
- 1 - 

  平成１６年３月期 中間決算短信（連結） 平成 15 年 11 月 18 日 

上場会社名 株式会社 あじかん  
コード番号２９０７   
（URL http://www.ahjikan.co.jp/) 
代 表 者 代表取締役社長 足 利 政 春 
問合せ先責任者 経理システムグループマネージャー 樋 口 研 治 
決算取締役会開催日 平成 15 年 11 月 18 日 

米国会計基準の有無 有・○無  

 １．15 年９月中間期の連結業績（平成 15 年４月１日～平成 15 年９月 30 日） 
 （1）連結経営成績 （百万円未満切捨て） 

 売上高 営業利益 経常利益 

 百万円    ％ 百万円    ％ 百万円    ％ 
15 年９月中間期 14,367 3.5 812 23.4 756 23.1 
14 年９月中間期 13,883 1.8 658 △14.1 614 △14.1 
15 年３月期 27,885  1,312  1,207  

 

 中間(当期)純利益 
1 株当たり中間 
(当期)純利益 

潜在株式調整後 1株当 
たり中間(当期)純利益 

 百万円    ％ 円 銭 円 銭 
15 年９月中間期 387 21.5 50 36 ― 
14 年９月中間期 319 △5.9 41 43 ― 
15 年３月期 602  76 52 ― 

 

（注）①持分法投資損益 15 年９月中間期 ― 百万円 14 年９月中間期 ― 百万円 15 年３月期 ― 百万円 

 ②期中平均株式数(連結) 15 年９月中間期 7,697,835 株 14 年９月中間期 7,699,372 株 15 年３月期 7,698,977 株 

 ③会計処理方法の変更の有無 有・○無  

 ④売上高、営業利益、経常利益、中間（当期）純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率 

 （2）連結財政状態 

 総資産 株主資本 株主資本比率 1 株当たり株主資本 

 百万円 百万円 ％ 円 銭 
15 年９月中間期 14,520 5,949 41.0 772 86 
14 年９月中間期 14,349 5,364 37.4 696 82 
15 年３月期 14,009 5,667 40.5 734 44 

（注）期末発行済株式数(連結) 15 年９月中間期 7,697,550 株 14 年 9 月中間期 7,699,150 株 15 年 3 月期 7,698,050 株 

 （3）連結キャッシュ・フローの状況 

 
営業活動による 

キャッシュ･フロー 
投資活動による 

キャッシュ･フロー 
財務活動による 

キャッシュ･フロー 
現金及び現金同等物 

期末残高 
 百万円 百万円 百万円 百万円 
15 年９月中間期 1,039 △95 △568 1,649 
14 年９月中間期 770 △278 △297 1,540 
15 年３月期 1,258 △642 △714 1,292 

 （4）連結範囲及び持分法の適用に関する事項 
連結子会社数    ３社      持分法適用非連結子会社数    ―社      持分法適用関連会社数    ―社 

 （5）連結範囲及び持分法の異動状況 
連結（新規）    ―社      （除外）    １社      持分法（新規）    ―社    （除外）    ―社 
 

 ２．16 年３月期の連結業績予想（平成 15 年４月１日～平成 16 年３月 31 日） 

 売上高 経常利益 当期純利益 

 百万円 百万円 百万円 
通   期 28,200 1,100 530 

 （参考）1株当たり予想当期純利益（通期）67 円 07 銭（予想年間期中平均株式数による） 
 

 上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報にもとづき作成したものであります。実際の業績は今後さまざま
な要因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。 
 なお、上記予想に関する事項は、添付資料の７ページを参照して下さい。 
 
 

上場取引所  ：  東証・大証 
本社所在都道府県 ： 広島県 

 

ＴＥＬ（０８２）２７７－７０１０ 
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１．企 業 集 団 の 状 況 

 
 当社企業集団は当社および子会社３社で構成されており、事業は、食料品の製造および販売を行っているほか、日用雑貨
品の卸売事業、寿司を中心とした和食飲食店を営んでおります。 
 事業内容および当社と関係会社の当該事業に係る位置づけならびに事業の種類別セグメントとの関連は、次のとおりであ
ります。 
 

区     分 主要製商品 主要な会社 

製造および販売 
玉子焼、味付かんぴょう、味付しい
たけ、かに風味蒲鉾、中具、おぼろ、
野菜煮物等 

当社、松山生必㈱（販売） 
山東安吉丸食品有限公司 

（会社総数３社） 

お

よ

び

販

売 

食
料
品
の
製
造 

卸売 
海苔、食油、生姜、揚げ、干瓢、椎
茸、調味料、水産物、冷凍食品等 

当社、松山生必㈱ 
（会社総数２社） 

日用雑貨の卸売 
殺虫剤、石けん、飲料等の各種日用
雑貨品類 

松山生必㈱ 
（会社総数１社） そ

の

他 和食飲食店経営 寿司、会席料理等 
㈱政所 

（会社総数１社） 

 
以上の企業集団等について図示すると次のとおりであります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 物の流れ 
  
 情報の提供 

  
 連結子会社 

㈱ 政 所 松 山 生 必 ㈱

㈱ あ じ か ん

山東安吉丸食品有限公司

製品・商品の販売 

情報の提供 製品・商品の販売 商品・原材料の購入

製品・原材料の購入

 なお、山東安吉丸食品有限公司は、平成 15 年 5 月 21 日付にて
青州青安食品有限公司を吸収合併いたしました。 
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２．経 営 方 針 

 
 

１．会社の経営の基本方針 

 当社企業集団は、「調和・創造・革新」の経営理念のもと、“よりおいしく、より質の高い製品を、安全かつ迅速に顧客へ

お届けする”ことが、“食”に携わる企業としての使命であると考え、それを全うすることを経営の基本としております。特

に商品の安全性確保は、顧客へ“安心”をお届けするために必要不可欠なこととして捉えており、企業活動における最優先

の絶対条件としております。 

 また、この使命を果たしていくなかで得られる顧客との信頼関係を、より広くより強固なものとしていくことが、企業価

値を高めることにつながり、ひいては株主のみなさまの期待にお応えできることになると考えております。 

 

２．会社の利益配分に関する基本方針 

 利益配分につきましては、業績向上による株式価値の向上を最優先としております。 

 また、配当につきましては、安定配当の維持を基本方針としておりますが、それと併せて業績に応じた弾力的な配当政策

や内部留保による企業体質の強化も肝要なことと考えており、これらを総合的に判断したうえで、株主のみなさまに利益還

元を行ってまいりたいと考えております。 

 

３．投資単位の引下げに関する考え方および方針 

 当社は、株式市場において適正な株価が形成されるためには、株式の充分な流動性と多くの投資家の市場への参加が必要

であると考えております。現状の当社株式の流動性は、決して充分なレベルとはいえませんので、投資単位の引下げについ

ては、今後の市場の動向や要請等を充分に勘案して、弾力的に対処してまいりたいと考えております。 

 

４．目標とする経営指標 

 当社は、主な経営指標として経常利益率、株主資本比率および株主資本当期純利益率を使用しております。少ない資産で

高い利益をあげることを目標とする一方で、株主資本を充実させて会社の安定性を確保し、また、株主への安定的な利益還

元を実現させるために、それらの指標のバランスを見ながら配当政策を構築することが、会社の経営の安定と株主への利益

還元を両立させることにつながるものと考えております。 

 

５．中長期的な会社の経営戦略 

 当社は、「製造直販」の販売スタイルを堅持し、チルド製品の安全性確保を根底においた独自の「コールドチェーン・シス

テム（低温流通体制）」の整備に努めてまいりました。これらは、顧客ニーズへの迅速で確実な開発対応ならびに商品の“品

質と安全”への評価という面で、当社の強みとなっております。また、これまで比較的安定した成長を維持している中食市

場を中心に経営資源を集中させるとともに、東日本エリアの市場での販路拡大に積極的に取り組んでまいりました。その結

果、創業以来連続して増収を達成してきております。 

 今期は、３ヶ年の第六次中期経営計画の初年度となりますが、その経営戦略は、上記の基盤事業の強みを背景として業容

や市場の更なる拡大・発展を指向することを基本としております。 

 また、第六次中期経営計画は、開発型メーカーとして商品競争力の向上を図る一方で、製造直販体制を基本とした営業基

盤を強化することに重点を置き、将来の飛躍的成長を可能とする基礎作りの期間として位置付けております。その目的を達

成するために、将来の営業キャッシュ・フロー創出を実現させる戦略的な先行投資を優先させる一方で、無駄な経費の徹底

的な圧縮を行い安定的に利益が確保できるように努めてまいる所存であります。 
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６．会社の対処すべき課題 

 今後の経営環境はますます厳しさを増し、また急激に変化していくことが予想されますが、第六次中期経営計画は、環境

変化に強い競争力のある経営体質を指向し、第五次中期経営計画で積み残した課題も含め、次の重点施策を強力に推進して

おります。 

 （1）食品の安全性を徹底的に追求した品質保証体制の強化 

 （2）成長拡大を推進する商品開発力の強化 

 （3）地域密着営業の強力推進・高品質で価格競争力のある海外調達品の調達拡大などによる販売力の強化 

 （4）海外生産工場も含めたトータルな生産体制の高度化と原価低減 

 また、加えてロジスティクスの構築による物流の効率化や経営管理機能の強化、コンプライアンス体制の充実などが必要

であると考えております。 

 

７．コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方およびその施策の実施状況 

 当社は、企業としての社会的責任を全うし、信頼を頂ける企業であり続けるための要となるのが、コーポレート・ガバナ

ンスの充実であると考えております。その認識のもとに経営管理機能の強化を中期的課題に掲げて、全社的に取り組んでお

ります。 

 とりわけ、食品を取り扱う当社におきましては、食品の安全性の確保を第一義とする一方で、コンプライアンス（法令遵

守）も重要な要件であるという認識から、前期においては「倫理綱領」の制定を行いました。現在、その周知徹底を第一ス

テップとしたコンプライアンス体制の整備に取り組んでいるところであります。 

 ディスクロージャーにつきましては、当社ホームページのＩＲ（投資家向け）情報の刷新を行いました。四半期毎に発刊

しておりますファクトブック（投資家向け情報を記載した小冊子）および事業報告書の見直しを行い、会社経営の透明性を

更に高め充実した経営情報を提供することによって、より開かれた企業となることを目指しております。 

 また、当社は現在、監査役制度採用会社であります。現行の業容・企業規模・意思決定の体制を勘案すると、委員会等設

置会社を選択すべき必要性は低いと考えますが、将来においての必要性を想定して検討を進めてまいります。 

 

 株主の皆様に信頼される企業としてさらなる業績の拡大と安定した収益構造の改善による確固たる経営基盤の構築、なら

びに、コーポレート・ガバナンスの充実を推し進め、今後とも健全経営に取り組んでまいる所存であります。 
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３．経営成績および財政状態 

 

Ⅰ．経営成績 
 
１．当中間期の概況 
 
 （1）業績全般の概況 

 当中間期連結会計期間におけるわが国経済は、株価が回復し企業収益や設備投資などで持ち直しに向けた動きはあるもの

の、依然として高い失業率や個人消費の低迷など、景気は横ばい状況で推移いたしました。 

 

 食品業界におきましても、当社（当社および連結子会社、以下同じ）が主力としております中食市場は、比較的安定的な

成長を続けておりますが、個人消費が低迷するなか、激しさを増してきている販売競争に加え消費者の食品への安全と品質

に対する要求の高まりなど、当社をとりまく経営環境は大きく変化してまいりました。 

 

 そうした状況の中にあって当社は、最重点課題である食品の安全性確保に向けて取り組みました、品質保証システムの国

際規格である「ＩＳＯ ９００１」につきましては、すでに 2000 年度版への移行審査を受け認証取得いたしました。 

 さらに、原料トレーサビリティー（追跡・把握）の仕組みの整備を進め、安全性の高い食材を消費者にお届けできる体制

の充実を図ってまいりました。 

 また、世界的にも問題となっている環境問題についても｢ＩＳＯ１４００１｣の取得に取り組んでおり、現在は取得のため

の最終審査段階に至っております。 

 

 営業面におきましては、当社の強みであります「製造直販」の営業展開による市場拡大を指向し、今期 6月に横浜市港北

区に物流機能を備えた横浜営業所を移転開設いたしました。同様の機能を有した営業所として関東エリアでは、すでに柏、

埼玉営業所、関西エリアでは新大阪営業所を開設しており、両エリアにおける営業拠点の整備が進展しております。 

 また、国内自社製品に加えて、本格的に生産活動を開始いたしました山東安吉丸食品有限公司からの海外生産品や高品質

で価格競争力のある海外調達品を積極的に導入しその拡販に努めてまいりました。その結果、売上高につきましては海外調

達品や、東日本エリアを中心として玉子製品・かに風味蒲鉾などの自社製品売上が好調に推移し、当初の計画を上回る実績

となりました。 

 

 生産面におきましては、自社製品の販売計画の達成により、高い生産高を維持することができ固定費の回収に寄与いたし

ました。また、卵価を中心とした主要原材料単価が低位で推移する一方で、工場要員の効率的活用による製造労務費の削減・

加工費の低減などを進めたことにより、製造原価の上昇を大幅に抑制することができました。 

 一方、中国での野菜加工品生産拠点である山東安吉丸食品有限公司では、味付かんぴょう、味付しいたけが本格的に生産

開始となったことに加え、生産アイテム数も徐々に増加してきており、高品質で価格競争力のある自社製品を安定的に供給

する体制が整いました。 

 

 この結果、売上高では前年同期比 3.5％増加の 14,367 百万円となりました。 

 また、コスト面では、主に上記による大幅な原価低減に加え、販売管理費面でも、維持経費の低減効果や一部戦略的経費

が下期にずれ込むなどの影響により大きくコストが抑制されたため、営業利益では前年同期比 23.4％増加の 812 百万円とな

りました。これに営業外損益を加えた経常利益は、前年同期比 23.1％増加の 756 百万円となりました。 

 また、中間純利益につきましても、経常利益の増加に伴い前年同期比 21.5％増加の 387 百万円となり、前年実績を大きく

上回る利益を確保することができました。 
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 （2）セグメント別の概況 

 製商品別に見ますと、製品におきましては市場競争の激化もあり、当社の主力である玉子焼類の売上高は微増となりまし

たが、他方で蒲鉾類が好調に増加したため、製品売上全体では前年同期比 1.6％増加の 8,430 百万円となりました。 

 また、商品におきましても、主に海外調達品を中心とした冷凍・冷蔵食品の売上増加により、商品全体では前年同期比 6.3％

増加の 5,936 百万円となりました。 

 なお、山東安吉丸食品有限公司からの製品も含めた海外調達品は、前年同期比 108.5％増加の 1,093 百万円となりました。 

 

製商品別売上高 

前中間期 当中間期 期 別 

区 分 金額(百万円) 構成比(％) 金額(百万円) 構成比(％) 

前年同期比 
（％） 

玉 子 焼 類           4,348 31.3 4,416 30.7 101.6 

味付かんぴょうしいたけ類 948 6.8 956 6.7 100.9 

蒲 鉾 類           755 5.4 906 6.3 119.9 

自社企画ブランド品           1,678 12.1 1,564 10.9 93.3 

そ の 他           567 4.1 586 4.1 103.4 

 

 

製 品 計 8,298 59.7 8,430 58.7 101.6 

常 温 食 品           1,392 10.0 1,360 9.5 97.7 

冷 凍 ･ 冷 蔵 食 品           3,929 28.4 4,384 30.5 111.6 

そ の 他           263 1.9 191 1.3 72.6 

 

 

商 品 計 5,585 40.3 5,936 41.3 106.3 

企 業 体 合 計 13,883 100.0 14,367 100.0 103.5 

 
 

 地域別では西日本エリアにおきましては、中食市場への深耕開拓と新規開拓を進め地域シェアの拡大を図ってまいりまし

た。その結果、中域チェーンへの販売促進や海外調達品の拡販は伸長いたしましたが、子会社である松山生必株式会社との

合併により、日用雑貨品の卸売部門の売上高が減少したため、売上総額では前年同期を下回る実績となりました。 

 東日本エリアでは、物流機能を備えた拠点の整備を進める一方で、スーパーマーケット・コンビニエンスストアへの取組

強化と地域密着型営業展開による新規開拓を進めた結果、自社製品・商品とも前年同期と比べ大幅な売上増加となりました。 
 
 
地域別売上高 

前中間期 当中間期 期 別 

区 分 金額(百万円) 構成比(％) 金額(百万円) 構成比(％) 

前年同期比 
（％） 

西 日 本 エ リ ア 9,505 68.5 9,363 65.2 98.5 

東 日 本 エ リ ア 4,378 31.5 5,003 34.8 114.3 

企 業 体 合 計 13,883 100.0 14,367 100.0 103.5 
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２．通期の見通し 

 我が国経済の見通しは、景気の先行きについては横ばいから改善へと上向きの兆しが出てきているものの、個人消費の低

迷や高水準で推移している完全失業率など、依然として不透明感を払拭できない状況にあります。他方、当社グループを取

り巻く環境も、消費者の低価格志向、社会・経済構造の変化および企業間の競争の激化などによりますます厳しい状況が続

くものと思われます。 

 

 そうした状況において当社は、品質保証の強化の面ではＩＳＯシステムの高度化や海外品の品質保証強化、製品のトレー

サビリティー（追跡・把握）を徹底し、引き続き食品の安全性に対する市場要求に応える体制を整えてまいります。商品開

発力の強化の面では、既存製品の競争力を高めるために、品質・コスト・開発スピードにおいて競合に勝る商品開発を進め

る一方で、本格稼動に入った山東安吉丸食品有限公司を中心に、新基軸製品の開発を推進し高品質で価格競争力のある海外

生産品の品揃えの更なる充実を図ってまいります。販売力の強化の面では、地域密着営業を強力に推進し、エリア内でのシ

ェアアップを図る一方で、東日本における直販体制をさらに強化することにより新規市場開拓を図ってまいります。生産体

制の高度化の面では、国内自社工場の更なる原価低減と山東安吉丸食品有限公司の安定生産、稼働率アップにより、競争力

のあるコストの実現を図ってまいります。 

 

 これにより売上高は、12 月や 3月の季節変動要因により増減する可能性はありますが、前連結会計年度より 315 百万円増

の 28,200 百万円を見込んでおります。他方、売上原価では、卵価が高騰する冬場を迎え主要原材料費が上昇する見込みであ

ることに加え、販売管理費においても主に戦略要員の補強による人件費の増加や東日本エリアを中心とした直販体制の構築

とそれに伴う物流費の増加、上半期よりずれ込んだ戦略的費用などにより経費は大きく上昇する見込であることから、営業

利益につきましては、1,170 百万円を見込んでおります。これに営業外損益を加えた経常利益は 1,100 百万円、当期純利益

は 530 百万円をそれぞれ見込んでおります。 

 

 なお、平成 15 年 11 月 4 日に中間期業績予想の上方修正をお知らせいたしましたが、通期見通しでは、上記のような流動

的な要素の損益に与える影響が大きいため、平成 15 年 5 月 16 日に公表いたしました通期の業績予想数値は今回変更してお

りません。 
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Ⅱ．財政状態 
１．当中間期の概況 
 
（連結キャッシュ・フローの状況） 

  前中間期 当中間期 増減 

営業活動によるキャッシュ・フロー （百万円） 770 1,039 269 

投資活動によるキャッシュ・フロー （百万円） △278 △95 183 

財務活動によるキャッシュ・フロー （百万円） △297 △568 △270 

換算差額 （百万円） △15 △18 △2 

現金及び現金同等物の増減額 （百万円） 177 357 179 

現金及び現金同等物の中間期末残高 （百万円） 1,540 1,649 109 

借入金中間期末残高 （百万円） 4,887 4,058 △829 

 

 営業活動によって得られたキャッシュ・フローは、主に売掛債権・棚卸資産の増加による資金の減少要因以上に仕入債務

の増加および法人税等の支払額が減少したため、前年同期に比べ 269 百万円増加し 1,039 百万円となりました。 

 投資活動に使用されたキャッシュ・フローは、横浜営業所の移転投資や生産設備の増強投資などが主な内容ですが、前年

同期に比べ 183 百万円減少し 95 百万円となりました。 

 財務活動に使用されたキャッシュ・フローは、主に金融機関からの長期・短期借入金の返済を実施したことにより前年同

期に比べ 270 百万円増加して 568 百万円となりました。なお、借入金残高は前期末より 444 百万円減少し 4,058 百万円とな

っております。 

 以上の結果、現金及び現金同等物の当中間期末残高は、前年同期と比べ 109 百万円増加して 1,649 百万円となりました。 

 

２．通期の見通し 

 営業活動によって得られるキャッシュ・フローのうち税金等調整前当期純利益は、下期の事業環境は厳しいものの前期な

みを予定しております。 

 投資活動に使用されるキャッシュ・フローのうち設備投資額は、営業拠点の拡大・移転や生産設備の増強など下期大幅に

増加する予定であり、最終的には前期より若干増加する見込みであります。 

 財務活動に使用されるキャッシュ・フローでは、機動的な資本政策の遂行を可能とするため、平成 15 年 6 月 27 日開催の

定時株主総会にて、商法 210 条の規定にもとづく自己株式の取得を提案し承認されております。取得する株式数の上限は 40

万株で取得価額の上限は 300 百万円を予定しておりますが、実行の如何につきましては今後の投資などを勘案しながら弾力

的に検討していきたいと考えております。配当につきましては、当期も前期並みの配当を予定しており、支払配当金の増減

は現段階では予定しておりません。また、借入金は、営業活動によって得られるキャッシュ・フローの状況を勘案して 600

百万円の返済を予定しております。 

 以上の結果、当期の現金及び現金同等物の期末残高は、前期末より減少する見込みで 1,000 百万円程度を予想しておりま

す。 



- 9 - 

 
３．キャッシュ･フロー指標のトレンド 
 

 
第 36 期 

平成 12 年3 月期 
第 37 期 

平成 13 年3 月期 
第 38 期 

平成 14 年3 月期 
第 39 期 

平成 15 年3 月期 
第 40 期(中間) 
平成 15 年9 月期 

株主資本比率（％） 30.6 32.2 35.8 40.5 41.0 

時価ベースの株主資本比率（％） 42.9 27.0 35.3 32.5 31.5 

債務償還年数（年） 3.9 5.4 3.5 3.6 － 

インタレスト・カバレッジ・レシオ 10.5 7.8 11.5 16.2 33.6 

 

   時価ベースの株主資本比率：株式時価総額／総資産 

   債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー（中間期においては記載しておりません） 

   インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

 

＊ 各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。 

＊ 株式時価総額は、期末株価終値×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。 

＊ 営業キャッシュ・フローは連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しております。 

 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、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。 
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４．中 間 連 結 財 務 諸 表 

 
(1)中間連結貸借対照表 

前中間連結会計期間末 
 

(平成 14 年９月 30 日) 

当中間連結会計期間末 
 

(平成 15 年９月 30 日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成 15 年３月 31 日) 

期  別 
 
 
科  目 金額(千円) 

構成比 
(％) 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

（資産の部）        

Ⅰ．流動資産        

 1.現金及び預金 ※3 1,571,018  1,659,986  1,304,900  

 2.受取手形及び売掛金  3,379,080  3,426,320  3,347,495  

 3.たな卸資産  1,405,764  1,394,760  1,299,406  

 4.その他  291,941  332,797  231,241  

  貸倒引当金  △27,388  △44,388  △26,981  

  流動資産合計  6,620,416 46.1 6,769,476 46.6 6,156,063 43.9 

Ⅱ．固定資産 ※1.2.3       

  1.有形固定資産        

   (1)建物及び構築物  2,329,225  2,194,364  2,282,483  

   (2)機械装置及び運搬具  981,008  1,080,669  1,183,941  

   (3)土地  3,008,482  3,008,482  3,008,482  

   (4)その他  235,930  227,045  200,987  

   有形固定資産合計  6,554,646 45.7 6,510,562 44.8 6,675,894 47.7 

  2.無形固定資産  61,618 0.4 59,168 0.4 58,507 0.4 

  3.投資その他の資産        

   (1)その他  1,230,503  1,288,836  1,248,349  

    貸倒引当金  △118,080  △107,240  △129,740  

   投資その他の資産合計  1,112,422 7.8 1,181,596 8.2 1,118,609 8.0 

  固定資産合計  7,728,687 53.9 7,751,327 53.4 7,853,011 56.1 

  資産合計  14,349,104 100.0 14,520,803 100.0 14,009,074 100.0 
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前中間連結会計期間末 
 

(平成 14 年９月 30 日) 

当中間連結会計期間末 
 

(平成 15 年９月 30 日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成 15 年３月 31 日) 

期  別 
 
 
科  目 金額(千円) 

構成比 
(％) 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

（負債の部）        

Ⅰ．流動負債        

 1.支払手形及び買掛金 ※3 2,646,578  2,655,095  2,322,995  

 2.短期借入金 ※3 1,481,440  1,300,000  1,444,793  

 3.賞与引当金  239,754  271,534  176,435  

 4.その他  832,179  1,142,305  909,902  

 流動負債合計  5,199,952 36.2 5,368,935 37.0 4,854,126 34.6 

Ⅱ．固定負債        

 1.長期借入金 ※3 3,406,000  2,758,000  3,058,000  

 2.退職給付引当金  183,456  242,849  231,397  

 3.役員退職慰労引当金  194,338  201,845  198,181  

 4.その他  375  －  －  

 固定負債合計  3,784,170 26.4 3,202,694 22.0 3,487,578 24.9 

 負債合計  8,984,122 62.6 8,571,629 59.0 8,341,705 59.5 

        

（資本の部）        

Ⅰ．資本金  1,102,250 7.7 1,102,250 7.6 1,102,250 7.9 

Ⅱ．資本剰余金  1,098,990 7.7 1,098,990 7.6 1,098,990 7.8 

Ⅲ．利益剰余金  3,162,476 22.0 3,724,722 25.7 3,446,214 24.6 

Ⅳ．その他有価証券評価差額金  12,466 0.1 37,011 0.2 △5,099 △0.0 

Ⅴ．為替換算調整勘定  △10,687 △0.1 △12,319 △0.1 26,190 0.2 

Ⅵ．自己株式  △513 △0.0 △1,480 △0.0 △1,176 △0.0 

  資本合計  5,364,981 37.4 5,949,173 41.0 5,667,369 40.5 

負債、少数株主持分及び資本合計  14,349,104 100.0 14,520,803 100.0 14,009,074 100.0 
       

 



- 12 - 

 
(2)中間連結損益計算書 

前中間連結会計期間 
自 平成 14 年４月 １日 
至 平成 14 年９月 30 日 

当中間連結会計期間 
自 平成 15 年４月 １日 
至 平成 15 年９月 30 日 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

自 平成 14 年４月 １日 
至 平成 15 年３月 31 日 

期 別 
 
 
科 目 

金額(千円) 
百分比
(％) 

金額(千円) 
百分比
(％) 

金額(千円) 
百分比
(％) 

Ⅰ．売上高          

 1.商品及び製品売上高  13,883,837 100.0  14,367,429 100.0  27,885,064 100.0 

Ⅱ．売上原価          

 1.商品及び製品売 上原価  10,408,404 75.0  10,595,432 73.7  20,900,208 75.0 

    売上総利益  3,475,432 25.0  3,771,997 26.3  6,984,856 25.0 

Ⅲ．販売費及び一般管理費  ※1  2,817,302 20.3  2,959,754 20.6  5,672,483 20.3 

    営業利益  658,130 4.7  812,242 5.7  1,312,372 4.7 

Ⅳ．営業外収益          

 1.受取利息 1,863   1,592   3,094   

 2.受取配当金 2,718   2,092   4,646   

 3.受取家賃 750   －   750   

 4.為替換算益 －   3,990   －   

 5.その他 8,719 14,050 0.1 10,528 18,202 0.1 20,389 28,880 0.1 

Ⅴ．営業外費用          

 1.支払利息 47,107   31,627   82,519   

 2.通貨スワップ評価損 －   38,577   33,470   

 3.その他 10,419 57,527 0.4 3,554 73,759 0.5 17,440 133,430 0.5 

    経常利益  614,653 4.4  756,685 5.3  1,207,822 4.3 

Ⅵ．特別利益          

 1.貸倒引当金戻入益 3,066   －   －   

 2.退職給付制度終了益 － 3,066 0.0 10,697 10,697 0.0 － － － 

Ⅶ．特別損失          

 1.固定資産除却損     ※2 1,024   25,672   1,413   

 2.投資有価証券売却損 106   －   106   

 3.投資有価証券評価損 8,808   －   36,387   

 4.出資預け金評価損 1,860   －   1,960   

 5.役員退職慰労金 2,428   2,613   2,428   

 6.その他 1,853 16,080 0.1 － 28,285 0.2 1,853 44,148 0.1 

 税金等調整前中間 ( 当 期)純 利 益   601,639 4.3  739,097 5.1  1,163,673 4.2 

 法人税、住民税及び事業税 283,618   435,585   587,486   

 法人税等調整額 △989 282,628 2.0 △84,179 351,406 2.4 △26,564 560,922 2.0 

 中間(当期)純利益  319,010 2.3  387,691 2.7  602,751 2.2 
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(3)中間連結剰余金計算書 

前中間連結会計期間 
自 平成 14 年４月 １日 
至 平成 14 年９月 30 日 

当中間連結会計期間 
自 平成 15 年４月 １日 
至 平成 15 年９月 30 日 

前連結会計年度の 
要約連結剰余金計算書 
自 平成 14 年４月 １日 
至 平成 15 年３月 31 日 

期 別 
 
 
科 目 

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

（資本剰余金の部）       

Ⅰ．資本剰余金期首残高  －  1,098,990  － 

  1.資本準備金期首残高  1,098,990  －  1,098,990 

Ⅱ．資本剰余金中間期末 
     (期末)残高 

 1,098,990  1,098,990  1,098,990 

       

（利益剰余金の部）       

Ⅰ．利益剰余金期首残高  －  3,446,214  － 

  1.連結剰余金期首残高  2,958,293  －  2,958,293 

Ⅱ．利益剰余金増加高       

  1.中間(当期)純利益 319,010 319,010 387,691 387,691 602,751 602,751 

Ⅲ．利益剰余金減少高       

  1.配当金 92,395  92,376  92,395  

  2.役員賞与 19,775  13,599  19,775  

  3.中国会計基準による 
    利益金処分額(従業員 
    奨励および福利基金) 

2,657 114,828 3,207 109,183 2,660 114,831 

Ⅳ．利益剰余金中間期末 
    (期末)残高 

 3,162,476  3,724,722  3,446,214 
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(4)中間連結キャッシュ・フロー計算書 

前中間連結会計期間 
自 平成 14 年４月 １日 
至 平成 14 年９月 30 日 

当中間連結会計期間 
自 平成 15 年４月 １日 
至 平成 15 年９月 30 日 

前連結会計年度の 
要約連結キャッシュ・フロー計算書 
自 平成 14 年４月 １日 
至 平成 15 年３月 31 日 

期 別 
 
 
科 目 

金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

Ⅰ．営業活動によるキャッシュ・フロー    

 税金等調整前中間(当期)純利益 601,639 739,097 1,163,673 

 減価償却費 237,690 230,804 498,675 

 連結調整勘定償却額 △330 1,086 △661 

 賞与引当金の増減額(減少：△) 56,310 95,099 △7,009 

 役員退職慰労引当金の増減額(減少：△)  △53,543 3,664 △49,701 

 退職給付引当金の増減額(減少：△) 20,476 11,451 68,417 

 貸倒引当金の増減額(減少：△) △10,982 △5,092 269 

 受取利息及び受取配当金 △4,581 △3,684 △7,740 

 支払利息 47,107 31,627 82,519 

 投資有価証券売却損 106 － 106 

 有形固定資産除却損 1,024 25,672 1,413 

 出資預け金評価損 1,860 － 1,960 

 投資有価証券評価損 8,808 － 36,387 

 通貨スワップ評価損 － 38,577 33,470 

 売上債権の増減額(増加：△） 526,615 △78,871 557,377 

 たな卸資産の増減額(増加：△) △180,717 △95,698 △75,137 

 仕入債務の増減額(減少：△） 132,254 332,244 △188,851 

 未収入金の増減額(増加：△) 2,123 △16,910 725 

 未払金の増減額(減少：△) △90,919 1,193 △72,577 

 未払消費税の増減額(減少：△) △39,528 9,218 △33,864 

 その他 △24,369 △12,446 47,572 

 役員賞与の支払額 △19,775 △13,599 △19,775 

 小計 1,211,269 1,293,435 2,037,252 

 法人税等の支払額 △440,954 △253,918 △779,027 

 営業活動によるキャッシュ・フロー 770,315 1,039,516 1,258,224 

Ⅱ．投資活動によるキャッシュ・フロー    

 定期預金の払戻による収入 － 2,500 18,000 

 有形固定資産の取得による支出 △257,716 △95,543 △621,160 

 投資有価証券の取得による支出 △22,419 △13,202 △27,174 

 投資有価証券の売却による収入 2,863 1,326 2,863 

 少数株主からの子会社株式取得による支出  － － △11,387 

 利息および配当金の受取額 4,179 4,668 6,755 

 その他 △5,638 5,134 △10,653 

 投資活動によるキャッシュ・フロー △278,731 △95,115 △642,755 
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前中間連結会計期間 
自 平成 14 年４月 １日 
至 平成 14 年９月 30 日 

当中間連結会計期間 
自 平成 15 年４月 １日 
至 平成 15 年９月 30 日 

前連結会計年度の 
要約連結キャッシュ・フロー計算書 
自 平成 14 年４月 １日 
至 平成 15 年３月 31 日 

期 別 
 
 
科 目 

金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

Ⅲ．財務活動によるキャッシュ・フロー    

 短期借入金の増減額(減少：△) △127,554 △140,648 △122,511 

 長期借入れによる収入 4,000,000 － 4,002,000 

 長期借入金の返済による支出 △4,035,125 △304,060 △4,422,505 

 利息支払額 △42,699 △30,921 △77,701 

 自己株式の取得による支出 △311 △304 △973 

 配当金の支払額 △92,250 △92,147 △92,387 

 財務活動によるキャッシュ・フロー △297,941 △568,082 △714,078 

Ⅳ．現金および現金同等物に係る換算差額 △15,895 △18,732 28,238 

Ⅴ．現金および現金同等物の増減額(減少：△)  177,746 357,585 △70,370 

Ⅵ．現金および現金同等物の期首残高 1,362,771 1,292,400 1,362,771 

Ⅶ．現金および現金同等物の中間期末(期末)残高 1,540,518 1,649,986 1,292,400 
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(5)中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
前中間連結会計期間 
自 平成14年４月１日 
至 平成14年９月30日 

当中間連結会計期間 
自 平成15年４月１日 
至 平成15年９月30日 

前連結会計年度 
自 平成14年４月１日 
至 平成15年３月31日 

１．連結の範囲

に関する事項 

 連結子会社は、松山生必㈱、

㈱政所、青州青安食品有限公

司、㈱ダイマル食品、山東安

吉丸食品有限公司の５社であ

ります。 

 連結子会社は、松山生必㈱、

㈱政所、山東安吉丸食品有限

公司の３社であります。 

 連結子会社でありました青

州青安食品有限公司は、山東

安吉丸食品有限公司が吸収合

併いたしました。 

 連結子会社は、松山生必㈱、

㈱政所、青州青安食品有限公

司、山東安吉丸食品有限公司

の４社であります。連結子会

社でありました㈱ダイマル食

品は、当社が吸収合併いたし

ました。 

２．持分法の適

用に関する事

項 

 該当事項はありません。 同左 同左 

３．連結子会社

の（中間）決

算日等に関す

る事項 

 連結子会社のうち、青州青

安食品有限公司および山東安

吉丸食品有限公司の中間決算

日は、６月30日であります。 

 中間連結財務諸表の作成に

当たっては、同中間決算日現

在の中間財務諸表を使用して

おります。ただし、中間連結

決算日との間に発生した重要

な取引については、連結上必

要な調整を行っております。 

 連結子会社のうち、山東安

吉丸食品有限公司の中間決算

日は、６月30日であります。 

 中間連結財務諸表の作成に

当たっては、同中間決算日現

在の中間財務諸表を使用して

おります。ただし、中間連結

決算日との間に発生した重要

な取引については、連結上必

要な調整を行っております。 

 連結子会社のうち、青州青

安食品有限公司および山東安

吉丸食品有限公司の決算日

は、12月31日であります。 

 連結財務諸表の作成に当た

っては、同決算日現在の財務

諸表を使用しております。た

だし、連結決算日との間に発

生した重要な取引について

は、連結上必要な調整を行っ

ております。  

４．会計処理基

準に関する事

項 

 

 

 

 

(1）重要な資産の評価基準お

よび評価方法 

①有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

 中間決算日の市場価格等に

もとづく時価法（評価差額は

全部資本直入法により処理

し、売却原価は移動平均法に

より算定） 

(1）重要な資産の評価基準お

よび評価方法 

①有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

(1）重要な資産の評価基準お

よび評価方法 

①有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

 決算日の市場価格等にもと

づく時価法（評価差額は全部

資本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 

時価のないもの 

同左 

時価のないもの 

同左 

 ②デリバティブ 

――――― 

②デリバティブ 

……時価法 

②デリバティブ 

同左 

 ③たな卸資産 

当社 

……総平均法による原価法 

国内連結子会社 

……最終仕入原価法による原

価法 

在外連結子会社 

……移動平均法による原価法 

③たな卸資産 

同左 

③たな卸資産 

同左 
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項目 
前中間連結会計期間 
自 平成14年４月１日 
至 平成14年９月30日 

当中間連結会計期間 
自 平成15年４月１日 
至 平成15年９月30日 

前連結会計年度 
自 平成14年４月１日 
至 平成15年３月31日 

 (2）重要な減価償却資産の減

価償却の方法 

(2）重要な減価償却資産の減

価償却の方法 

(2）重要な減価償却資産の減

価償却の方法 

 

 

①有形固定資産 

 当社および国内連結子会社

は、主として定率法（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。）

は定額法）を採用し、在外連

結子会社は定額法を採用して

おります。 

 なお、主な耐用年数は次の

とおりであります。 

①有形固定資産 

同左 

①有形固定資産 

同左 

 
 
建物及び構築物 ８～50年 

機械装置及び運搬具 ４～13年 
  

 
 

 
  

 
 

 
  

 ②無形固定資産 

 当社は定額法を採用してお

ります。 

②無形固定資産 

同左 

②無形固定資産 

同左 

 (3）重要な引当金の計上基準 (3）重要な引当金の計上基準 (3）重要な引当金の計上基準 

 ①貸倒引当金 

 当社および連結子会社は債

権の貸倒れによる損失に備え

るため、一般債権については

貸倒実績率により、貸倒懸念

債権等特定の債権については

個別に回収可能性を勘案し、

回収不能見込額を計上してお

ります。 

①貸倒引当金 

同左 

①貸倒引当金 

同左 

 ②賞与引当金 

 従業員賞与の支給に備える

ため、当中間連結会計期間の

負担すべき支給見込額を計上

しております。 

②賞与引当金 

同左 

②賞与引当金 

 従業員賞与の支給に備える

ため、当連結会計年度の負担

すべき支給見込額を計上して

おります。 
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項目 
前中間連結会計期間 
自 平成14年４月１日 
至 平成14年９月30日 

当中間連結会計期間 
自 平成15年４月１日 
至 平成15年９月30日 

前連結会計年度 
自 平成14年４月１日 
至 平成15年３月31日 

 ③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

ける退職給付債務および年金

資産の見込額にもとづき、当

中間連結会計期間末において

発生していると認められる額

を計上しております。 

 なお、会計基準変更時差異

（99,920千円）については、

４年による按分額を費用処理

しております。数理計算上の

差異は、その発生時に全額費

用処理することとしておりま

す。 

③退職給付引当金 

同左 

③退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備える

ため、当連結会計年度末にお

ける退職給付債務および年金

資産の見込額にもとづき計上

しております。 

 なお、会計基準変更時差異

（99,920千円）については、

４年による按分額を費用処理

しております。数理計算上の

差異は、その発生時に全額費

用処理することとしておりま

す。 

 ④役員退職慰労引当金 

 当社は、役員退職慰労金の

支出に備えるため、内規にも

とづく中間期末要支給額を引

当計上しております。 

④役員退職慰労引当金 

同左 

④役員退職慰労引当金 

 当社は、役員退職慰労金の

支出に備えるため、内規にも

とづく期末要支給額を引当計

上しております。 

 (4）重要なリース取引の処理

方法に関する事項 

 リース物件の所有権が借主

に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース

取引については、通常の賃貸

借取引に係る方法に準じた会

計処理によっております。 

(4）重要なリース取引の処理

方法に関する事項 

同左 

(4）重要なリース取引の処理

方法に関する事項 

同左 

 (5）重要なヘッジ会計の方法 

①ヘッジ会計の方法 

 金利スワップについて特例

処理の条件を満たしているた

め、特例処理を採用しており

ます。 

(5）重要なヘッジ会計の方法 

①ヘッジ会計の方法 

同左 

(5）重要なヘッジ会計の方法 

①ヘッジ会計の方法 

同左 

 ②ヘッジ手段、ヘッジ方法 

 主に当社の経営審議会にお

いて付議決定された事項にも

とづき、金利変動リスクをヘ

ッジしております。 

 当中間連結会計期間にヘッ

ジ会計を適用したヘッジ対象

とヘッジ手段は以下の通りで

あります。 

②ヘッジ手段、ヘッジ対象 

 ヘッジ手段…金利スワップ 

 ヘッジ対象…借入金 

②ヘッジ手段、ヘッジ対象 

同左 

 ヘッジ手段…金利スワップ 

ヘッジ対象…借入金 
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項目 
前中間連結会計期間 
自 平成14年４月１日 
至 平成14年９月30日 

当中間連結会計期間 
自 平成15年４月１日 
至 平成15年９月30日 

前連結会計年度 
自 平成14年４月１日 
至 平成15年３月31日 

 ③ヘッジの有効性評価 

 特例処理によっている金

利スワップについては有効性

の評価を省略しております。 

③ヘッジ方針 

 取締役会において決定され

た基本方針等に従い、経営審

議会において付議決定された

事項にもとづき、金利変動リ

スクをヘッジしております。 

③ヘッジ方針 

同左 

 ――――― ④ヘッジ有効性評価の方法 

 金利スワップ取引は、特例

処理の要件を満たしているた

め有効性の判定を省略してお

ります。 

④ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

５．その他財務

諸表作成のた

めの重要な事

項 

①消費税等の会計処理に関す

る事項 

 消費税および地方消費税の

会計処理は税抜方式によって

おります。 

①消費税等の会計処理に関す

る事項 

同左 

①消費税等の会計処理に関す

る事項 

同左 

 ――――― ――――― ②自己株式および法定準備金

の取崩等に関する会計基準 

 ｢自己株式及び法定準備金

の取崩に関する会計基準｣（企

業会計基準第１号）が平成14

年4月1日以降に適用されるこ

とになったことに伴い、当事

業年度から同会計基準によっ

ております。 

 これによる当事業年度の損

益に与える影響は軽微であり

ます。 

 なお、財務諸表等規則の改

正により、当事業年度におけ

る貸借対照表の資本の部につ

いては、改正後の財務諸表等

規則により作成しておりま

す。 

 ――――― ――――― ③1株当たり当期純利益に関

する会計基準等 

 ｢1株当たり当期純利益に関

する会計基準｣（企業会計基準

第2号）および｢1株当たり当期

純利益に関する会計基準の適

用指針｣（企業会計基準適用指

針第4号）平成14年4月1日以降

開始する事業年度に係る財務

諸表から適用されることにな

ったことに伴い、当事業年度

から同会計基準および適用指

針によっております。 
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項目 
前中間連結会計期間 
自 平成14年４月１日 
至 平成14年９月30日 

当中間連結会計期間 
自 平成15年４月１日 
至 平成15年９月30日 

前連結会計年度 
自 平成14年４月１日 
至 平成15年３月31日 

  

 

 

 

  なお、これによる影響につ

いては、｢1株当たり情報に関

する注記｣に記載しておりま

す。 

６．中間連結キ

ャッシュ・フ

ロー計算書

（連結キャッ

シュ・フロー

計算書）にお

ける資金の範

囲 

 中間連結キャッシュ・フロ

ー計算書における資金(現金

および現金同等物)は、手許現

金、随時引き出し可能な預金

および容易に換金可能であ

り、かつ、価値の変動につい

て僅少なリスクしか負わない

取得日から３ヶ月以内に償還

期限の到来する短期投資から

なっております。 

同左  連結キャッシュ・フロー計

算書における資金(現金およ

び現金同等物)は、手許現金、

随時引き出し可能な預金およ

び容易に換金可能であり、か

つ、価値の変動について僅少

なリスクしか負わない取得日

から３ヶ月以内に償還期限の

到来する短期投資からなって

おります。 
 
 
（追加情報）

前中間連結会計期間 
自 平成14年４月１日 
至 平成14年９月30日 

当中間連結会計期間 
自 平成15年４月１日 
至 平成15年９月30日 

前連結会計年度 
自 平成14年４月１日 
至 平成15年３月31日 

(自己株式及び法定準備金の取崩等

に関する会計基準) 

 当中間連結会計期間から「自己株

式および法定準備金の取崩等に関す

る会計基準」（企業会計基準第1号）

を適用しております。これによる当

中間連結会計期間の損益に与える影

響はありません。 

 なお、中間連結財務諸表規則の改

正により、当中間連結会計期間にお

ける中間連結貸借対照表の資本の部

および中間連結剰余金計算書につい

ては、改正後の中間連結財務諸表規

則により作成しております。 
 

――――― ――――― 
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注記事項 

（中間連結貸借対照表関係） 

前中間連結会計期間末 
（平成14年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成15年９月30日） 

前連結会計年度 
（平成15年３月31日） 

※１．有形固定資産から直接控除し

た減価償却累計額は、6,563,628

千円となっております。 

※１．有形固定資産から直接控除し

た減価償却累計額は、6,945,502

千円となっております。 

※１．有形固定資産から直接控除し

た減価償却累計額は、6,785,304

千円となっております。 

※２．有形固定資産の取得価額から

保険差益による圧縮記帳額

123,957千円（建物123,026千円、

工具器具備品930千円）が控除さ

れております。 

※２．有形固定資産の取得価額から

保険差益による圧縮記帳額

123,957千円（建物123,026千円、

工具器具備品930千円）が控除さ

れております。 

※２．有形固定資産の取得価額から

保険差益による圧縮記帳額

123,957千円（建物123,026千円、

工具器具備品930千円）が控除さ

れております。 

※３．担保に供している資産ならび

に担保付債務は次のとおりであ

ります。 

※３．担保に供している資産ならび

に担保付債務は次のとおりであ

ります。 

※３．担保に供している資産ならび

に担保付債務は次のとおりであ

ります。 
 

定期預金 28,000千円   

建物及び構築物 
1,623,911 
(1,528,683千円)  

機械及び装置 
385,226 

(385,226  )  

工具器具備品 
8,619 

(8,619  )  

土地 
1,626,265 
(1,280,572  )  

合計 
3,672,024 
(3,203,102  )  

担保付債務   

支払手形及び買
掛金 25,373千円   

短期借入金 
921,440 

(820,000千円)  

長期借入金 
3,125,000 
(2,925,000  )  

合計 
4,071,813 
(3,745,000  )  

  

 

定期預金 10,000千円 

建物及び構築物 
1,491,292 
(1,458,936千円)

機械及び装置 
429,057 
(429,057  )

工具器具備品 
10,327 
(10,327  )

土地 
1,545,400 
(1,280,572  )

合計 
3,486,078 
(3,128,894  )

担保付債務 

支払手形及び買
掛金 10,000千円 

短期借入金 
790,000 
(790,000千円)

長期借入金 
2,485,000 
(2,485,000  )

合計 
3,285,000 
(3,275,000  )

  

 

定期預金 10,000千円 

建物及び構築物 
1,559,081 
(1,467,164千円)

機械及び装置 
384,956 
(384,956  )

工具器具備品 
7,273 
(7,273  )

土地 
1,626,265 
(1,280,572  )

合計 
3,587,576 
(3,139,967  )

担保付債務 

支払手形及び買
掛金 10,000千円 

短期借入金 
834,060 
(540,000千円)

長期借入金 
2,855,000 
(2,855,000  )

合計 
3,699,060 
(3,395,000  )

  

 上記のうち( )内書は工場財団抵

当ならびに当該債務を示しておりま

す。 

 上記のうち( )内書は工場財団抵

当ならびに当該債務を示しておりま

す。 

 上記のうち( )内書は工場財団抵

当ならびに当該債務を示しておりま

す。 
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（中間連結損益計算書関係） 

前中間連結会計期間 
自 平成14年４月１日 
至 平成14年９月30日 

当中間連結会計期間 
自 平成15年４月１日 
至 平成15年９月30日 

前連結会計年度 
自 平成14年４月１日 
至 平成15年３月31日 

※１．販売費及び一般管理費の主要な費

目別内訳は、次のとおりであります。 

※１．販売費及び一般管理費の主要な費

目別内訳は、次のとおりであります。 

※１．販売費及び一般管理費の主要な費

目別内訳は、次のとおりであります。 
 

給料手当 649,809千円 

退職給付費用 64,816 

賞与引当金繰入額 160,754 

役員退職慰労引当
金繰入額 3,842 

貸倒引当金繰入額 1,247 

荷造運賃 763,874 
  

 

給料手当 674,563千円 

退職給付費用 75,323 

賞与引当金繰入額 159,534 

役員退職慰労引当
金繰入額 3,664 

貸倒引当金繰入額 10,439 

荷造運賃 827,937 
  

 

給料手当 1,301,172千円 

退職給付費用 150,920 

賞与引当金繰入額 119,481 

役員退職慰労引当
金繰入額 7,684 

貸倒引当金繰入額 31,637 

荷造運賃 1,549,548 
  

※２．固定資産除却損の内訳は次の通り

であります。 

※２．固定資産除却損の内訳は次の通り

であります。 

※２．固定資産除却損の内訳は次の通り

であります。 

建物及び構築物 8千円 

機械装置及び運搬具 57 

工具器具備品 958 

計 1,024  

建物及び構築物 21,835千円 

機械装置及び運搬具 3,617 

工具器具備品 219 

計 25,672  

建物及び構築物 8千円 

機械装置及び運搬具 395 

工具器具備品 1,010 

計 1,413  
 
（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

前中間連結会計期間 
自 平成14年４月１日 
至 平成14年９月30日 

当中間連結会計期間 
自 平成15年４月１日 
至 平成15年９月30日 

前連結会計年度 
自 平成14年４月１日 
至 平成15年３月31日 

 現金および現金同等物の中間期末

残高と中間連結貸借対照表に掲記さ

れている科目の金額との関係 

 現金および現金同等物の中間期末

残高と中間連結貸借対照表に掲記さ

れている科目の金額との関係 

 現金および現金同等物の期末残高

と連結貸借対照表に掲記されている

科目の金額との関係 

(平成14年９月30日現在) (平成15年９月30日現在) (平成15年３月31日現在) 
 

現金及び預金勘定 1,571,018千円 

預金期間が３ヶ月を
超える定期預金 △30,500 

現金および現金同等
物 1,540,518 

  

 

現金及び預金勘定 1,659,986千円 

預金期間が３ヶ月を
超える定期預金 △10,000 

現金および現金同等
物 1,649,986 

  

 

現金及び預金勘定 1,304,900千円 

預金期間が３ヶ月を
超える定期預金 △12,500 

現金および現金同等
物 1,292,400 

  

   
 
（税効果会計関係） 

前中間連結会計期間 
自 平成14年４月１日 
至 平成14年９月30日 

当中間連結会計期間 
自 平成15年４月１日 
至 平成15年９月30日 

前連結会計年度 
自 平成14年４月１日 
至 平成15年３月31日 

 中間連結会計期間に係る納付税額

および法人税等調整額は、当期にお

いて予定している利益処分による圧

縮積立金の取崩しを前提として、当

中間連結会計期間に係る金額を計算

しております。 

同左 ────── 
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（リース取引関係） 

前中間連結会計期間 
自 平成14年４月１日 
至 平成14年９月30日 

当中間連結会計期間 
自 平成15年４月１日 
至 平成15年９月30日 

前連結会計年度 
自 平成14年４月１日 
至 平成15年３月31日 

 リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナンス・
リース取引 

 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 

 リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナンス・
リース取引 

(1) リース物件の取得価額相当額、減価

償却累計額相当額および中間期末残高
相当額 

(1) リース物件の取得価額相当額、減価

償却累計額相当額および中間期末残高
相当額 

(1) リース物件の取得価額相当額、減価

償却累計額相当額および期末残高相当
額 

 

取得価額
相当額 

(千円) 

減価償却
累計額相
当額 

(千円) 

中間期末
残高相当
額 

(千円) 

機械装置及び
運搬具 1,209,958 648,337 561,620 

その他 428,308 289,874 138,434 

合計 1,638,267 938,212 700,054  

 

取得価額
相当額 

(千円) 

減価償却
累計額相
当額 

(千円) 

中間期末
残高相当
額 

(千円) 

機械装置及び
運搬具 1,313,726 894,421 419,304 

その他 408,844 396,772 12,072 

合計 1,722,571 1,291,194 431,377  

 

取得価額
相当額 

(千円) 

減価償却
累計額相
当額 

(千円) 

中間期末
残高相当
額 

(千円) 

機械装置及び
運搬具 1,259,132 755,409 503,722 

その他 431,792 383,774 48,017 

合計 1,690,924 1,139,184 551,740  

(注) その他(工具器具備品)の取得価額相

当額は、未経過リース料中間期末残高
が有形固定資産の中間期末残高等に占

める割合が低いため、支払利子込み法
により算定しております。 

(注)       同左 

 
 

 
 

(注) その他(工具器具備品)の取得価額相

当額は、未経過リース料期末残高が有
形固定資産の期末残高等に占める割合

が低いため、支払利子込み法により算
定しております。 

(2) 未経過リース料中間期末残高相当額 (2) 未経過リース料中間期末残高相当額 (2) 未経過リース料期末残高相当額 

１年内 268,279 千円 １年内 202,188 千円 １年内 235,111 千円 

１年超 523,996  １年超 330,967  １年超 423,402  
                                                   

計 792,275  計 533,156  計 658,514  

(3) 支払リース料、減価償却費相当額お

よび支払利息相当額 

(3) 支払リース料、減価償却費相当額お

よび支払利息相当額 

(3) 支払リース料、減価償却費相当額お

よび支払利息相当額 

支払リース料 140,210 千円 支払リース料 127,723 千円 支払リース料 268,013 千円 

減価償却費相当額 128,895  減価償却費相当額 121,994  減価償却費相当額 265,275  

支払利息相当額 22,235  支払利息相当額 9,379  支払利息相当額 36,321  

(4) 減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残存価

額を零とする定額法によっておりま
す。 

(4) 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

 
 

(4) 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

 
 

(5) 利息相当額の算定方法 

 リース料総額とリース物件の取得価

額相当額との差額を利息相当額とし、
各期への配分方法については、級数法

によっております。 

(5) 利息相当額の算定方法 

同左 

 
 

(5) 利息相当額の算定方法 

同左 
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（有価証券関係） 
 前中間連結会計期間末 （平成 14 年 9 月 30 日現在） 

有価証券 
1.その他有価証券で時価のあるもの  

 取得原価（千円） 
中間連結貸借対照表 

計上額（千円） 
差額（千円） 

(1) 株式 331,169 352,299 21,130 

(2) 債権    

   その他 ─ ─ ─ 

(3) その他 ─ ─ ─ 

合   計 331,169 352,299 21,130 

 
2.時価のない主な有価証券の内容  

 中間連結貸借対照表（千円） 摘    要 

(1) その他有価証券   
  非上場株式（店頭売買株式除く） 27,300  
 
 当中間連結会計期間末 （平成 15 年 9 月 30 日現在） 

有価証券 
1.その他有価証券で時価のあるもの  

 取得原価（千円） 
中間連結貸借対照表 
計上額（千円） 

差額（千円） 

(1) 株式 327,616 390,345 62,728 

(2) 債権    

   その他 ─ ― ― 

(3) その他 ─ ― ― 

合   計 327,616 390,345 62,728 

 
2.時価のない主な有価証券の内容  

 中間連結貸借対照表（千円） 摘    要 

(1) その他有価証券   
  非上場株式（店頭売買株式除く） 21,700  
 
 前連結会計年度末 （平成 15 年 3 月 31 日現在） 

有価証券 
1.その他有価証券で時価のあるもの  

 取得原価（千円） 
中間連結貸借対照表 

計上額（千円） 
差額（千円） 

(1) 株式 314,413 305,772 △8,641 

(2) 債権    

   その他 ─ ― ― 

(3) その他 ─ ― ― 

合   計 314,413 305,772 △8,641 

 
2.時価のない主な有価証券の内容  

 連結貸借対照表（千円） 摘    要 

(1) その他有価証券   
  非上場株式（店頭売買株式除く） 21,700  
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（デリバティブ取引関係） 

 
前中間連結会計期間末（平成 14 年９月 30 日現在） 

（1）通貨関連 
 デリバティブ取引の当中間連結会計期間末（自 平成 14 年４月１日 至 平成 14 年９月 30 日）の期末残高はあり
ません。 

（2）金利関連 
 当中間連結会計期間末において該当する取引はありません。 
（注）ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。 

 
 

当中間連結会計期間末（平成 15 年９月 30 日現在） 

 デリバティブ取引の契約額等、時価および評価損益 
（1）通貨関連 

区分 種類 契約額等 
契約額等のうち

１年超 
時価 評価損益 

  （千円） （千円） （千円） （千円） 

市場取引以外の
取引 

通貨スワップ取引 
受取 米ドル 
支払 円 

6,466,814 6,466,814 △72,048 △72,048 

合計 6,466,814 6,466,814 △72,048 △72,048 
 

（注）1.時価の算定方法 

取引先金融機関から提出された価格等にもとづいております。 

2.上記通貨スワップ取引は、クーポンスワップ取引（金利部分のみの通貨スワップ）であります。 

3.契約額等は想定元本を記載しております。なお、この金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスク量を示
すものではありません。 

（2）金利関連 
当中間連結会計期間末において該当する取引はありません。 

（注）ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。 
 

 
前連結会計年度末（平成 15 年３月 31 日現在） 
 デリバティブ取引の契約額等、時価および評価損益 

（1）通貨関連 

区分 種類 契約額等 
契約額等のうち

１年超 
時価 評価損益 

  （千円） （千円） （千円） （千円） 

市場取引以外の
取引 

通貨スワップ取引 
受取 米ドル 
支払 円 

6,466,814 6,466,814 △33,470 △33,470 

合計 6,466,814 6,466,814 △33,470 △33,470 
 

（注）1.時価の算定方法 

取引先金融機関から提出された価格等にもとづいております。 

2.上記通貨スワップ取引は、クーポンスワップ取引（金利部分のみの通貨スワップ）であります。 

3.契約額等は想定元本を記載しております。なお、この金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスク量を示
すものではありません。 

（2）金利関連 
当連結会計年度末において該当する取引はありません。 

（注）ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。 
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（セグメント情報） 

期 別 
 
項 目 

前中間連結会計期間 
自 平成 14 年４月 １日 
至 平成 14 年９月 30 日 

当中間連結会計期間 
自 平成 15 年４月 １日 
至 平成 15 年９月 30 日 

前連結会計年度 
自 平成 14 年４月 １日 
至 平成 15 年３月 31 日 

1.事業の種類別セグ

メント情報 

 当社企業集団は、食料品の製造

および販売を主な事業としてお
り、一セグメントの売上高および
営業利益の金額がいずれも合計

額の 90％超となっております。 
 また、当該セグメント以外に開
示基準に該当するセグメントは

ありません。このため、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。 

同左  当社企業集団は、食料品の製造

および販売を主な事業としてお
り、一セグメントの売上高、営業
利益および資産の金額がいずれ

も合計額の 90％超となっており
ます。 
 また、当該セグメント以外に開

示基準に該当するセグメントは
ありません。このため、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。 

2.所在地別セグメン
ト情報 

 本邦の売上高は、全セグメント
の売上高の合計に占める割合が
90％超であるため、所在地別セグ

メント情報の記載を省略してお
ります。 

同左  本邦の売上高および資産の金
額は、全セグメントの売上高の合
計および全セグメントの資産の

合計額に占める割合がいずれも
90％超であるため、連結財務諸表
規則取扱要領第 15 の 2 にもとづ

き、所在地別セグメント情報の記
載を省略しております。 

3.海外売上高  海外売上高は、連結売上高の
10％未満のため、記載を省略して

おります。 

同左 同左 
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（１株当たり情報） 

前中間連結会計期間 
自 平成 14 年４月 １日 
至 平成 14 年９月 30 日 

当中間連結会計期間 
自 平成 15 年４月 １日 
至 平成 15 年９月 30 日 

前連結会計年度 
自 平成 14 年４月 １日 
至 平成 15 年３月 31 日 

１株当たり純資産額 696 円 82 銭 １株当たり純資産額 772 円 86 銭 １株当たり純資産額 734 円 44 銭 

１株当たり中間純利益 41 円 43 銭 １株当たり中間純利益 50 円 36 銭 １株当たり当期純利益 76 円 52 銭 

なお、潜在株式調整後１株当たり中
間純利益金額については、潜在株式が

ないため記載しておりません。 

同左 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。 

（追加情報） 

当連結会計年度から｢1 株当たり当期

純利益に関する会計基準｣（企業会計基
準第 2 号）および｢1 株当たり当期純利
益に関する会計基準の適用指針」（企

業会計基準適用指針第 4 号）を適用し
ております。 

なお、同会計基準および適用指針を
前連結会計年度に適用して算定した場

合の 1 株当たり情報については、以下
のとおりであります。 

 1 株当たり純資産額 673 円 14 銭 

（追加情報） 

当中間連結会計期間から｢1 株当たり

当期純利益に関する会計基準｣（企業会
計基準委員会  平成 14 年 9 月 25 日 企
業会計基準第 2 号）および｢1 株当たり

当期純利益に関する会計基準の適用指
針｣（企業会計基準委員会 平成 14 年 9
月 25 日 企業会計基準適用指針第 4号）

を適用しております。 

なお、当中間連結会計期間において、

従来と同様の方法によった場合の（ 1株
当たり情報）については、それぞれ以

下のとおりであります。 

――――― 

 1 株当たり当期純利益 73 円 74 銭 

 1 株当たり純資産額 696 円 82 銭       

 1 株当たり中間純利益 41 円 43 銭       

 
（注）1株当たり中間（当期）純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。 

 
前中間連結会計期間 

自 平成 14 年４月 １日 
至 平成 14 年９月 30 日 

当中間連結会計期間 
自 平成 15 年４月 １日 
至 平成 15 年９月 30 日 

前連結会計年度 
自 平成 14 年４月 １日 
至 平成 15 年３月 31 日 

中間（当期）純利益（千円） 319,010 387,691 602,751 

普通株式に帰属しない金額（千円） － － 13,599 

  （うち利益処分による役員賞与金） （－） （－） （13,599） 

普通株式に係る中間(当期)純利益(千円)  319,010 387,691 589,152 

期中平均株式数（株） 7,699,372 7,697,835 7,698,977 
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（重要な後発事象） 

前中間連結会計期間 
自 平成 14 年４月 １日 
至 平成 14 年９月 30 日 

当中間連結会計期間 
自 平成 15 年４月 １日 
至 平成 15 年９月 30 日 

前連結会計年度 
自 平成 14 年４月 １日 
至 平成 15 年３月 31 日 

 連結子会社である㈱ダイマル食品との

合併 

 当社は、企業体質の強化、業績の安定

向上を図ることを目的として連結子会社
である㈱ダイマル食品を平成14年10月1

日付にて吸収合併いたしました。 

 

 合併の概要は次のとおりであります。 

(1)合併期日 

平成 14 年 10 月 1 日 

(2)合併の形式 

 当社を存続会社として、㈱ダイマル食
品を解散会社とする吸収合併とし、
合併による新株の発行および資本金
の増加は行っておりません。 

(3)財産の引継 

 合併期日において、㈱ダイマル食品の
資産・負債および権利義務の一切を
引継いでおります。 

 なお、㈱ダイマル食品の平成 14 年
9 月 30 日現在の財政状態は次のとお
りであります。 

資産合計 32,277 千円 

負債合計 8,490 千円 

資本合計 23,787 千円 

 連結子会社である松山生必㈱との合併 

 当社は、企業体質の強化、業績の安定

向上を図ることを目的として連結子会社
である松山生必㈱を平成 15 年 10 月 1 日
付にて吸収合併いたしました。 

 

 合併の概要は次のとおりであります。 

(1)合併期日 

平成 15 年 10 月 1 日 

(2)合併の形式 

 当社を存続会社として、松山生必㈱を
解散会社とする吸収合併とし、合併
による新株の発行および資本金の増
加は行っておりません。 

(3)財産の引継 

 合併期日において、松山生必㈱の資
産・負債および権利義務の一切を引
継いでおります。 

 なお、松山生必㈱の平成 15 年 9 月

30 日現在の財政状態は次のとおりで
あります。 

資産合計 316,053 千円 

負債合計 259,877 千円 

資本合計 56,175 千円 

 連結子会社である松山生必㈱との合併

契約 

 当社は、企業体質の強化、業績の安定

向上を図ることを目的として連結子会社
である松山生必㈱を平成 15 年 10 月 1 日

付にて吸収合併することとし、平成 15 年
4 月 3 日に合併契約を締結し、同年 6 月
27 日開催の定時株主総会において承認を

受ける予定であります。また、松山生必
㈱においても、同年 6月 27 日開催の臨時
株主総会にて承認を受ける予定でありま

す。 

 

 合併契約の概要は次のとおりでありま
す。 

(1)合併期日 

平成 15 年 10 月 1 日 

(2)合併の形式 

 当社を存続会社として、松山生必㈱を
解散会社とする吸収合併とし、合併に
よる新株の発行および資本金の増加
は行いません。 

(3)財産の引継 

 合併期日において、松山生必㈱の資
産・負債および権利義務の一切を引継
ぐ。 

 なお、松山生必㈱の平成 15 年 3
月31日現在の財政状態は次のとお

りであります。 

資産合計 514,836 千円 

負債合計 451,850 千円 

資本合計 62,985 千円 
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５．生産、受注および販売の状況 
 
（1）生産実績 
 

区分 
前中間連結会計期間 
自 平成14年４月１日 
至 平成14年９月30日 

当中間連結会計期間 
自 平成15年４月１日 
至 平成15年９月30日 

前連結会計年度 
自 平成14年４月１日 
至 平成15年３月31日 

玉子焼類 （千円） 3,735,498 3,796,957 7,212,512 

味付かんぴょう・しいたけ類 （千円） 653,232 769,493 1,404,646 

蒲鉾類 （千円） 759,407 934,141 1,563,959 

その他 （千円） 532,344 576,839 1,258,134 

合計 （千円） 5,680,483 6,077,432 11,439,252 

 
 
（2）受注状況 
 
 当社グループ（当社および連結子会社）は、見込生産を行っているため、該当事項はありません。 
 
（3）販売実績 
 

 区分 
前中間連結会計期間 
自 平成14年４月１日 
至 平成14年９月30日 

当中間連結会計期間 
自 平成15年４月１日 
至 平成15年９月30日 

前連結会計年度 
自 平成14年４月１日 
至 平成15年３月31日 

 玉子焼類 （千円） 4,348,454 4,416,509 8,522,328 

 味付かんぴょう・しいたけ類 （千円） 948,582 956,751 1,985,273 

 蒲鉾類 （千円） 755,785 906,132 1,557,498 

 自社企画ブランド品 （千円） 1,678,072 1,564,904 3,309,165 

 その他 （千円） 567,212 586,611 1,203,564 

 製品計 （千円） 8,298,108 8,430,908 16,577,830 

 常温食品 （千円） 1,392,118 1,360,140 2,734,981 

 冷凍・冷蔵食品 （千円） 3,929,783 4,384,931 8,182,801 

 その他 （千円） 263,827 191,449 389,452 

 商品計 （千円） 5,585,729 5,936,520 11,307,234 

 合計 （千円） 13,883,837 14,367,429 27,885,064 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


