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1.  22年3月期の連結業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

(注１) 当連結会計年度より連結財務諸表を作成しているため、前期の数値及びこれに係る対前期増減率については、記載しておりません。 
(注２) 当連結会計年度より連結財務諸表を作成しているため、自己資本当期純利益率及び総資産経常利益率の算出は、期末自己資本及び期末総資産
  　　　 の数値を使用しております。 

(2) 連結財政状態 

(注) 当連結会計年度より連結財務諸表を作成しているため、前期の数値については、記載しておりません。 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

(注) 当連結会計年度より連結財務諸表を作成しているため、前期の数値については、記載しておりません。 
 

(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 ％

22年3月期 16,165 ― 1,214 ― 1,221 ― 627 ―

21年3月期 ― ― ― ― ― ― ― ―

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 64.98 ― 11.3 11.1 7.5
21年3月期 ― ― ― ― ―

（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 11,008 5,578 50.6 577.39
21年3月期 ― ― ― ―

（参考） 自己資本   22年3月期  5,574百万円 21年3月期  ―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 1,474 △591 △313 2,007
21年3月期 ― ― ― ―

2.  配当の状況 

(注１) 当連結会計年度より連結財務諸表を作成しているため、前期の配当性向及び純資産配当率については、記載しておりません。 
(注２) 当連結会計年度より連結財務諸表を作成しているため、純資産配当率（連結）の算出は、期末１株当たり連結純資産の数値を使用しております。 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 ― 8.00 ― 8.00 16.00 154 ― ―

22年3月期 ― 8.00 ― 8.00 16.00 154 24.6 2.8

23年3月期 
（予想）

― 8.00 ― 8.00 16.00 23.8

3.  23年3月期の連結業績予想（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

7,780 5.7 520 16.6 520 15.7 280 14.3 29.00

通期 16,800 3.9 1,300 7.0 1,300 6.4 650 3.6 67.32
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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） 

(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、２２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 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 9,868,800株 21年3月期 9,868,800株

② 期末自己株式数 22年3月期  214,612株 21年3月期  210,294株

（参考）個別業績の概要 

1.  22年3月期の個別業績（平成21年4月1日～平成22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 ％

22年3月期 16,100 9.1 1,249 73.9 1,256 79.1 658 175.8
21年3月期 14,763 3.6 718 △3.2 701 3.3 238 △26.2

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

22年3月期 68.20 ―

21年3月期 24.55 ―

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 11,019 5,616 51.0 581.79
21年3月期 9,878 5,115 51.8 529.66

（参考） 自己資本 22年3月期  5,616百万円 21年3月期  5,115百万円

2.  23年3月期の個別業績予想（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）

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

１． 当社は、当連結会計年度より連結財務諸表を作成しているため、前期、前年同四半期の数値及びこれに係る対前年同四半期増減率については、記 　　
　　　載しておりません。 
２． 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいてお
　　　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、３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

7,700 5.0 530 14.6 530 14.0 290 12.0 30.03

通期 16,640 3.4 1,320 5.6 1,320 5.0 715 8.6 74.05
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当連結会計年度におけるわが国経済は、実体経済の停滞や雇用調整による失業率の上昇などを招

き、個人所得減少による消費の落ち込みは消費者物価の下落を招き、自律的な景気回復には不安の残

る状況となっております。 

食品業界におきましては、食品全体の需要は底堅く推移したものの、雇用、所得環境の悪化に伴う

個人消費の低迷から、消費者の生活防衛意識は高まり、デフレ傾向が一層強まるなか、価格競争が激

化するなど厳しい経営環境で推移いたしました。 

このような状況のもと、当社は内食回帰による家庭内飲食の増加を受けて、新商品の積極的な投入

と主力商品に重点化した戦略的な販売促進活動と売場展開との連動によって販売力を高め、お客様の

幅広いニーズに合致した商品の提供にも注力し、新しい価値を持った商品の需要創出を図ってまいり

ました。経営的には業務の標準化による強靭な企業体質の確立にも取り組んでまいりました。 

その結果、「味・塩こしょう」をはじめとするロングセラー商品やここ数年伸び悩み傾向にあった

「青汁」を活性化させることができました。 

また、8月には関東工場において鍋スープの生産能力増強のための設備投資を行い、供給体制の充実

を図りました。 

利益面では原材料価格は概ね計画どおりに推移し、費用低減や販売推進費の効果的な執行に優先的

に取り組み利益の確保に努めました。 

この結果当連結会計年度の売上高は161億65百万円、営業利益は12億14百万円、経常利益は12億21

百万円となり、当期純利益は6億27百万円となりました。 

  

セグメント別については以下のとおりです。 

（食品事業） 

製品区分別営業概況は以下のとおりです。 

たれ類につきましては、シングルプライスで安心感のある「ぱぱっと逸品」シリーズが大幅に伸長

いたしました。新製品「もやしのあんかけ炒めの素」などを発売し、豊富な製品ラインアップと安

さ、品質を併せ持った製品としてさらに消費者の皆さまの認知度が向上しました。また、焼肉のたれ

は、堅調な食肉価格の推移を受けて「秘伝焼肉のたれ」など中容量サイズが好調に推移いたしまし

た。この結果、たれ類の売上高は58億49百万円と前期比107.8％の増収となりました。 

粉末調味料類は、「味・塩こしょう」を中心にの詰め替え用の需要が引き続き好調に推移しまし

た。さらに「フライパンで焼くからあげの素」や業務用製品も大きく伸長いたしました。この結果、

粉末調味料類の売上高は30億4百万円と前期比114.6％の増収となりました。 

スープ類は、販売促進面において、ダイショーブランドの認知度向上、シェアアップを図るために

『みんなで食べるとおいしいね 鍋スマイルキャンペーン』を実施し消費者の皆さまからご好評をい

ただき、製品の拡販に努めました。 

 特に新製品「チーズ鍋スープ」が消費者の皆さまの支持を受けるとともに、テレビ番組などでの宣

伝効果もあり計画を大幅に上回る売上となり、全体の業績をけん引いたしました。 

 この結果、スープ類の売上高は47億46百万円と前期比109.5％の増収となりました。 

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析

・当連結会計年度の経営成績
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（外食事業） 

外食事業においては、株式会社ダイショーフードシステムズにて事業展開を行っております。 

2009年7月、日本橋にリーズナブルな価格で郷土料理を取り入れたメニューを提供する『博多もつ鍋 

来しゃい（きんしゃい）』を新規出店し、業容の拡大に取り組みました。 

 この結果、外食事業の売上高は67百万円、経常利益は△35百万円となりました。 

  

次期の経済見通しは、諸外国の経済安定化に支えられ輸出企業を中心に設備投資や雇用など経済回

復の基調が見られるものの、先行きは依然不透明で、企業業績や個人消費の低迷などの不況感が根強

く残り、本格的な回復には時間がかかると想定され、引き続き厳しい経営環境は継続するものと思わ

れます。 

このような状況のなか、当社は増収増益を目標として、お客さま視点での新たな商品価値をご提案

し、さらなる需要の創造による市場の活性化に取り組んでまいります。 

当社の強みである生鮮売場での提案型営業活動を強化し、新規得意先の獲得、惣菜部門への拡販を

図り、「ダイショーブランド」の浸透に努めます。 

コスト面では、厳しい調達環境のもとで、生産性の向上および固定費の削減をはかり、持続的発展

を展望できる堅固な収益体質の構築に努めてまいります。 

以上のことから次期の連結業績予想は、売上高168億円(前期比103.9％)、営業利益13億円(前期比

107.0％)、経常利益13億円(前期比106.4％)、当期純利益6億50百万円(前期比103.6%)を見込んでおり

ます。 

  

当連結会計年度末の総資産は、110億8百万円となりました。固定資産が総資産の54.8％を占め、流

動資産は45.1％を占め、繰延資産は総資産の0.1％を占めております。 

 負債は、54億29百万円となりました。流動負債が負債合計の65.9％を占め、固定負債は負債合計の

34.1％を占めております。 

 純資産は、55億78百万円となりました。純資産の負債・純資産合計に占める比率は、50.7％であり

ます。 

  

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、20億7百万円となりました。 

 営業活動によるキャッシュの増加額は、14億74百万円となりました。税金等調整前当期純利益12億

18百万円を計上し、減価償却費等の増加額や法人税等の支払額等の減少額で、差引き2億55百万円の

増加をすることができました。 

 投資活動によるキャッシュの減少額は、関東工場の鍋スープ設備投資に伴う有形固定資産の取得等

により、5億91百万円となりました。 

 財務活動によるキャッシュの減少額は、設備投資等に対応した長期借入金8億円の借入れを実施し

たものの、社債の償還や他の財務的支出が大きく、3億13百万円となりました。 

・次期の見通し

(2) 財政状態に関する分析

①資産、負債及び純資産の状況

②キャッシュ・フローの状況
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(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／キャッシュ・フロー 
   インタレスト・ガバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 
   （注１）いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 
   （注２）株式時価総額は、連結会計期間末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）に 
       より算出しております。 
   （注３）キャッシュ・フローは、営業活動によるキャッシュ・フローを使用しております。 
   （注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   
       の負債を対象としております。また、利払いにつきまして、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。 
      （注５）当連結会計年度より連結財務諸表を作成しているため、前期以前の数値については記 
              載しておりません。 

  

当社は今後とも収益力向上と経営基盤強化に努めるとともに、株主の皆さまへの利益還元につきまし

ては、業績の見通し、配当性向、内部留保金の水準などを総合的に判断しながら、長期にわたり安定的

な配当を継続することを基本としております。 

また内部留保金につきましては、「安心・安全」につながる生産設備の整備と省力化・合理化投資に

よる競争力強化に有効活用し企業価値向上に努めてまいります。 

当期における株主配当金につきましては、前期と同額の年間16円を予定しております。また、次期に

おける株主配当金につきましても上記方針に基づき中間配当、期末配当とも１株につき8円とし、通期

16円の配当を予定しております。 

なお、当期の配当実績及び次期の配当予想につきましては、決算短信１ページ〔２．配当の状況〕に

も記載しております。 

  

平成22年３月期

自己資本比率（％） 50.6

時価ベースの自己資本比率（％） 45.3

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（年） 1.0

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 54.9

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当
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当社の業務遂行上、影響を及ぼす可能性のあるリスク要因として以下の記載事項があります。これら

のリスクの存在を認識した上で、その発生を未然に防ぎ、発生した場合でも適切に対処できるよう努め

てまいります。ただし、事業等のリスクはこれらに限られるものではなく、将来発生しうるすべてのリ

スクを網羅したものではありません。 

  

当社は、たれやスープ等の液体調味料、味・塩こしょう等の粉末調味料を主力とする食品製造販売業

であり、当社の製品は主に食肉、野菜、鮮魚類の調味料として使用されているため、その需要動向は生

鮮食品の消費動向に影響される傾向があります。また、食品に関する衛生問題等による鶏肉及び牛肉の

輸入停止や販売停止の措置がとられた場合等、影響を受ける可能性があります。 

また、冷夏、暖冬、台風という天候によって当社の取り扱う製品に影響を受ける可能性があります。

当社はこれらのリスクを極小化するため、販路、製品の多様化を図っております。 

  

食品業界においては、無許可添加物の使用の問題、牛肉等の産地偽装問題、残留農薬問題等が発生

し、消費者の食品の安全性に対する関心が非常に高まっております。 

当社は、「安心・安全」につながる製品供給のため、ＨＡＣＣＰシステムを導入して製造しており、

また 終消費財メーカーとして原材料に対する厳しい検査、品質規格保証書の当社への提出等を実施

し、品質管理、安全衛生管理については万全の体制で臨んでおります。 

しかしながら、かかる取引先において予見不可能な違法添加物の使用、故意に品質規格保証書と違っ

た原料の納入等の問題が発生した場合、そのリカバリーには多大な労力とコストが発生する可能性が高

く、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

  

当社の属する食品業界においては、「食品衛生法」等に規制されており、製造、表示等にあたっては

これらの法令を遵守しております。 

しかしながら、これらの法規制が強化された場合や、今後新たな法律が制定された場合は、設備投資

や新たな費用が増加、発生することなどにより当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

  

当社は、主要原材料として「胡椒」など海外生産の農産物を使用しており、地球温暖化や異常気象等

により価格が変動することがあります。この原材料価格の市況価格の変動により価格が急騰した場合、

製造原価が上昇することにより、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

  

当社の本社機能及び生産拠点が所在する首都圏、茨城県、福岡県で大規模な自然災害や事故等が発生

した場合、被害状況によっては企業活動に支障をきたし、当社の業績に影響を与える可能性がありま

す。 

また、他の地域であっても同様に、大規模な自然災害、事故等が発生した場合は営業活動に支障を来

たし、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

(4) 事業等のリスク

①事業の内容について

②食品の安全性について

③法的規制について

④原材料の市況価格の変動影響について

⑤自然災害に伴うリスクについて
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 当社グループは、当社及び連結子会社１社（株式会社ダイショーフードシステムズ）により構成さ

れております。子会社の株式会社ダイショーフードシステムズは、当社の業績に対する重要度が増す

と見込まれたため、同社を連結子会社といたしました。 

 これに伴う、当連結会計年度における、各事業分野の事業内容の変更は、概ね次の通りでありま

す。 

〈食品事業〉 

 当社は、創業時より、たれやスープ等の液体調味料、味塩こしょう等を主力とする食品事業を営ん

でおります。当社の事業の内容について、重要な変更はありません。 

〈外食事業〉 

 子会社の株式会社ダイショーフードシステムズは、当社の調味料を使用した外食事業として、焼肉

店及びもつ鍋店を運営しております。 

  

 以上に記載した事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。 

  

 

2. 企業集団の状況
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以上2項目につきましては、平成21年3月期決算短信（非連結）[平成21年5月11日開示]にて開示を行

った内容から重要な変更がないため開示を省略しております。 

当該決算短信は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。 

  

（東京証券取引所ホームページ [上場会社情報検索ページ]） 

http://www.tse.or.jp/listing/index.html 

（当社ホームページ） 

http://www.daisho.co.jp 

  

当社は平成23年3月期から平成25年3月期までの3ヵ年の新中期経営計画を策定いたしました。 

この計画は、5年後（平成27年3月期）に売上高200億円の達成と東京証券取引所1部指定換えを視野に、

組織強化や経営資源の有効活用によって、持続的成長を実現するための基盤強化期間と位置づけていま

す。 

概要は以下のとおりです。 

中期経営計画名称） 

『Ｐｌａｎ Ｄ５２１』 

  

スローガン） 

『チャレンジングマインドで成長を取り込もう！』 

  

目指す姿） 

提案力と企画開発を両輪に存在感のある調味料メーカーとして持続的成長を目指す 

・ お客さまに信頼されるブランドを構築する 

　　お客さまとのゆるぎない信頼関係、品質主義を貫き、ブランド価値を高める 

・ 生鮮部門をコアとする 

  生鮮部門のエキスパートととして専門力をさらに高める 

・ 提案力で成長する 

  “素材”と“調味料”の組み合わせによるシナジーを追求するなかで、お客さまのライフスタイ

ルに応じた提案力を養い、新たな価値を創造する 

  

基本方針） 

・ コア部門の一層の強化・拡大 

・ 新規商品の創出と育成の加速 

・ 顧客志向の徹底推進 

・ 持続的成長を支える質の向上 

  

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

【 中期経営計画の概要 】
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行動指針） 

 上記基本方針の下、目標達成に向けた全社の熱意を総和し、経営基盤の強化・発展を実現するための

行動指針を以下のとおりといたします。 

・ 既成概念に捉われず目的意識を見直す 

・ 顧客・市場・環境情報からタイムリーな行動 

・ 経営意識行動の実践 
  
数値目標） 

 単位：百万円

 

当社は主力製品に集中した販売を行い、今後のさらなる成長に向け新規取引先の開拓に注力するとと

もに、市場での確固たる地位を築いてまいります 

魅力的な製品の開発・提供や高品質で「安心・安全」につながる製品供給のため、ＨＡＣＣＰシステ

ムに則った生産の徹底と確立を図るとともに、企画・製品開発力の一層の強化にて合理的かつ効率的な

組織運営体制の構築で市場拡大を目指しています。 

  

効率的な組織運営を進め管理体制の強化見直しを図るとともに、開発、生産、営業、管理の連携強化

により収益基盤の強化を図ってまいります。 

  

市場ニーズの多様化とスピード、さらに柔軟性をもった対応を行うとともに、価格、デザイン面、使

用用途等で”ダイショーらしさ”を製品づくりのテーマとし、安心・安全で高品質な製品を供給してま

いります。 

  

原材料価格の高騰がコスト増の要因となっていますが、購買力を向上しコスト競争力を強化してまい

ります。また、生産工程におけるロス削減を強化することにより、産業廃棄物の減容、減量にむけて取

り組むとともに、食品リサイクル法に基づきリサイクルを行い、環境問題への取り組みを推進してまい

ります。 

生産・営業・管理部門の連携によるチャンスロスの削減及び物流の再構築などを行い、コストダウン

に取り組んでまいります。 

  

販路別に市場ニーズは一段と多様化が進んでいます。販路の拡大と企画提案型営業の推進を一段と強

化し、競争力を高め収益力の強化を図ってまいります。 

平成22年3月期
（実績）

平成23年3月期
（計画）

平成24年3月期
（計画）

平成25年3月期
（計画）

平成22年3月期
伸び率対比(％)

売上高 16,165 16,800 17,700 18,600 15.1

営業利益 1,214 1,300 1,600 1,800 48.3

経常利益 1,221 1,300 1,600 1,800 47.4

当期純利益 627 650 800 900 43.5

(4) 会社の対処すべき課題

経営管理

経営管理

生産管理

販売管理
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4.【連結財務諸表】 
(1)【連結貸借対照表】 

（単位：百万円）

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部  

流動資産  

現金及び預金 2,007

受取手形及び売掛金 1,910

商品及び製品 474

原材料 223

繰延税金資産 304

その他 121

貸倒引当金 △74

流動資産合計 4,967

固定資産  

有形固定資産  

建物及び構築物 4,026

減価償却累計額 2,285

建物及び構築物（純額） 1,740

機械装置及び運搬具 1,177

減価償却累計額 733

機械装置及び運搬具（純額） 443

工具、器具及び備品 81

減価償却累計額 65

工具、器具及び備品（純額） 15

土地 2,243

リース資産 1,099

減価償却累計額 462

リース資産（純額） 637

建設仮勘定 62

有形固定資産合計 5,143

無形固定資産  

リース資産 32

その他 1

無形固定資産合計 34

投資その他の資産  

投資有価証券 83

敷金及び保証金 293

繰延税金資産 396

その他 82

貸倒引当金 △3

投資その他の資産合計 851

固定資産合計 6,029

繰延資産  

開業費 10

資産合計 11,008
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（単位：百万円）

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

負債の部  

流動負債  

買掛金 1,190

1年内返済予定の長期借入金 208

リース債務 245

未払金 847

未払法人税等 501

賞与引当金 398

役員賞与引当金 24

その他 163

流動負債合計 3,580

固定負債  

長期借入金 584

リース債務 452

退職給付引当金 305

役員退職慰労引当金 465

その他 40

固定負債合計 1,849

負債合計 5,429

純資産の部  

株主資本  

資本金 870

資本剰余金 379

利益剰余金 4,434

自己株式 △113

株主資本合計 5,570

評価・換算差額等  

その他有価証券評価差額金 3

評価・換算差額等合計 3

少数株主持分 3

純資産合計 5,578

負債純資産合計 11,008
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(2)【連結損益計算書】 

（単位：百万円）

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 16,165

売上原価 ※1, ※2  8,295

売上総利益 7,870

販売費及び一般管理費  

販売促進費 579

広告宣伝費 93

運賃 787

貸倒引当金繰入額 19

役員報酬 178

給料及び手当 1,677

賞与 264

賞与引当金繰入額 295

役員賞与引当金繰入額 24

退職給付費用 94

役員退職慰労引当金繰入額 40

福利厚生費 321

旅費及び通信費 209

減価償却費 104

賃借料 739

その他 1,226

販売費及び一般管理費合計 ※1  6,655

営業利益 1,214

営業外収益  

受取利息 0

受取配当金 1

不動産賃貸料 28

その他 16

営業外収益合計 46

営業外費用  

支払利息 25

貸与資産減価償却費 1

その他 12

営業外費用合計 39

経常利益 1,221

特別損失  

固定資産除却損 0

投資有価証券評価損 2

特別損失合計 2

税金等調整前当期純利益 1,218

法人税、住民税及び事業税 680

法人税等調整額 △84

法人税等合計 595

少数株主損失（△） △4

当期純利益 627
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(3)【連結株主資本等変動計算書】 

(単位：百万円)

当連結会計年度 
(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 870

当期末残高 870

資本剰余金  

前期末残高 379

当期末残高 379

利益剰余金  

前期末残高 3,961

当期変動額  

剰余金の配当 △154

当期純利益 627

当期変動額合計 472

当期末残高 4,434

自己株式  

前期末残高 △111

当期変動額  

自己株式の取得 △2

当期変動額合計 △2

当期末残高 △113

株主資本合計  

前期末残高 5,100

当期変動額  

剰余金の配当 △154

当期純利益 627

自己株式の取得 △2

当期変動額合計 470

当期末残高 5,570

評価・換算差額等  

その他有価証券評価差額金  

前期末残高 4

当期変動額  

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △0

当期変動額合計 △0

当期末残高 3

少数株主持分  

前期末残高 8

当期変動額  

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △4

当期変動額合計 △4

当期末残高 3
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(単位：百万円)

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

純資産合計  

前期末残高 5,112

当期変動額  

剰余金の配当 △154

当期純利益 627

自己株式の取得 △2

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △5

当期変動額合計 465

当期末残高 5,578
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(4)【連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：百万円）

当連結会計年度 
(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  

税金等調整前当期純利益 1,218

減価償却費 573

貸倒引当金の増減額（△は減少） 17

退職給付引当金の増減額（△は減少） 33

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 40

賞与引当金の増減額（△は減少） 6

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 6

受取利息及び受取配当金 △1

支払利息 25

有形固定資産除売却損益（△は益） 0

投資有価証券評価損益（△は益） 2

売上債権の増減額（△は増加） △160

たな卸資産の増減額（△は増加） △48

仕入債務の増減額（△は減少） 75

その他 72

小計 1,861

利息及び配当金の受取額 1

利息の支払額 △26

法人税等の支払額 △361

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,474

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 △585

投資有価証券の取得による支出 △6

投資活動によるキャッシュ・フロー △591

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） △150

長期借入れによる収入 800

長期借入金の返済による支出 △167

社債の償還による支出 △300

リース債務の返済による支出 △339

自己株式の取得による支出 △2

配当金の支払額 △154

財務活動によるキャッシュ・フロー △313

現金及び現金同等物に係る換算差額 △0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 569

現金及び現金同等物の期首残高 1,438

現金及び現金同等物の期末残高 2,007
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該当事項はありません。 

  

  

(5)【継続企業の前提に関する注記】

(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
当連結会計年度

(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

 １．連結の範囲に関する事項 

  

 

全ての子会社を連結しております。 

 (１)連結子会社の数    １社 

 (２)連結子会社の名称   株式会社ダイショーフードシステムズ 

 

 ２．持分法の適用に関する事項 

 

該当事項はありません。 

 

 ３．連結子会社の事業年度等に 

    関する事項 

 

連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。 

  

 

 ４．会計処理基準に関する事項 

   

  

 

  

 

  

 

  

 

   

  

  

 

  

 

  

 

  

 

  

   

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

(1)資産の評価基準及び評価方法 

 ①たな卸資産 

  総平均法による原価法（収益性の低下による簿価切り下げの方法） 

 ②有価証券 

  その他有価証券 

   時価のあるもの 

    期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） 

   時価のないもの 

    移動平均法による原価法 

  

(2)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（建物付属設備を 

  除く）については定額法によっております。 

 ②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、残存価額を零とする定額法を採用 

  しております。 

  

(3)繰延資産の処理方法 

   開業費 

    ３年で均等償却しております。 

  

(4)引当金の計上基準 

 ①貸倒引当金 

   債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒 

  実績率により、貸倒懸念債権等の特定の債権については、個別に回 

  収可能性を検討して回収不能見込額を計上しております。 

 ②賞与引当金 

   従業員への賞与の支給に備えるため、支給見込額基準により計上 

  しております。 

 ③役員賞与引当金 

   役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、当連結会計年度 

  における支給見込額を計上しております。

 ④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、当連結会計年度末におい 
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  て発生していると認められる額を計上しております。 

     なお、数理計算上の差異については、各連結会計年度の発生時の 

  従業員の平均残存勤務年数以内の一定年数(５年)による按分額を発 

   生の翌連結会計年度より費用処理しております。 

 ⑤役員退職慰労引当金 

   役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給 

  額を計上しております。 

  

(5)その他連結財務諸表作成のための重要な事項 

   消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式を採用しておりま

 す。 

 

 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

 ６．連結キャッシュ・フロー計 

   算書における資金の範囲

 現金及び預金（但し取得日から満期日又は償還日まで３ヶ月超の預 

 金を除く） 
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(7)【連結財務諸表に関する注記事項】

(連結貸借対照表関係)

当連結会計年度
(平成22年３月31日)

 １ 当社は運転資金の効率的な調達を行うために取引銀行５行及び生 

  命保険会社１社と貸出コミットメント契約を締結しております。 

  当連結会計期間末における貸出コミットメントに係る借入金未実行

  残高は次のとおりであります。 

  貸出コミットメントの総額       1,500百万円 

  借入実行残高               ―      

    差引額                1,500百万円

(連結損益計算書関係)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

※１ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 

                       236百万円 

  

※２ 期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切り下げ後の金額であ  

  り、たな卸資産評価損が売上原価に59百万円含まれております。
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当連結会計年度(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   4,318株 
  

３ 新株予約権等に関する事項 

   該当事項はありません。 
  
４ 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 

 
  

  

  

 
  

(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) 9,868,800 ― ― 9,868,800

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) 210,294 4,318 ― 214,612

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

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 77 8.00 平成21年３月31日 平成21年６月29日

平成21年11月４日 
取締役会

普通株式 77 8.00 平成21年９月30日 平成21年12月２日

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成22年６月29日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 77 8.00 平成22年３月31日 平成22年６月30日

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当連結会計年度
(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             2,007百万円 

  預入期間が３ヶ月を超える定期預金      ―        

  預金及び現金同等物            2,007百万円  
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  当連結会計年度（自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日） 

全セグメントの売上高の合計及び営業利益の合計額に占める食品事業の割合が、いずれも90％を超
えているため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 
  

   当連結会計年度（自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日） 

本邦以外の国または地域に連結子会社及び在外支店は存在しないため、該当事項はありません。 
  

   当連結会計年度（自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日） 

海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

 
  

 
  

 
  

  

(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

(リース取引関係)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

１．ファイナンス・リース取引 

（１）所有権移転ファイナンス・リース取引 

   該当事項はありません。 

  

（２）所有権移転外ファイナンス・リース取引 

  ① リース資産の内容 

   ａ．有形固定資産 

      主として、調味料製造設備、ネットワーク機器等の電子機

     器及び車両であります。 

   ｂ．無形固定資産 

      ソフトウェアであります。 

  ② リース資産の減価償却の方法 

   会計処理基準に関する事項「(2) 固定資産の減価償却の方法」に 

   記載のとおりであります。 

 

(関連当事者情報)

当連結会計年度
(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。 

 

(デリバティブ取引関係)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

 デリバティブ取引を全く利用しておりませんので、該当事項はありま

せん。 
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(退職給付関係)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

１ 採用している退職給付制度の概要 

  当社は、確定給付型の退職一時金制度、及び確定拠出型の退職給付 

  制度を設けております。 

  

２ 退職給付債務に関する事項 

  ①退職給付債務                  △433百万円 

    ②年金資産残高                   68 

  ③未認識数理計算上の差異               60      

  ④退職給付引当金                 △305    

  

３ 退職給付費用に関する事項 

  ①勤務費用                                          29百万円 

  ②利息費用                                          9 

  ③期待運用収益（減算）                0 

  ④数理計算上の差異の償却額（加算）                 3       

  ⑤その他（加算）(注1)                   77      

  ⑥退職給付費用                   118 

  (注1)確定拠出年金の掛金支払額及び退職前払金制度による従業員 

         に対する前払退職金支給額であります。 

  

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 

    期末時点の債券市場利回りに基づいて設定しております。   

    1.6％ 

  ③期待運用収益率 

    1.5％ 

  ④数理計算上の差異の処理年数 

    ５年（発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定年数によ 

    る定額法により、費用処理しております。） 

 

(ストック・オプション等関係)

当連結会計年度
(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。 

 

(企業結合等関係)

当連結会計年度
(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。 
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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、潜在株式が存在しないため記載 

       しておりません。 
  （注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金額 

 
  

 
  

税効果会計、金融商品、有価証券、賃貸等不動産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)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

 １株当たり純資産額                 577円39銭 

  

 １株当たり当期純利益                 64円98銭 

  

 潜在株式調整後１株当たり当期純利益          ―円―銭 

 

項目              
当連結会計年度

(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

連結貸借対照表の純資産の部の合計額（百万円） 5,578

普通株式に係る純資産額（百万円） 5,574

差額の主な内訳（百万円） 

 少数株主持分

 
3

普通株式の発行済株式数（株） 9,868,800

普通株式の自己株式数（株） 214,612

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式の数（株） 9,654,188

項目              
当連結会計年度

(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

連結損益計算書上の当期純利益（百万円） 627

普通株主に帰属しない金額（百万円） ―

普通株式に係る当期純利益（百万円） 627

普通株式の期中平均株式数（株） 9,655,549

(重要な後発事象)

当連結会計年度
(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。 

 

(開示の省略)

 
- 22 -

㈱ダイショー（2816）　平成22年3月期　決算短信



5.【個別財務諸表】 
(1)【貸借対照表】 

(単位：百万円)

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 1,422 1,953

受取手形 67 59

売掛金 ※3  1,681 ※3  1,849

商品及び製品 432 474

原材料 216 222

前払費用 36 41

繰延税金資産 252 304

その他 ※3  38 ※3  93

貸倒引当金 △55 △74

流動資産合計 4,092 4,924

固定資産   

有形固定資産   

建物 ※1  3,534 3,667

減価償却累計額 2,007 2,110

建物（純額） 1,526 1,557

構築物 327 343

減価償却累計額 155 173

構築物（純額） 172 169

機械及び装置 847 1,164

減価償却累計額 626 724

機械及び装置（純額） 220 440

車両運搬具 9 12

減価償却累計額 7 9

車両運搬具（純額） 1 3

工具、器具及び備品 78 80

減価償却累計額 63 65

工具、器具及び備品（純額） 14 14

土地 ※1  2,243 2,243

リース資産 1,028 1,067

減価償却累計額 313 457

リース資産（純額） 714 610

建設仮勘定 － 62

有形固定資産合計 4,895 5,101

無形固定資産   

リース資産 21 32

その他 1 1

無形固定資産合計 23 34

投資その他の資産   

投資有価証券 80 83

関係会社株式 70 70

関係会社長期貸付金 － ※3  57

長期前払費用 7 5

敷金及び保証金 277 274

繰延税金資産 363 396

その他 73 76

貸倒引当金 △5 △3

投資その他の資産合計 867 959

固定資産合計 5,786 6,095

資産合計 9,878 11,019
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(単位：百万円)

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) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 1,113 1,187

短期借入金 150 －

1年内返済予定の長期借入金 ※1  87 208

1年内償還予定の社債 300 －

リース債務 306 240

未払金 ※3  759 ※3  854

未払費用 134 102

未払法人税等 183 501

未払消費税等 44 41

預り金 15 18

賞与引当金 392 398

役員賞与引当金 18 24

流動負債合計 3,505 3,576

固定負債   

長期借入金 73 584

リース債務 442 429

退職給付引当金 271 305

役員退職慰労引当金 425 465

その他 43 40

固定負債合計 1,257 1,826

負債合計 4,762 5,402

純資産の部   

株主資本   

資本金 870 870

資本剰余金   

資本準備金 379 379

資本剰余金合計 379 379

利益剰余金   

利益準備金 90 90

その他利益剰余金   

別途積立金 3,550 3,650

繰越利益剰余金 332 736

利益剰余金合計 3,972 4,476

自己株式 △111 △113

株主資本合計 5,111 5,613

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 4 3

評価・換算差額等合計 4 3

純資産合計 5,115 5,616

負債純資産合計 9,878 11,019

 
- 24 -

㈱ダイショー（2816）　平成22年3月期　決算短信



(2)【損益計算書】 

(単位：百万円)

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  14,763 ※1  16,100

売上原価 7,594 8,265

売上総利益 7,169 7,834

販売費及び一般管理費   

販売促進費 765 579

広告宣伝費 144 116

運賃 726 787

役員報酬 179 170

給料及び手当 1,740 1,644

賞与 232 263

賞与引当金繰入額 288 294

役員賞与引当金繰入額 18 24

退職給付費用 84 94

役員退職慰労引当金繰入額 36 40

福利厚生費 319 320

旅費及び通信費 212 206

減価償却費 99 98

賃借料 206 181

その他 1,395 1,762

販売費及び一般管理費合計 ※1  6,450 ※1  6,585

営業利益 718 1,249

営業外収益   

受取利息 1 ※1  1

受取配当金 1 1

不動産賃貸料 28 28

その他 6 14

営業外収益合計 37 45

営業外費用   

支払利息 30 25

貸与資産減価償却費 6 1

その他 16 11

営業外費用合計 54 38

経常利益 701 1,256

特別利益   

貸倒引当金戻入額 18 －

特別利益合計 18 －

特別損失   

固定資産除却損 1 0

投資有価証券評価損 3 2

減損損失 ※２  166 －

特別損失合計 172 2

税引前当期純利益 548 1,254

法人税、住民税及び事業税 363 680

法人税等調整額 △53 △84

法人税等合計 309 595

当期純利益 238 658
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【製造原価明細書】

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)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

Ⅰ 原材料費 4,986 68.1 5,503 68.3

Ⅱ 労務費 1,095 15.0 1,199 14.9

Ⅲ 経費 ※１ 1,241 16.9 1,349 16.8

  当期総製造費用 7,323 100.0 8,053 100.0

  期首仕掛品たな卸高 － －

   合計 7,323 8,053

  期末仕掛品たな卸高 － －

  当期製品製造原価 7,323 8,053

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 経費の主な内訳は次のとおりであります。

賃借料   91百万円

減価償却費 412

研究開発費 134

２ 原価計算の方法

当社の原価計算の方法は組別工程別総合原価計

算を採用しております。

 

※１ 経費の主な内訳は次のとおりであります。

賃借料 94百万円

減価償却費 466

研究開発費 113

２ 原価計算の方法

   同左
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(3)【株主資本等変動計算書】 

(単位：百万円)

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 870 870

当期末残高 870 870

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 379 379

当期末残高 379 379

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 90 90

当期末残高 90 90

その他利益剰余金   

別途積立金   

前期末残高 3,350 3,550

当期変動額   

別途積立金の積立 200 100

当期変動額合計 200 100

当期末残高 3,550 3,650

繰越利益剰余金   

前期末残高 449 332

当期変動額   

剰余金の配当 △155 △154

当期純利益 238 658

別途積立金の積立 △200 △100

当期変動額合計 △117 404

当期末残高 332 736

利益剰余金合計   

前期末残高 3,889 3,972

当期変動額   

剰余金の配当 △155 △154

当期純利益 238 658

当期変動額合計 82 504

当期末残高 3,972 4,476

自己株式   

前期末残高 △20 △111

当期変動額   

自己株式の取得 △90 △2

当期変動額合計 △90 △2

当期末残高 △111 △113
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(単位：百万円)

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) 

株主資本合計   

前期末残高 5,119 5,111

当期変動額   

剰余金の配当 △155 △154

当期純利益 238 658

自己株式の取得 △90 △2

当期変動額合計 △8 501

当期末残高 5,111 5,613

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 2 4

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1 △0

当期変動額合計 1 △0

当期末残高 4 3

純資産合計   

前期末残高 5,122 5,115

当期変動額   

剰余金の配当 △155 △154

当期純利益 238 658

自己株式の取得 △90 △2

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1 △0

当期変動額合計 △6 501

当期末残高 5,115 5,616

 
- 28 -

㈱ダイショー（2816）　平成22年3月期　決算短信



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

(2) その他有価証券

時価のあるもの

………期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)

(1) 子会社株式

同左

(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

 総平均法による原価法（収益性の低下に

よる簿価切り下げの方法）

同左

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(建物附属設備を除く)につい

ては、定額法によっております。

  なお、主な耐用年数は以下のとおり

であります。

  建物    38～50年

  機械及び装置  10年

(追加情報)

  当社の機械及び装置については、従

来、耐用年数を９年としていました

が、当事業年度から10年に変更してお

ります。 

 この変更は、平成20年度の税制改正

を契機に耐用年数を見直したことによ

るものであります。 

 これに伴う損益に与える影響は軽微

であります。

(1) 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(建物附属設備を除く)につい

ては、定額法によっております。

  なお、主な耐用年数は以下のとおり

であります。

  建物    38～50年

  機械及び装置  10年

(2) 無形固定資産(リース資産を除く)

 定額法によっております。 

 なお、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）に基づいて償却しておりま

す。  

 

(3) 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

額を零とする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

  

  

 

  

 

(3) 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

同左
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項目
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)

４ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金

  債権の貸倒れによる損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権等の特定の債権に

ついては、個別に回収可能性を検討し

て回収不能見込額を計上しておりま

す。

(1) 貸倒引当金

同左

(2) 賞与引当金

  従業員への賞与の支給に備えるた

め、支給見込額基準により計上してお

ります。

(2) 賞与引当金

同左

(3) 役員賞与引当金

役員に対して支給する賞与の支出に

充てるため、当事業年度における支給

見込額を計上しております。

(3) 役員賞与引当金

同左

(4) 退職給付引当金

  従業員の退職給付に備えるため、当

期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、当期末において

発生していると認められる額を計上し

ております。

  なお、数理計算上の差異について

は、各事業年度の発生時の従業員の平

均残存勤務年数以内の一定年数(５年)

による按分額を発生の翌事業年度より

費用処理しております。

(4) 退職給付引当金

  

       同左 

  

 

  

 

  

 

  

 

(会計方針の変更)

 当事業年度から、「退職給付に係る会

計基準」の一部改正(その３)(企業会計基

準第19号 平成20年7月31日)を適用してお

ります。 

 数理計算上の差異を翌期から償却する

ため、これによる営業利益、経常利益及

び税金等調整前当期純利益に与える影響

はありません。 

 また、本会計基準の適用に伴い発生す

る退職給付債務の差額の未処理残高は43

百万円であります。

(5) 役員退職慰労引当金

  役員の退職慰労金の支給に備えるた

め、内規に基づく期末要支給額を計上

しております。

(5) 役員退職慰労引当金

同左

５ キャッシュ・フロ

ー計算書における

資金の範囲

 現金及び預金(但し取得日から満期日

又は償還日まで３ヶ月超の預金を除く) 同左

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 

 消費税及び地方消費税の会計処理は、

税抜方式を採用しております。

同左
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(6)【個別財務諸表に関する注記事項】

(貸借対照表関係)

前事業年度 
(平成21年３月31日現在)

当事業年度 
(平成22年３月31日現在)

※１ 担保に供している資産及びこれに対応する債務は

次のとおりであります。

   (イ)担保に供している資産

建物 973百万円

土地 791    

計 1,765

※１ 担保に供している資産については、当事業年度  

において全て解除されております。

  

   (ロ)上記に対応する債務

１年内返済予定 

長期借入金

29百万円 

 
 

２ 当社は運転資金の効率的な調達を行うために取引

銀行５行及び生命保険会社１社と貸出コミットメ

ント契約を締結しております。

   当期末における貸出コミットメントに係る借入金

未実行残高等は次のとおりであります。

貸出コミットメントの総額 1,500百万円

借入実行残高  ―

差引額 1,500

２ 当社は運転資金の効率的な調達を行うために取引

銀行 行及び生命保険会社１社と貸出コミットメ

ント契約を締結しております。

   当期末における貸出コミットメントに係る借入金

未実行残高等は次のとおりであります。

貸出コミットメントの総額 1,500百万円

借入実行残高  ―

差引額 1,500

 

※３ 関係会社に対する金銭債権債務

   短期金銭債権            3百万円  

   短期金銭債務            12

※３ 関係会社に対する金銭債権債務

   短期金銭債権            15百万円 

      長期金銭債権           57    

   短期金銭債務              8

(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 関係会社との取引高

    売上高              0百万円
    販売費及び一般管理費        12

※１ 関係会社との取引高

   営業取引による取引高
      売上高           0百万円 
      販売費及び一般管理費    28 
    営業取引以外の取引による取引高 
      営業外収益         0

 

※２  当事業年度において、以下の資産について減損

損失を計上しました。

用途 種類 場所

賃貸不動産 建物、土地等 福岡市南区

    減損損失を認識した賃貸不動産については、個

別物件単位でグルーピングしております。 

 上記の賃貸不動産については、収益性が低下し

たため、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当

該減少額を減損損失（166,993千円）として計上

しております。その内訳は、土地74,367千円、建

物92,434千円、その他190千円であります。 

 資産の回収可能価額は使用価値により測定して

おり、将来キャッシュ・フローを3.5％で割り引

いて算定しております。

※２ 

 ―――――――――――――――――――
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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。 

 自己株式立会外買付取引による増加 172,000株 

 単元未満株式の買取りによる増加   5,400株 

  

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   4,318株 
  

  

 
  

  

(株主資本等変動計算書関係)

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(株) 32,894 177,400 ― 210,294

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(株) 210,294 4,318 ― 214,612

(リース取引関係)

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)

ファイナンス・リース取引 

（１）所有権移転ファイナンス・リース取引 

   該当事項はありません。 

（２）所有権移転外ファイナンス・リース取引 

  ① リース資産の内容 

   ａ．有形固定資産 

      主として、調味料製造設備、ネットワー 

     ク機器等の電子機器及び車両であります。 

   ｂ．無形固定資産 

      ソフトウェアであります。 

  ② リース資産の減価償却の方法 

   (5) 重要な会計方針「３ 固定資産の減価償却の 

   方法」に記載のとおりであります。 

 

   

        同左
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(税効果会計関係)

前事業年度 
(平成21年３月31日現在)

当事業年度 
(平成22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）

役員退職慰労引当金 172百万円

賞与引当金 158

減損損失 67

退職給付引当金 135

貸倒引当金 20

その他 110

繰延税金資産小計 665

評価性引当額 △46

繰延税金資産合計 618

（繰延税金負債）

その他有価証券評価差額金 △2

繰延税金負債合計 △2

繰延税金資産の純額 615

 

 

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）

役員退職慰労引当金 188百万円

賞与引当金 160

減損損失 65

退職給付引当金 149

貸倒引当金 27

その他 158

繰延税金資産小計 750

評価性引当額 △47

繰延税金資産合計 703

（繰延税金負債）

その他有価証券評価差額金 △2

繰延税金負債合計 △2

繰延税金資産の純額 701

 

 

 

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 2.8

住民税均等割額 7.7

試験研究費税額控除 △2.0

評価性引当額 5.7

その他 1.9

税効果会計適用後の法人税等の負担率 56.5

 

 

 

 

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 1.3

住民税均等割額 3.3

試験研究費税額控除 △0.7

評価性引当額 0.1

その他 3.1

税効果会計適用後の法人税等の負担率 47.5
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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、前事業年度末及び当事業年度末には潜在株式が存在しない

ため記載しておりません。 

(注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 

 
  

該当事項はありません。 

  

(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株当たり純資産額 529円66銭 １株当たり純資産額 581円79銭

１株当たり当期純利益 24円55銭 １株当たり当期純利益 68円20銭

潜在株式調整後１株当たり
当期純利益

―円―銭
潜在株式調整後１株当たり
当期純利益

―円―銭

項目
前事業年度末

（平成21年３月31日）
当事業年度末 

（平成22年３月31日）

貸借対照表の純資産の部の合計額（百万円） 5,115 5,616

普通株式に係る純資産額（百万円） 5,115 5,616

普通株式の発行済株式数（株） 9,868,800 9,868,800

普通株式の自己株式数（株） 210,294 214,612

1株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式
の数（株）

9,658,506 9,654,188

項目
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)

損益計算書上の当期純利益(百万円) 238 658

普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ―

普通株式に係る当期純利益(百万円) 238 658

普通株式の期中平均株式数(株) 9,727,180 9,655,549

(重要な後発事象)
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役員の異動につきましては、本日（平成22年5月11日）別途開示しております「役員人事に関するお

知らせ」をご覧下さい。 

  

6. その他

 役員の異動
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