固定資産   

有形固定資産   

建物 162,754 162,754

減価償却累計額 △119,633 △124,884

建物（純額） 43,121 37,870

構築物 10,796 10,796

減価償却累計額 △3,788 △4,783

構築物（純額） 7,007 6,012

機械及び装置 28,639 363,591

減価償却累計額 △9,943 △51,510

機械及び装置（純額） 18,696 312,080

車両運搬具 19,886 36,566

減価償却累計額 △12,645 △23,351

車両運搬具（純額） 7,241 13,215

工具、器具及び備品 60,942 70,893

減価償却累計額 △29,969 △35,648

工具、器具及び備品（純額） ※2  30,973 ※2  35,244

土地 ※2  1,493,013 ※2  1,493,013

リース資産 185,199 194,777

減価償却累計額 △7,992 △35,090

リース資産（純額） 177,207 159,687

有形固定資産合計 1,777,261 2,057,123

無形固定資産   

のれん 80,000 30,000

電話加入権 4,748 4,748

ソフトウエア 1,365 1,810

その他 3,107 2,592

無形固定資産合計 89,221 39,151



（単位：千円）

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

投資その他の資産   

投資有価証券 10,704 10,048

関係会社株式 0 0

出資金 5,278 5,278

差入保証金 3,465 4,842

その他 1,611 531

投資その他の資産合計 21,058 20,700

固定資産合計 1,887,541 2,116,975

資産合計 3,746,569 3,837,878

負債の部   

流動負債   

買掛金 ※1  935,372 ※1  877,037

関係会社短期借入金 ※2,3  982,969 ※2,3  389,185

1年内返済予定の関係会社長期借入金 － ※2  72,000

リース債務 23,537 26,064

未払金 119,044 149,811

未払費用 57,441 59,003

未払法人税等 15,322 20,138

未払消費税等 － 62,576

賞与引当金 92,069 102,234

その他 2,492 1,760

流動負債合計 2,228,249 1,759,811

固定負債   

関係会社長期借入金 － ※2  278,000

リース債務 157,308 139,786

繰延税金負債 1,367 999

退職給付引当金 50,932 81,004

長期預り保証金 1,004 1,004

長期未払金 19,765 19,765

固定負債合計 230,378 520,559

負債合計 2,458,627 2,280,371



（単位：千円）

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,699,968 1,699,968

資本剰余金   

資本準備金 899,968 899,968

その他資本剰余金 9,872 9,872

資本剰余金合計 909,840 909,840

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 △1,307,474 △1,036,486

利益剰余金合計 △1,307,474 △1,036,486

自己株式 △16,407 △17,286

株主資本合計 1,285,926 1,556,034

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 2,014 1,472

評価・換算差額等合計 2,014 1,472

純資産合計 1,287,941 1,557,507

負債純資産合計 3,746,569 3,837,878



（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

売上高 ※1  9,782,510 ※1  13,082,884

売上原価   

製品売上原価   

製品期首たな卸高 112,309 175,605

当期製品製造原価 ※1,4  6,729,016 ※1,4  6,870,107

合計 6,841,325 7,045,712

製品他勘定振替高 ※2  11,354 ※2  15,382

製品期末たな卸高 175,605 171,230

製品売上原価 6,654,365 6,859,099

商品売上原価   

商品期首たな卸高 3,279 276,968

当期商品仕入高 ※1  2,373,105 ※1  4,201,552

合計 2,376,385 4,478,520

商品他勘定振替高 6,561 10,911

商品期末たな卸高 276,968 105,552

商品売上原価 2,092,855 4,362,056

不動産売上原価 604 397

売上原価合計 8,747,824 11,221,553

売上総利益 1,034,685 1,861,331

販売費及び一般管理費 ※1,2,3,4  1,045,674 ※1,2,3,4  1,563,363

営業利益又は営業損失（△） △10,988 297,968

営業外収益   

受取利息 412 30

受取配当金 176 76

受取手数料 3,034 959

協賛金収入 9,089 －

雑収入 3,829 2,026

営業外収益合計 16,541 3,093

営業外費用   

支払利息 ※1  10,571 ※1  17,640

支払手数料 1,713 －

雑損失 193 2,967

営業外費用合計 12,477 20,607

経常利益又は経常損失（△） △6,924 280,453

特別利益   

受取保険金 5,387 －

特別利益合計 5,387 －



（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

特別損失   

投資有価証券評価損 3,499 －

子会社株式評価損 6,562 －

固定資産除却損 ※5  196 －

特別損失合計 10,259 －

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） △11,795 280,453

法人税、住民税及び事業税 8,861 9,466

法人税等合計 8,861 9,466

当期純利益又は当期純損失（△） △20,656 270,987



（３）株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 1,699,968 1,699,968

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,699,968 1,699,968

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 899,968 899,968

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 899,968 899,968

その他資本剰余金   

前期末残高 9,872 9,872

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 9,872 9,872

資本剰余金合計   

前期末残高 909,840 909,840

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 909,840 909,840

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 △1,286,818 △1,307,474

当期変動額   

当期純利益又は当期純損失（△） △20,656 270,987

当期変動額合計 △20,656 270,987

当期末残高 △1,307,474 △1,036,486

自己株式   

前期末残高 △14,758 △16,407

当期変動額   

自己株式の取得 △1,648 △879

当期変動額合計 △1,648 △879

当期末残高 △16,407 △17,286

株主資本合計   

前期末残高 1,308,231 1,285,926

当期変動額   

当期純利益又は当期純損失（△） △20,656 270,987



（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

自己株式の取得 △1,648 △879

当期変動額合計 △22,305 270,108

当期末残高 1,285,926 1,556,034

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 6,646 2,014

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △4,632 △542

当期変動額合計 △4,632 △542

当期末残高 2,014 1,472

純資産合計   

前期末残高 1,314,878 1,287,941

当期変動額   

当期純利益又は当期純損失（△） △20,656 270,987

自己株式の取得 △1,648 △879

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △4,632 △542

当期変動額合計 △26,937 269,565

当期末残高 1,287,941 1,557,507



（４）キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前当期純利益 280,453

減価償却費 93,230

のれん償却額 50,000

貸倒引当金の増減額（△は減少） △221

退職給付引当金の増減額（△は減少） 30,071

賞与引当金の増減額（△は減少） 10,165

受取利息及び受取配当金 △107

支払利息 17,640

売上債権の増減額（△は増加） △30,948

たな卸資産の増減額（△は増加） 153,841

仕入債務の増減額（△は減少） △58,334

未払債務の増減額（△は減少） 8,903

未収消費税等の増減額（△は増加） 8,997

未払消費税等の増減額（△は減少） 62,576

その他 △1,289

小計 624,977

利息及び配当金の受取額 107

利息の支払額 △17,648

法人税等の支払額 △8,861

営業活動によるキャッシュ・フロー 598,575

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形固定資産の取得による支出 △336,565

有形固定資産の売却による収入 750

無形固定資産の取得による支出 △1,309

差入保証金の差入による支出 △1,669

差入保証金の回収による収入 292

その他 △255

投資活動によるキャッシュ・フロー △338,757

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の増減額（△は減少） △593,783

長期借入れによる収入 350,000

リース債務の返済による支出 △23,779

自己株式の取得による支出 △879

財務活動によるキャッシュ・フロー △268,442

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △8,624

現金及び現金同等物の期首残高 44,076

現金及び現金同等物の期末残高 ※  35,451



継続企業の前提に関する注記

前事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 

至 平成22年３月31日） 

 該当事項はありません。  該当事項はありません。       

重要な会計方針

前事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 

至 平成22年３月31日） 

１．有価証券の評価基準及び評価方法 

 （1）子会社株式 

  移動平均法による原価法 

１．有価証券の評価基準及び評価方法 

 （1）関係会社株式 

同左 

（2）その他有価証券 

 時価のあるもの 

決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は

全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動

平均法により算定） 

（2）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 

 商品・原材料は個別法による原価法、製品・仕掛品は

先入先出法による原価法、貯蔵品は 終仕入原価法（い

ずれも、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。 

２．たな卸資産の評価基準及び評価方法 

 商品・原材料は個別法による原価法、製品・仕掛品は

先入先出法による原価法、貯蔵品は 終仕入原価法（い

ずれも、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。 

（会計方針の変更）    

 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日公表分）を適

用しております。 

 これにより、営業損失、経常損失及び税引前当期純損

失は、それぞれ5,757千円増加しております。  

  

３．固定資産の減価償却の方法 

(1) 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（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、主な耐用年数は以下のとおりであります。 

建物及び構築物         14年～31年 

機械及び装置、車輌及び運搬具  ４年～10年 

３．固定資産の減価償却の方法 

(1) 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（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、主な耐用年数は以下のとおりであります。 

建物及び構築物         14年～31年 

機械及び装置、車輌及び運搬具  ４年～10年 

（追加情報） 

 機械及び装置については、従来耐用年数を６年～９

年としておりましたが、当事業年度より10年に変更し

ております。 

 これは、平成20年度の税制改正を契機に耐用年数を

見直したものであり、当社の食品製造に係る機械装置

の耐用年数として合理的な年数であると判断しており

ます。 

 これによる影響額は軽微であります。 

  

(2) 無形固定資産（リース資産を除く） 

定額法を採用しております。 

なお、のれんは５年間の均等償却による定額法を採

用し、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。 

(2) 無形固定資産（リース資産を除く） 

同左 



  

前事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 

至 平成22年３月31日） 

(3) 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) リース資産  

          同左 

４．引当金の計上基準 

(1）貸倒引当金 

 売上債権等の貸倒損失に備えるため、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勘案し、回収不

能見込額を計上しております。 

４．引当金の計上基準 

(1）貸倒引当金 

同左 

(2）賞与引当金 

 従業員の賞与の支給に備えて当事業年度に属する

支給見込み額を計上しております。 

(2）賞与引当金 

同左 

(3）退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末に

おける退職給付債務及び年金資産の見込額に基づい

て計上しております。なお、直近の年金財政計算上

の責任準備金をもって退職給付債務としておりま

す。 

(3）退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末に

おける退職給付債務及び年金資産の見込額に基づい

て計上しております。なお、直近の年金財政計算上

の責任準備金をもって退職給付債務としておりま

す。 

（追加情報） 

 当社は、従来、役員の退職慰労金の支給に備えるた

め、内規に基づく要支給額を役員退職慰労引当金とし

て計上しておりましたが、平成20年６月開催の定時株

主総会において、役員退職慰労金制度の廃止を決議い

たしました。 

 これに伴い、当事業年度に役員退職慰労引当金

18,733千円を取崩し、長期未払金に計上しておりま

す。 

  

５．        ────── ５．キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

 キャッシュ・フロー計算書における資金（現金及び

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ヶ月以内に償還期

限の到来する短期投資からなっています。  

６．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 

 消費税等の会計処理は税抜き方式によっておりま

す。 

６．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 

同左 



  

  

会計処理方法の変更

前事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 

至 平成22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、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、当事業年度より「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方法に準じた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を適用しており

ます。 

 これにより、営業損失、経常損失及び税引前当期純損失

は、それぞれ1,205千円増加しております。  

  

            ― 

  

  

表示方法の変更

前事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 

至 平成22年３月31日） 

（貸借対照表） 

 「財務諸表等の用語、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、前事業年度にお

いて、「商品」「製品」として掲記されていたものは、

当事業年度から「商品及び製品」、又、前事業年度にお

いて「原材料」「貯蔵品」と掲記されていたものは、当

事業年度から「原材料及び貯蔵品」とそれぞれ、一括し

て掲記しております。 

 なお、当事業年度に含まれる「商品」「製品」「原材

料」「貯蔵品」は、それぞれ276,968千円、175,605千

円、178,131千円、2,625千円であります。   

  

           ― 

  



注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度 
（平成21年３月31日） 

当事業年度 
（平成22年３月31日） 

※１．関係会社に係る注記 

区分掲記された科目以外で関係会社に対するものは

次の通りであります。 

※１．関係会社に係る注記 

区分掲記された科目以外で関係会社に対するものは

次の通りであります。 

売掛金  千円31,119

買掛金 千円150,755

売掛金  千円28,751

買掛金 千円154,116

※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、次のとおりです。 

 工具、器具及び備品 千円22,300

 土地 千円1,493,013

計 千円1,515,313

 工具、器具及び備品 千円22,300

 土地 千円1,493,013

計 千円1,515,313

   担保付債務は、次のとおりです。    担保付債務は、次のとおりです。 

  関係会社短期借入金 千円982,969

  

  関係会社短期借入金 千円389,185

  １年内返済予定の 

  関係会社長期借入金 千円72,000

  関係会社長期借入金 千円278,000

※３．借入コミットメント 

 当社はスターゼン株式会社とグループ金融に関する

スターゼングループ・キャッシュマネージメントサー

ビス基本契約を締結し、CMSによる借入限度額を設定

しております。この契約に基づく当事業年度末の借入

未実行残高は次のとおりであります。  

※３．借入コミットメント 

 当社はスターゼン株式会社とグループ金融に関する

スターゼングループ・キャッシュマネージメントサー

ビス基本契約を締結し、CMSによる借入限度額を設定

しております。この契約に基づく当事業年度末の借入

未実行残高は次のとおりであります。  

CMSによる借入限度額の総額 千円1,000,000

借入実行残高 千円812,969

差引借入未実行残高 千円187,030

CMSによる借入限度額の総額 千円1,300,000

借入実行残高 千円389,185

差引借入未実行残高 千円910,814



（損益計算書関係）

前事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 

至 平成22年３月31日） 

※１．関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれて

おります。 

※１．関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれて

おります。 

関係会社への売上高 千円3,747,456

関係会社よりの仕入高 千円1,415,830

関係会社への設備賃借料 千円189,544

関係会社への支払利息 千円7,909

関係会社への売上高 千円745,273

関係会社よりの仕入高 千円1,568,493

関係会社への設備賃借料 千円220,132

関係会社への支払利息 千円9,590

※２．他勘定振替高の主な内訳は以下の通りであります。 ※２．他勘定振替高の主な内訳は以下の通りであります。

    製品 

交際費への振替   千円9,490

    製品 

交際費への振替   千円9,594

 交際費への振替は主として、株主優待によるも

のであります。 

 交際費への振替は主として、株主優待によるも

のであります。 

 ※３．販売費に属する費用のおおよその割合は ％、一般

管理費に属する費用のおおよその割合は ％でありま

す。 

    主要な費目及び金額は次のとおりです。 

79

21

 ※３．販売費に属する費用のおおよその割合は ％、一般

管理費に属する費用のおおよその割合は ％でありま

す。 

    主要な費目及び金額は次のとおりです。 

83

17

役員報酬 千円34,942

従業員給料手当 千円191,308

賞与引当金繰入額 千円34,311

退職給付費用 千円22,101

役員退職慰労引当金繰入額 千円1,031

荷造梱包費 千円49,559

運賃 千円320,767

のれん償却費 千円50,000

減価償却費 千円4,125

貸倒引当金繰入額 千円745

役員報酬 千円58,927

従業員給料手当 千円307,160

賞与引当金繰入額 千円39,185

退職給付費用 千円41,200

荷造梱包費 千円55,015

運賃 千円520,812

のれん償却費 千円50,000

減価償却費 千円5,003

※４．研究開発費の総額 

研究開発費の総額は 千円であり、一般管理費

及び当期製造費用に含まれております。 

11,018

※４．研究開発費の総額 

研究開発費の総額は 千円であり、一般管理費

及び当期製造費用に含まれております。 

10,158

※５．固定資産除却損の内訳 ※５．         － 

工具、器具及び備品他    千円196

計 千円196

            



前事業年度（自平成20年４月１日 至平成21年３月31日） 

  自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）自己株式の普通株式の株式数の増加17,886株は、単元未満株式の買取による増加であります。 

  

当事業年度（自平成21年４月１日 至平成22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 

  （注）自己株式の普通株式の株式数の増加9,874株は、単元未満株式の買取による増加であります。  

  

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。 

  

  

  

（株主資本等変動計算書関係）

株式の種類  
前事業年度末株式
数（株） 

当事業年度増加株
式数（株） 

当事業年度減少株
式数（株） 

当事業年度末株式
数（株） 

自己株式                        

普通株式（注）  129,243  17,886  －  147,129

合計  129,243  17,886  －  147,129

  
前事業年度末株式数 

（株） 
当事業年度増加株式
数（株） 

当事業年度減少株式
数（株） 

当事業年度末株式数 
（株） 

発行済株式                        

普通株式  31,337,000  －  －  31,337,000

合計  31,337,000  －  －  31,337,000

自己株式                        

普通株式  147,129  9,874  －  157,003

合計  147,129  9,874  －  157,003

（キャッシュ・フロー計算書関係）

前当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 

至 平成22年３月31日） 

             －  ※現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記さ

れている科目の金額との関係  

  

   

 現金及び預金勘定   千円 35,451

 現金及び現金同等物     千円 35,451



   リース取引、金融商品、有価証券、デリバティブ取引、退職給付、ストックオプション等、税効果会計、関連当事

  者情報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。  

   

  

   前事業年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日）   

 （１）関連会社に対する投資の金額                        0千円 

 （２）持分法を適用した場合の投資の金額                   15,183千円 

 （３）持分法を適用した場合の投資損失の金額                                 18,486千円   

       (注）１．前事業年度において連結子会社でありましたローマイヤ販売株式会社は、平成20年８月に行った

           第三者割当増資により当社の関連会社となり、連結子会社がなくなりました。このため、当事業

           年度は連結財務諸表を作成しておりますが、ローマイヤ販売株式会社を持分法適用関連会社とせ

           ず、持分法損益等の注記を記載しております。 

            ２．表中の「関連会社に対する投資の金額」は、備忘価額まで減損処理をしております。 

  

当事業年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日）   

 （１）関連会社に対する投資の金額                        0千円 

 （２）持分法を適用した場合の投資の金額                    － 千円 

 （３）持分法を適用した場合の投資損失の金額                                 15,183千円   

   （注）表中の「関連会社に対する投資の金額」は、備忘価額まで減損処理をしております。 

  

  

  

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

（開示の省略）

（持分法損益等）

（１株当たり情報）

前事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 

至 平成22年３月31日） 

１．１株当たり純資産額 円 銭 41 29

２．１株当たり当期純損失金額 円 銭 △0 66

１．１株当たり純資産額 円 銭 49 95

２．１株当たり当期純利益金額  円 銭 8 69

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額について

は、１株当たり当期純損失であり、また、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金額について

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20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 

至 平成22年３月31日） 

当期純利益（△損失）（千円）  △20,656  270,987

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（△損失）  

（千円） 
 △20,656  270,987

期中平均株式数（千株）  31,198  31,184

（重要な後発事象）

前事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 

至 平成22年３月31日） 

       該当事項はありません。         該当事項はありません。   



(1）役員の異動 

 ① その他の役員の異動 

   ・新任取締役候補 

     常務取締役 林 育司（現 当社顧問） 

  

   ・退任予定取締役（任期満了による退任） 

     取締役   柳原 広伸 

    

  ② 就任（退任）予定 平成22年６月25日  

  

  

  

  

  

５．その他



（参考）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21年３月31日) 

資産の部  

流動資産  

現金及び預金 44,076

売掛金 1,147,257

商品及び製品 452,573

仕掛品 12,866

原材料及び貯蔵品 180,757

その他 22,398

貸倒引当金 △902

流動資産合計 1,859,027

固定資産  

有形固定資産  

建物及び構築物 173,551

減価償却累計額 △123,422

建物及び構築物（純額） 50,128

機械装置及び運搬具 48,526

減価償却累計額 △22,588

機械装置及び運搬具（純額） 25,937

土地 1,493,013

リース資産 185,199

減価償却累計額 △7,992

リース資産（純額） 177,207

その他 60,942

減価償却累計額 △29,969

その他（純額） 30,973

有形固定資産合計 1,777,261

無形固定資産  

のれん 80,000

その他 9,221

無形固定資産合計 89,221

投資その他の資産  

投資有価証券 10,704

その他 10,354

投資その他の資産合計 21,058

固定資産合計 1,887,541

資産合計 3,746,569



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

負債の部  

流動負債  

買掛金 935,372

関係会社短期借入金 982,969

未払金 119,044

未払費用 57,441

リース債務 23,537

未払法人税等 15,322

賞与引当金 92,069

その他 2,492

流動負債合計 2,228,249

固定負債  

退職給付引当金 50,932

長期未払金 19,765

リース債務 157,308

繰延税金負債 1,367

その他 1,004

固定負債合計 230,378

負債合計 2,458,627

純資産の部  

株主資本  

資本金 1,699,968

資本剰余金 909,840

利益剰余金 △1,307,474

自己株式 △16,407

株主資本合計 1,285,926

評価・換算差額等  

その他有価証券評価差額金 2,014

評価・換算差額等合計 2,014

純資産合計 1,287,941

負債純資産合計 3,746,569



（２）連結損益計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

売上高 9,873,363

売上原価 8,771,877

売上総利益 1,101,485

販売費及び一般管理費 1,153,901

営業損失（△） △52,415

営業外収益  

受取利息 413

受取配当金 176

受取手数料 3,034

協賛金収入 9,089

その他 3,829

営業外収益合計 16,543

営業外費用  

支払利息 10,670

支払手数料 1,713

その他 220

営業外費用合計 12,604

経常損失（△） △48,476

特別利益  

受取保険金 5,387

特別利益合計 5,387

特別損失  

固定資産除却損 196

投資有価証券評価損 3,499

特別損失合計 3,696

税金等調整前当期純損失（△） △46,785

法人税、住民税及び事業税 9,293

法人税等合計 9,293

少数株主損失（△） △4,375

当期純損失（△） △51,703



（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 1,699,968

当期変動額  

当期変動額合計 －

当期末残高 1,699,968

資本剰余金  

前期末残高 909,840

当期変動額  

当期変動額合計 －

当期末残高 909,840

利益剰余金  

前期末残高 △1,287,423

当期変動額  

当期純損失（△） △51,703

連結子会社の増資による持分の増減 65,322

連結範囲の変動 △33,669

当期変動額合計 △20,050

当期末残高 △1,307,474

自己株式  

前期末残高 △14,758

当期変動額  

自己株式の取得 △1,648

当期変動額合計 △1,648

当期末残高 △16,407

株主資本合計  

前期末残高 1,307,626

当期変動額  

当期純損失（△） △51,703

連結子会社の増資による持分の増減 65,322

連結範囲の変動 △33,669

自己株式の取得 △1,648

当期変動額合計 △21,699

当期末残高 1,285,926



（単位：千円）

前連結会計年度 
(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 6,646

当期変動額  

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △4,632

当期変動額合計 △4,632

当期末残高 2,014

少数株主持分  

前期末残高 4,375

当期変動額  

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △4,375

当期変動額合計 △4,375

純資産合計  

前期末残高 1,318,648

当期変動額  

当期純損失（△） △51,703

連結子会社の増資による持分の増減 65,322

連結範囲の変動 △33,669

自己株式の取得 △1,648

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △9,007

当期変動額合計 △30,706

当期末残高 1,287,941



（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損失（△） △46,785

減価償却費 30,508

のれん償却額 50,000

貸倒引当金の増減額（△は減少） △705

退職給付引当金の増減額（△は減少） 12,054

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △18,733

賞与引当金の増減額（△は減少） 27,483

固定資産除却損 196

投資有価証券評価損益（△は益） 3,499

受取利息及び受取配当金 △589

受取保険金 △5,387

支払利息 10,670

売上債権の増減額（△は増加） △777,241

たな卸資産の増減額（△は増加） △123,530

仕入債務の増減額（△は減少） 266,238

未払債務の増減額（△は減少） 90,231

長期未払金の増減額（△は減少） 19,765

未収消費税等の増減額（△は増加） △6,861

未払消費税等の増減額（△は減少） △6,240

破産更生債権等の増減額（△は増加） 1,608

その他 △1,066

小計 △474,886

利息及び配当金の受取額 589

保険金の受取額 5,387

利息の支払額 △10,670

法人税等の支払額 △10,207

営業活動によるキャッシュ・フロー △489,786

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形固定資産の取得による支出 △30,539

短期貸付金の純増減額（△は増加） 390

差入保証金の差入による支出 △874

長期前払費用の取得による支出 △1,611

営業譲受による支出 △246,013

その他 △256

投資活動によるキャッシュ・フロー △278,904



（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

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） 779,231

リース債務の返済による支出 △6,786

自己株式の取得による支出 △1,648

財務活動によるキャッシュ・フロー 770,796

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,105

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 △2,201

現金及び現金同等物の期首残高 44,172

現金及び現金同等物の期末残高 44,076



継続企業の前提に関する注記

前連結会計年度 
（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。      
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