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 平成 17 年 3 月期 中間決算短信（連結） 
平成 16年 11 月 17日 

上場会社名 株式会社 あじかん 上 場 取 引 所： 東証・大証 

コード番号 ２９０７ 本社所在都道府県： 広島県 
（ＵＲＬ http://www.ahjikan.co.jp/） 
代 表 者 役職名 代表取締役社長 氏名 足 利 政 春 
問合せ先責任者 役職名 経理システムグループマネージャー 氏名 樋 口 研 治 TEL（082）277－7010 
決算取締役会開催日  平成 16年 11 月 17 日 
米国会計基準採用の有無  無 

１.平成16年 9月中間期の連結業績（平成 16年 4月 1日～平成 16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  ％ 
16 年 9月中間期  14,400 0.2  668 △17.6  694 △8.2 
15 年 9月中間期  14,367 3.5  812 23.4  756 23.1 
16 年 3月期  28,919   1,693   1,596  
 

 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 
16 年 9月中間期  384 △0.9  49 89  －  
15 年 9月中間期  387 21.5  50 36  －  
16 年 3月期  789   102 56  －  

(注) ①持分法投資損益 16 年 9月中間期 －百万円 15 年 9月中間期 －百万円 16 年 3月期 －百万円 
 ②期中平均株式数 16 年 9月中間期 7,696,537 株 15 年 9月中間期 7,697,835 株 16 年 3月期 7,697,541 株 
 ③会計処理の方法の変更  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 
16 年 9月中間期  14,263  6,595  46.2  857 03 
15 年 9月中間期  14,520  5,949  41.0  772 86 
16 年 3月期  14,473  6,332  43.8  822 74 

(注)期末発行済株式数(連結) 16 年 9月中間期 7,695,950 株 15 年 9月中間期 7,697,550 株 16 年 3月期 7,696,850 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 
16 年 9月中間期  607  △438  △442  1,350 
15 年 9月中間期  1,039  △95  △568  1,649 
16 年 3月期  1,626  △222  △1,042  1,623 

(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 2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適用の異動状況 
 連結（新規） －社 （除外） －社 持分法（新規） －社 （除外） －社 

２．17年 3月期の連結業績予想（平成 16年 4月 1日～平成17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  29,700  1,610  840 

（参考）1株当たり予想当期純利益（通期）107 円 24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8～9ページを参照してください。 
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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２社で構成されており、事業内容は、食料品の製造および販売を行っているほか、

仕入商品の卸売や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付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、山東安吉丸食品有限公司 
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 

そ
の
他 

和食飲食店経営 寿司、会席料理等 ㈱政所 

 

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。 

 

㈱ 
政 

所 

 

 

 
㈱ 

あ 

じ 

か 

ん 

 

山
東
安
吉
丸
食
品
有
限
公
司 

 

 

情報の提供 

製品・商品の販売 

製品・原材料の購入
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２ ． 経  営  方  針 
 

１．会社の経営の基本方針 
 当社は、「調和・創造・革新」の経営理念および経営信条のもと、“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中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
値を高めることに繋がり、ひいては株主の期待にお応えできることになると考えております。 
 

２．利益配分に関する基本方針 
 当社では、株主の皆さまへの適切な利益還元を行うことを経営の重要課題と位置付けております。 

 配当につきましては、配当性向や配当利回りなどを指標とした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財務体質の強化、競争力の強化のための内部留保金の充当等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、株主の皆さまの期待にお応えできる利益還元のレベルを目標としたいと考えて
おります。 
 
３．投資単位の引下げに関する考え方及び方針 
 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が、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売上高、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。 
 経営の体質強化を踏まえた安定的な成長拡大路線を指向し、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、株主の皆さま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の皆さまへの利益還元を両立させること
に繋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、創立以来連続して増収を達成してきております。 

 当社は、前期より3ヵ年の第六次中期経営計画をスタートさせていますが、その経営戦略は、上記の基盤事業の強みを
背景として、日本国内の販売網の拡大を目指し業容や市場の更なる拡大・発展を指向することを基本とする一方で、将来
的には、国内のみならず海外市場への進出も視野に入れて準備を進めていく予定です。 
 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
基盤を更に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ります。 
 
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、次の重点施策を強力に推進させております。 
  (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推進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 
 以上に加えて、企業の社会的責任として、前期に認証取得いたしました環境マネジメントシステムの国際規格「ＩＳＯ
14001」も確実な運用により、更なる理解・浸透を進めていく予定です。また、経営管理機能の強化のために業務効率化
を推進するとともに、将来構想を見据えた情報システム構築のための、全社的な情報戦略を着実に推進していく予定です。 
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７．コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及びその施策の実施状況 
(1）コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 
 当社は、企業としての社会的責任を全うし、信頼をいただける企業であり続けることが、企業価値の増大に寄与し、ひ
いては株主の皆さまへの期待に応えることに繋がる経営上の重要課題と認識しております。その基本となるのがコーポレ

ート・ガバナンスであり、経営の透明性および効率性を確保し、経営管理機能や業務執行機能を強化するための施策を積
極的に推進しております。 
 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、コンプライアンスもコー
ポレート・ガバナンスの根幹であるという認識のもと、法令や社内ルールの遵守のみならず社会倫理を尊ぶ企業行動を指
向しております。当社では、その内容を具体化させ、役員および従業員がとるべき行動の指針を明示した「倫理綱領」を
制定し、小冊子を配布して、その周知徹底を図っております。 

 
(2）会社の経営上の意思決定、執行および監督に係る経営管理機構その他コーポレート・ガバナンス体制の状況 
 ① 会社の機関の内容 
 当社の経営管理組織としては、経営方針等の重要事項に関する意思決定および業務執行の監督機関として「取締役会」、
業務執行機関として「代表取締役」、監査機関として「監査役会」を設置しております。さらに、経営戦略や経営上の重
要課題、経営方針等を審議する機関として「経営審議会」を設置し、取締役会の意思決定を補佐するとともに、業務執行

の堅実性や迅速性を高めるために執行役員制度を導入しております。 
 当社は現在、監査役制度採用会社であり、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、より合理的なコーポレート・ガバナンスを実現していくという観点から、取締役
会をはじめとする経営諸機構の改革に積極的に取り組んでまいります。 
 なお、当期におきましては、取締役５名（うち社外取締役０名）、監査役３名（うち社外監査役１名）、執行役員３名
の体制となっております。また、社外監査役と当社との取引等の関係はありません。 

 当社コーポレート・ガバナンス体制の模式図は次のとおりであります。 
 

              

   

 
株主総会 

  

            

  
選任／解任 

        

          

       

 

取締役会 
（取締役 5名） 

   

監査役会 
（監査役 3名）    

             

          

   
代表取締役 

       

          

       
監査室 

   

          

   

経営審議会 
（重要案件の審議等）        

             

           

        

 
 

執行役員 
（業務の執行）        

            

    

 
各事業部門・グループ会社 

 

会
計
監
査
人 

  

              
              

 

監査 

選任／解任 

会計監査 

選任／解任 

選任／監督／解任 監査 

指示 重要案件の付議・報告

重要案件の付議・報告 

監査 

報告・改善要望 

報告 

報告 

監査 

選任／解任 

指示 



－5－ 

 ② 内部統制の充実に向けた取り組み 
 当社におきましては、監査役による監査機能を強化するため、常勤監査役は取締役会だけでなく重要な経営案件を審議

する経営審議会にも出席し、経営執行状況の的確な把握や監視に努めております。また、社外監査役は、社外の経験や良
識にもとづいた客観的な視点からの意見具申を行い、より一層の監査機能の充実を図っております。 
 とりわけ当期におきましては、監査役監査の環境整備と経営層に対する監査結果のフィードバック機能強化、代表取締
役との関係強化を目的とした監査役会規則の改訂を行い、監査室・経理部門・総務部門等の社内組織との連携を図りなが
ら、社内各部門への内部監査やモニタリング機能の強化を推進しております。また、弁護士・会計監査人には、業務執行
上疑義が生じた場合は、適宜助言を仰いでおります。 

 
 ③ ＩＲ活動の充実 
 ディスクロージャー（情報開示）につきましては、会社経営の透明性をさらに高め、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。そのために、四半期情報開示に積極的に取り組むとともに、
当社ホームページのＩＲ（投資家向け）情報の刷新、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、ＩＲ説明会の開催、マスメディアなどを通じた経営政策の迅速な情報開示な

どを実施しております。 
 また、当期におきましては、当社株価の上昇を契機として、株式施策における基本的スタンスをとりまとめており、今
後のＩＲ施策に反映させていく予定であります。 
 
 株主の皆さまに信頼される企業として更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、お
よびコーポレート・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況 

Ⅰ．経営成績 

１．当中間期の概況 

(1）業績全般の概況 

 当中間連結会計期間におけるわが国経済は、企業収益の改善や設備投資の増加に加え、個人消費も緩やかな増加傾向

を続けるなど景気は回復基調を保っておりますが、原油価格の高騰などによる国内景気の減速懸念もあり、先行きに不

透明感が残る状況で推移いたしました。 

 食品業界におきましても、当社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、販売価

格の低下や各社の販売競争が激しさを増すなど、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。 

 このような状況の中にあって当社は、第六次中期経営計画の 2年目にあたる当中間連結会計期間も、前期に引き続き

開発型メーカーとして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、

以下の施策に取組んでおります。 

     ① 食品の安全性へのさらなる追求   ② 商品開発と海外調達の推進 

     ③ 新市場の開拓による売上の拡大   ④ 生産体制の高度化による原価低減 

 当社は、食品メーカーの社会的責任として食品の安全性確保に向けた取り組みを最重点課題としております。 

 その一環として、食品製造段階で起こる衛生上の危害の予防を達成するための管理基準であるＨＡＣＣＰの確実な運

用を図るとともに、既に認証取得しております品質保証システムの国際規格「ＩＳＯ9001」も、更なる高度化への取り

組みを開始しております。また、原料トレーサビリティー（追跡・把握）の仕組みについては、海外子会社まで範囲を

広げた情報収集と標準化を強化・整備中であり、より一層安全性の高い食材を消費者にお届けできる体制を進展させて

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4月には静岡

市に物流機能を備えた静岡営業所を移転開設したのに加え、7月には関東エリアで東京都羽村市および神奈川県相模原

市に営業所をそれぞれ新規開設いたしました。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、

横浜営業所、関西エリアでは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を進展させ、新規市場の開

拓を推進させております。さらに、国内市場だけではなく将来的な海外市場への展開も視野に入れ、今期7月には中国

の山東省青島市に駐在事務所を開設し、中国国内における市場調査や委託生産工場の品質管理、情報収集などの業務を

開始しております。 

販売面におきましては、厚焼玉子や蒸煮玉子類などの国内自社製品の拡販に加えて、本格的に生産活動を開始した山

東安吉丸食品有限公司での野菜味付品を中心とした海外生産品や、高品質で価格競争力のある弁当用食材・惣菜類など

の海外調達品を積極的に開発・導入し、その拡販に努めてまいりました。加えて、地域密着型営業展開による新規開拓

や中食市場への深耕開拓、スーパーマーケット・コンビニエンスストアへの取り組み強化などにより、個別の売上総額

実績では前年同期を 2.6％増加させることができました。しかしながら、前期 10月に当社連結子会社でありました松山

生必㈱を吸収合併した影響で、グループ全体の売上高は前年同期比0.2％増加にとどまっております。 

 

生産面におきましては、自社製品販売が前期より伸長できたことにより、前年並みの高い生産稼働率を維持すること

ができました。しかしながら、当期は特に卵価を中心とした主要原材料単価が、予想を上回る高値で推移したことによ

り、原材料費が大きく上昇し製造原価を押し上げました。 

 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、設備増強やライン整備による味付かんぴょ

う、味付しいたけの増産に加え、野菜加工品を中心とした新製品の開発も進展してきており、生産量全体は増加してお

ります。 

 

 この結果、損益面では、売上高は、前年同期比0.2％増加して 14,400 百万円となりましたが、原材料費の高騰や販売

競争の激化による売価の低下、将来を展望した営業・物流拠点整備への先行投資に係る戦略的経費や戦略要員増に伴う

人件費の増加などの影響もあり、営業利益は、前年同期比17.6％減少して 668百万円となりました。これに営業外損益

を加えた経常利益は、前年同期比 8.2％減少して 694百万円となりました。また、当中間純利益も前年同期比0.9％減

少して 384百万円となりました。 
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(2）セグメント別の概況 

 製商品別に見ますと、当社の主力であります玉子焼類および味付かんぴょう・しいたけ類などの製品は、市場競合の

激化もありましたが、玉子焼類が前年同期比で2.2％増加、味付かんぴょう・しいたけ類で 4.1％増加するなど安定的

に売上を拡大することができました。他方、前期好調でありました蒲鉾類におきましては需要の減退等もあり前年同期

比 3.7％減少となりましたが、山東安吉丸食品有限公司からの製品売上を大幅に拡大することができたことなどにより、

製品売上全体では、前年同期に比べ売上を拡大することができました。 

 他方、商品売上は、自社企画の海外生産委託品を商品から製品へ分類変更したことなどにより、前年同期比で大きく

減少いたしました。 

 なお、山東安吉丸食品有限公司の生産品ならびに海外調達品合計では、前年同期比で 44.3％増加の 1,577 百万円と大

幅に増加しております。 
 
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 4,416 30.7 4,512 31.3 102.2 

味付かんぴょう･しいたけ類 956 6.7 996 6.9 104.1 

蒲鉾類 906 6.3 872 6.1 96.3 

自社企画ブランド品 1,564 10.9 2,593 18.0 165.7 

その他 586 4.1 606 4.2 103.3 

製品計 8,430 58.7 9,580 66.5 113.6 

常温食品 1,360 9.5 1,170 8.1 86.1 

冷凍・冷蔵食品 4,384 30.5 3,586 24.9 81.8 

その他 191 1.3 63 0.5 33.2 

商品計 5,936 41.3 4,820 33.5 81.2 

企業体合計 14,367 100.0 14,400 100.0 100.2 

(注） 1.上記金額には消費税等は含まれておりません。 

 2.前期まで、商品に分類しておりました自社企画の海外生産委託品は、当期より製品の自社企画ブランド品に

変更して計上しております。なお、分類変更にともなう当中間連結会計期間の自社企画ブランド品売上高増

加額は 935百万円であります。 

 
 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、中域スーパーマーケット・チェーンの拡販が売上に大きく貢献いたしましたが、平成15年 10 月

1 日に当社が吸収合併いたしました松山生必㈱での事業を整理し、中食事業に特化させたことによる影響で日用雑貨類

の売上が大幅に減少し、前年同期比 2.7％減少の 9,110百万円となりました。 

 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、玉子焼類の自社製品に加え海外調達品も好調に拡大し、

前年同期比 5.7％増加の 5,290 百万円となるなど、東日本での市場開拓を確実に進展させております。 
 

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 9,363 65.2 9,110 63.3 97.3 

東日本エリア 5,003 34.8 5,290 36.7 105.7 

企業体合計 14,367 100.0 14,400 100.0 100.2 

(注） 上記金額には消費税等は含まれておりません。 
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２．通期の見通し 

 わが国の経済の見通しは、景気の先行きについては、今後も回復基調を続けるものと思われますが、当社を取り巻く

環境は、消費者のより厳しい安全性の要求や、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、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）をさらに徹底し、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堅持してま

いります。商品開発力強化の面では、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強力に推進し、

高品質で価格競争力のある海外生産品の品揃えのさらなる充実を図ってまいります。 

 販売力強化の面では、地域密着営業をさらに強化することによって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一層強めていく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、原材料費の高騰に対応するために、国内自社工場の生産性の向上を図り原価上昇を抑制

するとともに、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 780百万

円増の 29,700 百万円を見込んでおります。他方、売上原価では、卵価を中心とした主要原材料単価が高値で推移する

見込みであることに加え、販売管理費面においても、主に戦略要員の補強による人件費など、基盤強化のための先行戦

略経費は優先的に使用していく予定ですが、営業利益につきましては、徹底した生産効率の向上と経費削減によるコス

ト抑制を図り、1,650 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、1,610 百万円、当期純利益

は、840百万円をそれぞれ見込んでおります。 

 また、期末配当金につきましては予想収益の状況を勘案して、普通配当では前期と同額の1株当たり 12円を基本と

させていただく予定ですが、業績結果を加味した配当も併せて考慮させていただきます。 
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Ⅱ．財政状況 

 １．当中間期の概況 

（連結キャッシュ・フローの状況） （百万円） 
 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 1,039 607 △432 

投資活動によるキャッシュ・フロー △95 △438 △343 

財務活動によるキャッシュ・フロー △568 △442 125 

換算差額 △18 0 19 

現金及び現金同等物の増減額 357 △273 △630 

現金及び現金同等物の期末残高 1,649 1,350 △299 

借入金期末残高 4,058 3,310 △748 

 

 営業活動によって得られたキャッシュ・フローは、税金等調整前中間期純利益は前年同期並みでしたが、法人税等の

支払が大幅に増加したため、前年同期に比べ 432百万円減少し、607百万円となりました 

 投資活動に使用されたキャッシュ・フローは、東日本エリアでの拠点新設や静岡営業所の移転投資、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 343百万円増加し、438百万円となりました。 

 財務活動に使用されたキャッシュ・フローは、金融機関からの長期借入金を約定返済いたしましたが、前年同期に比

べ 125 百万円減少し、442 百万円となりました。なお、借入金残高は前中間連結会計期間末より 748百万円減少し、3,310

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連結会計期末の残高は、前中間連結会計期間末より299百万円減少し、1,350

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、戦略的な先行経費の大幅な増加が

見込まれるものの、ほぼ前期並みを予定しております。他方、法人税等の支払増も予想されるため、営業活動によって

得られるキャッシュ・フローは、前期より減少する見込みです。 

 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の投資

が進展しており、前期より大幅に増加する見込みです。 

 財務活動に使用されるキャッシュ・フローでは、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710

百万円を上限とした借入金の返済を予定しております。 

 以上の結果、今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。 
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３．キャッシュ・フロー指標のトレンド 

第 37期 第 38期 第 39期 第 40期 第 41期 
 

平成 13 年 3 月期 平成 14 年 3 月期 平成 15 年 3 月期 平成 16 年 3 月期 平成 16 年 9 月中間期 

株主資本比率（％） 32.2 35.8 40.5 43.8 46.2 

時価ベースの株主資本比率（％） 27.0 35.3 32.5 39.2 50.7 

債務償還年数（年） 5.4 3.5 3.6 2.2 － 

ｲﾝﾀﾚｽﾄ･ｶﾊﾞﾚｯｼﾞ･ﾚｼｵ 7.8 11.5 16.2 27.7 23.5 

（注）株主資本比率：株主資本／総資産 

   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 15年９月 30日) 

当中間連結会計期間末 
 

(平成 16年９月 30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成 16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 1,659,986  1,360,398  1,633,404  

 2.受取手形及び売掛金  3,426,320  3,384,754  3,407,026  

 3.たな卸資産  1,394,760  1,465,760  1,414,260  

 4.その他  332,797  307,480  267,976  

  貸倒引当金  △44,388  △30,486  △44,313  

  流動資産合計  6,769,476 46.6 6,487,907 45.5 6,678,354 46.1 

Ⅱ．固定資産        

  1.有形固定資産 ※1.2.3       

   (1)建物及び構築物  2,194,364  2,073,051  2,111,297  

   (2)機械装置及び運搬具  1,080,669  1,132,012  1,104,404  

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

   (4)その他  227,045  317,401  291,690  

   有形固定資産合計  6,510,562 44.8 6,530,947 45.8 6,515,874 45.0 

  2.無形固定資産  59,168 0.4 34,827 0.2 36,007 0.3 

  3.投資その他の資産        

   (1)その他  1,288,836  1,280,666  1,318,428  

    貸倒引当金  △107,240  △70,525  △75,079  

   投資その他の資産合計  1,181,596 8.2 1,210,140 8.5 1,243,348 8.6 

  固定資産合計  7,751,327 53.4 7,775,915 54.5 7,795,230 53.9 

  資産合計  14,520,803 100.0 14,263,823 100.0 14,473,584 100.0 
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前中間連結会計期間末 
 

(平成 15年９月 30日) 

当中間連結会計期間末 
 

(平成 16年９月 30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成 16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 2,655,095  2,718,947  2,388,802  

 2.短期借入金 ※3 1,300,000  1,100,000  1,100,000  

 3.賞与引当金  271,534  276,760  193,840  

 4.その他  1,142,305  972,176  1,547,270  

 流動負債合計  5,368,935 37.0 5,067,883 35.5 5,229,913 36.1 

Ⅱ．固定負債        

 1.長期借入金 ※3 2,758,000  2,210,000  2,510,000  

 2.退職給付引当金  242,849  176,727  195,586  

 3.役員退職慰労引当金  201,845  213,525  205,509  

 固定負債合計  3,202,694 22.0 2,600,252 18.3 2,911,095 20.1 

 負債合計  8,571,629 59.0 7,668,136 53.8 8,141,009 56.2 

        

（資本の部）        

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

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

Ⅲ．利益剰余金  3,724,722 25.7 4,395,454 30.8 4,126,860 28.5 

Ⅳ．その他有価証券評価差額金  37,011 0.2 79,914 0.5 88,319 0.6 

Ⅴ．為替換算調整勘定  △12,319 △0.1 △77,982 △0.5 △81,901 △0.5 

Ⅵ．自己株式  △1,480 △0.0 △2,939 △0.0 △1,943 △0.0 

  資本合計  5,949,173 41.0 6,595,686 46.2 6,332,575 43.8 

負債資本合計  14,520,803 100.0 14,263,823 100.0 14,473,584 100.0 
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(2)中間連結損益計算書 

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

当中間連結会計期間 
自 平成16年４月 １日 
至 平成16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15年４月 １日 
至 平成16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  14,367,429 100.0  14,400,962 100.0  28,919,808 100.0 

Ⅱ．売上原価          

 1.商品及び製品売上原価  10,595,432 73.7  10,679,589 74.2  21,290,884 73.6 

    売上総利益  3,771,997 26.3  3,721,373 25.8  7,628,923 26.4 

Ⅲ．販売費及び一般管理費  ※1  2,959,754 20.6  3,052,387 21.2  5,935,530 20.5 

    営業利益  812,242 5.7  668,985 4.6  1,693,392 5.9 

Ⅳ．営業外収益          

 1.受取利息 1,592   1,452   2,642   

 2.受取配当金 2,092   4,234   4,060   

 3.為替差益 3,990   5,105   6,606   

 4.通貨スワップ評価益 －   41,054   －   

 5.その他 10,528 18,202 0.1 4,990 56,837 0.4 25,442 38,751 0.1 

Ⅴ．営業外費用          

 1.支払利息 31,627   25,559   60,092   

 2.通貨スワップ評価損 38,577   －   67,558   

 3.その他 3,554 73,759 0.5 5,898 31,458 0.2 7,546 135,197 0.5 

    経常利益  756,685 5.3  694,363 4.8  1,596,946 5.5 

Ⅵ．特別利益          

 1.移転補償金受入額 －   －   19,454   

 2.退職給付制度終了益 10,697   －   10,697   

 3.固定資産売却益     ※2 －   －   3,270   

 4.災害保険金収入 －   19,672   －   

 5.貸倒引当金戻入益 － 10,697 0.0 7,401 27,073 0.2 － 33,422 0.1 

Ⅶ．特別損失          

 1.固定資産除却損     ※3 25,672   6,569   35,703   

 2.投資有価証券評価損 －   －   1,034   

 3.出資預け金評価損 －   －   5,550   

 4.役員退職慰労金 2,613   －   2,613   

 5.貸倒損失      ※4 －   －   60,945   

 6.電話加入権評価損 －   364   18,584   

 7.棚卸資産廃棄損 －   －   7,737   

 8.災害損失 － 28,285 0.2 15,333 22,267 0.2 － 132,168 0.4 

 税金等調整前中間(当期)純利益  739,097 5.1  699,170 4.9  1,498,200 5.2 

 法人税、住民税及び事業税 435,585   308,163   798,341   

 法人税等調整額 △84,179 351,406 2.4 6,959 315,123 2.2 △89,636 708,704 2.5 

 中間(当期)純利益  387,691 2.7  384,046 2.7  789,495 2.7 
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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15年４月 １日 
至 平成15年９月 30日 

当中間連結会計期間 
自 平成16年４月 １日 
至 平成16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15年４月 １日 
至 平成16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  1,098,990  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  4,126,860  3,446,214 

Ⅱ．利益剰余金増加高       

  1.中間(当期)純利益 387,691 387,691 384,046 384,046 789,495 789,495 

Ⅲ．利益剰余金減少高       

  1.配当金 92,376  115,452  92,376  

  2.役員賞与 13,599  －  13,599  

  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) 

3,207 109,183 － 115,452 2,873 108,848 

Ⅳ．利益剰余金中間期末 
    (期末)残高 

 3,724,722  4,395,454  4,126,860 
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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15年４月 １日 
至 平成15年９月 30日 

当中間連結会計期間 
自 平成16年４月 １日 
至 平成16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15年４月 １日 
至 平成16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 739,097 699,170 1,498,200 

 減価償却費 230,804 247,875 481,614 

 連結調整勘定償却額 1,086 421 1,177 

 賞与引当金の増減額(減少：△) 95,099 82,920 17,405 

 役員退職慰労引当金の増減額(減少：△)  3,664 8,016 7,328 

 退職給付引当金の増減額(減少：△) 11,451 △18,859 △35,810 

 貸倒引当金の増減額(減少：△) △5,092 △18,381 △37,328 

 受取利息及び受取配当金 △3,684 △5,686 △6,702 

 支払利息 31,627 25,559 60,092 

 通貨スワップ評価益 － △41,054 － 

 有形固定資産売却益 － － △3,270 

 有形固定資産除却損 25,672 6,569 35,703 

 出資預け金評価損 － － 5,550 

 投資有価証券評価損 － － 1,034 

 電話加入権評価損 － 364 18,584 

 通貨スワップ評価損 38,577 － 67,558 

 売上債権の増減額(増加：△） △78,871 22,273 △60,968 

 棚卸資産の増減額(増加：△) △95,698 △50,950 △127,171 

 仕入債務の増減額(減少：△） 332,244 330,045 69,963 

 未収入金の増減額(増加：△) △16,910 23,844 1,261 

 未払金の増減額(減少：△) 1,193 △109,125 110,911 

 災害損失 － 15,333 － 

 災害保険金収入 － △19,672 － 

 差入保証金の増減額(増加：△) － － 30,609 

 未払消費税の増減額(減少：△) 9,218 △39,568 14,606 

 その他 △12,446 △82,859 62,351 

 役員賞与の支払額 △13,599 － △13,599 

 小計 1,293,435 1,076,237 2,199,100 

 法人税等の支払額 △253,918 △469,224 △572,384 

 営業活動によるキャッシュ・フロー 1,039,516 607,012 1,626,716 

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 － 2,500 

 有形固定資産の取得による支出 △95,543 △449,521 △269,151 

 有形固定資産の売却による収入 － － 7,189 

 投資有価証券の取得による支出 △13,202 △3,245 △17,945 

 投資有価証券の売却による収入 1,326 － 1,326 

 利息及び配当金の受取額 4,668 5,686 7,688 

 その他 5,134 8,382 45,956 

 投資活動によるキャッシュ・フロー △95,115 △438,697 △222,435 
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前中間連結会計期間 
自 平成15年４月 １日 
至 平成15年９月 30日 

当中間連結会計期間 
自 平成16年４月 １日 
至 平成16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15年４月 １日 
至 平成16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：△) △140,648 － △288,115 

 長期借入れによる収入 － － 2,000 

 長期借入金の返済による支出 △304,060 △300,000 △604,060 

 利息支払額 △30,921 △25,827 △58,788 

 自己株式の取得による支出 △304 △996 △767 

 配当金の支払額 △92,147 △115,261 △92,292 

 財務活動によるキャッシュ・フロー △568,082 △442,084 △1,042,024 

Ⅳ．現金および現金同等物に係る換算差額 △18,732 764 △31,253 

Ⅴ．現金および現金同等物の増減額(減少：△)  357,585 △273,005 331,003 

Ⅵ．現金および現金同等物の期首残高 1,292,400 1,623,404 1,292,400 

Ⅶ．現金および現金同等物の中間期末(期末)残高 1,649,986 1,350,398 1,623,404 
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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 

期 別 
 

項 目 

前中間連結会計期間 
自 平成15年４月１日 
至 平成15年９月30日 

当中間連結会計期間 
自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日 

前連結会計年度 
自 平成15年４月１日 
至 平成16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、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、㈱政所、山

東安吉丸食品有限公司の２社

であります。 

 連結子会社は、㈱政所、山

東安吉丸食品有限公司の２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。また、同じ

く連結子会社でありました松

山生必㈱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、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。 

同左  連結子会社のうち、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 

……時価法 

②デリバティブ 

同左 

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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期 別 
 

項 目 

前中間連結会計期間 
自 平成15年４月１日 
至 平成15年９月30日 

当中間連結会計期間 
自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日 

前連結会計年度 
自 平成15年４月１日 
至 平成16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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期 別 
 

項 目 

前中間連結会計期間 
自 平成15年４月１日 
至 平成15年９月30日 

当中間連結会計期間 
自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日 

前連結会計年度 
自 平成15年４月１日 
至 平成16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 

 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、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 

 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

処理の条件を充たしているた

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、ヘッジ対象 

 ヘッジ手段…金利スワップ 

 ヘッジ対象…借入金の利息 

②ヘッジ手段、ヘッジ対象 

同左 

②ヘッジ手段、ヘッジ対象 

同左 

 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 

③ヘッジ方針 

同左 
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期 別 
 

項 目 

前中間連結会計期間 
自 平成15年４月１日 
至 平成15年９月30日 

当中間連結会計期間 
自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日 

前連結会計年度 
自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日 

 ④ヘッジ有効性評価の方法 

 金利スワップ取引は、特例

処理の要件を充たしているた

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 

④ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

 (6）その他財務諸表作成のた

めの重要な事項 

(6）その他財務諸表作成のた

めの重要な事項 

(6）その他財務諸表作成のた

めの重要な事項 

 ①消費税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消費税の会計処理に関する

事項 

同左 

①消費税の会計処理に関する

事項 

同左 

５．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 

 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 同左 

 
（追加情報） 

前中間連結会計期間 
自 平成15年４月１日 
至 平成15年９月30日 

当中間連結会計期間 
自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日 

前連結会計年度 
自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日 

―――――― 法人事業税における外形標準課税部

分の連結損益計算書上の表示方法 

 実務対応報告第12号「法人事業税

における外形標準課税部分の損益計

算書上の表示についての実務上の取

扱い」（企業会計基準委員会(平成16

年2月13日)）にもとづき、当中間連

結会計期間から法人事業税の付加価

値割および資本割12,813千円を販売

費および一般管理費として処理して

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15年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成16年９月30日） 

前連結会計年度 
（平成16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、6,945,502

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、7,211,005

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、7,031,042

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 10,000千円 

建物及び構築物 
1,491,292 
(1,408,936千円)

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 
1,401,349 
(1,324,167千円)

機械及び装置 
501,871 
(501,871  )

工具器具備品 
16,521 
(16,521  )

土地 
1,545,400 
(1,280,572  )

合計 
3,475,142 
(3,123,132  )

担保付債務 

支払手形及び買
掛金 10,000千円 

短期借入金 
740,000 
(540,000千円)

長期借入金 
1,845,000 
(1,845,000  )

合計 
2,595,000 
(2,385,000  )

  

 
定期預金 10,000千円 

建物及び構築物 
1,445,644 
(1,365,970千円)

機械及び装置 
508,932 
(508,932  )

工具器具備品 
10,399 
(10,399  )

土地 
1,545,400 
(1,280,572  )

合計 
3,520,377 
(3,165,876  )

担保付債務 

支払手形及び買
掛金 10,000千円 

短期借入金 
740,000 
(540,000千円)

長期借入金 
2,115,000 
(2,115,000  )

合計 
2,865,000 
(2,655,000  )

  
 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15年４月１日 
至 平成15年９月30日 

当中間連結会計期間 
自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日 

前連結会計年度 
自 平成15年４月１日 
至 平成16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 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 685,044千円 

退職給付費用 67,201 

賞与引当金繰入額 162,760 

役員退職慰労引当
金繰入額 8,016 

貸倒引当金繰入額 － 

荷造運賃 841,513 
  

 
給料手当 1,334,694千円 

退職給付費用 110,591 

賞与引当金繰入額 115,840 

役員退職慰労引当
金繰入額 7,328 

貸倒引当金繰入額 20,924 

荷造運賃 1,652,976 
  

※２．   ―――――― ※２．   ―――――― ※２．固定資産売却益は、建物の売却に

よるものであります。 

※３．固定資産除却損の内訳は次の通り

であります。 

※３．固定資産除却損の内訳は次の通り

であります。 

※３．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 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 －千円 

機械装置及び運搬具 5,659 

工具器具備品 709 

計 6,569 
 

建物及び構築物 23,135千円 

機械装置及び運搬具 8,555 

工具器具備品 4,012 

計 35,703 
 

※４．   ―――――― ※４．   ―――――― ※４．特別損失に計上した貸倒損失

60,945千円は、元従業員による不正

流用事件で発生した債権に対するも

のであります。 

 
（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15年４月１日 
至 平成15年９月30日 

当中間連結会計期間 
自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日 

前連結会計年度 
自 平成15年４月１日 
至 平成16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15年９月30日現在) (平成16年９月30日現在) (平成16年３月31日現在) 
 

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 1,360,398千円 

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 1,350,398 

  

 
現金及び預金勘定 1,633,404千円 

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 1,623,404 

  
   

 
（税効果会計関係） 

前中間連結会計期間 
自 平成15年４月１日 
至 平成15年９月30日 

当中間連結会計期間 
自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日 

前連結会計年度 
自 平成15年４月１日 
至 平成16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15年４月１日 
至 平成15年９月30日 

当中間連結会計期間 
自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日 

前連結会計年度 
自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日 

1．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 1,320,557 955,301 365,256 

その他 339,366 278,562 60,803 

合計 1,659,923 1,233,863 426,059  

 

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 1,343,436 1,070,034 273,401 

その他 199,145 61,234 137,910 

合計 1,542,581 1,131,269 411,312  

 

取 得 価 額
相当額 

(千円) 

減 価 償 却
累 計 額 相
当額 

(千円) 

期 末 残 高
相当額 

(千円) 

機械装置及び
運搬具 1,324,046 1,029,693 294,352 

その他 287,847 181,559 106,288 

合計 1,611,894 1,211,253 400,641  

（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。 

―――――― ―――――― 

(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 221,814 千円 １年内 245,704 千円 １年内 225,119 千円 

１年超 386,092  １年超 311,446  １年超 335,888  
                                                

計 607,906  計 557,151  計 561,007  

(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 142,572 千円 支払リース料 126,462 千円 支払リース料 259,554 千円 

減価償却費相当額 112,152  減価償却費相当額 95,641  減価償却費相当額 198,146  

支払利息相当額 8,809  支払利息相当額 7,503  支払利息相当額 17,935  

(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、利息法
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 

 
 

2．オペレーティング・リース取引 2．オペレーティング・リース取引 2．オペレーティング・リース取引 

――――――    未経過リース料 

    １年内 9,099 千円 

    １年超 22,121 
                

     計 31,220 

―――――― 
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 （有価証券関係） 

  前中間連結会計期間末（平成 15年９月30日現在） 

    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）債券    
   国債・地方債等 － － － 

   社債 － － － 
   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計上額（千円） 

(1）その他有価証券  

   非上場株式（店頭売買株式を除く） 21,700 

 

  当中間連結会計期間末（平成 16年９月30日現在） 

    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 334,570 467,762 133,191 
(2）債券    
   国債・地方債等 － － － 

   社債 － － － 
   その他 － － － 
(3）その他 － － － 

合計 334,570 467,762 133,191 

 

    2．時価のない主な有価証券の内容 

 中間連結貸借対照表計上額（千円） 

(1）その他有価証券  

   非上場株式（店頭売買株式を除く） 21,700 

 

  前連結会計年度末（平成 16年３月31日現在） 

    1．その他有価証券で時価のあるもの 

 取得原価（千円） 
連結貸借対照表 
計上額（千円） 

差額（千円） 

(1）株式 331,324 478,523 147,199 
(2）債券    
   国債・地方債等 － － － 
   社債 － － － 

   その他 － － － 
(3）その他 － － － 

合計 331,324 478,523 147,199 

 

    2．時価のない主な有価証券の内容 

 中間連結貸借対照表計上額（千円） 

(1）その他有価証券  
   非上場株式（店頭売買株式を除く） 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 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 

対象物の種類 取引の種類 
契約額等 
（千円） 

契約額のうち 
1年超（千円） 

時価 
（千円） 

評価損益 
（千円） 

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。 

 

  当中間連結会計期間末（平成 16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 

対象物の種類 取引の種類 
契約額等 
（千円） 

契約額のうち 
1年超（千円） 

時価 
（千円） 

評価損益 
（千円） 

通貨 
スワップ取引 
受取 米ドル 
支払 円 

6,466,814 6,466,814 △59,975 △59,975 

合計 6,466,814 6,466,814 △59,975 △59,975 

 

  (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。 
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  前連結会計年度末（平成 16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 

対象物の種類 取引の種類 
契約額等 
（千円） 

契約額のうち 
1年超（千円） 

時価 
（千円） 

評価損益 
（千円） 

通貨 
スワップ取引 
受取 米ドル 
支払 円 

6,466,814 6,466,814 △101,029 △101,029 

合計 6,466,814 6,466,814 △101,029 △101,029 

  (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。 

 

 

 （セグメント情報） 

期 別 
 
項 目 

前中間連結会計期間 
自 平成15年４月１日 
至 平成15年９月30日 

当中間連結会計期間 
自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日 

前連結会計年度 
自 平成15年４月１日 
至 平成16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。 

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 

 

 

 （継続企業の前提） 

    該当事項はありません。 
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 （1株当たり情報） 

前中間連結会計期間 
自 平成15年４月１日 
至 平成15年９月30日 

当中間連結会計期間 
自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日 

前連結会計年度 
自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日 

1 株当たり純資産額 772 円 86 銭 1 株当たり純資産額 857 円 03 銭 1 株当たり純資産額 822 円 74 銭 
1 株当たり中間純利益金額 
 50 円 36 銭 

1 株当たり中間純利益金額 
 49 円 89 銭 

1 株当たり当期純利益金額 
 102 円 56 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
式が存在し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。 

 

  (注）1株当たり中間（当期）純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 
 前中間連結会計期間 

自 平成15年４月１日 
至 平成15年９月30日 

当中間連結会計期間 
自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日 

前連結会計年度 
自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日 

中間（当期）純利益金額（千円） 387,691 384,046 789,495 

普通株式に帰属しない金額（千円） － － － 

（うち利益処分による役員賞与金） （   －） （   －） （   －） 

普通株式に係る中間（当期）純利益
金額（千円） 

387,691 384,046 789,495 

期中平均株式数（株） 7,697,835 7,696,537 7,697,541 

 

 

 （重要な後発事象） 

前中間連結会計期間 
自 平成15年４月１日 
至 平成15年９月30日 

当中間連結会計期間 
自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日 

前連結会計年度 
自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日 

 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。 

 重要な子会社の解散 
 平成16年11月15日開催の当社取
締役会において、連結子会社である
㈱政所を解散する決議を行いまし
た。また、当社取締役会の決議を受

けて、同日付で㈱政所の取締役会に
おいて、解散の決議を行いました。 
 その概要は次のとおりでありま
す。 
㈱政所の解散 
 平成16年11月30日開催予定の㈱

政所の臨時株主総会において、解散
決議を行う予定であります。 
 なお、解散による連結業績に与え
る影響は軽微であります。 
 
 

 

  資産合計 316,053 千円 
  負債合計 259,877 千円 
  資本合計 56,175千円 
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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15年４月１日 
至 平成15年９月30日 

当中間連結会計期間 
自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日 

前連結会計年度 
自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日 

玉子焼類 （千円） 3,796,957 3,877,061 7,569,760 

味付かんぴょう･しいたけ類 （千円） 769,493 836,897 1,672,776 

蒲鉾類 （千円） 934,141 862,915 1,806,018 

その他 （千円） 576,839 588,667 1,270,280 

       合 計 （千円） 6,077,432 6,165,543 12,318,835 

 (注） 1.金額は、販売価格で表示しております。 

 2.上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

 (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15年４月１日 
至 平成15年９月30日 

当中間連結会計期間 
自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日 

前連結会計年度 
自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日 

玉子焼類 （千円） 4,416,509 4,512,392 8,814,559 

味付かんぴょう･しいたけ類 （千円） 956,751 996,126 1,989,992 

蒲鉾類 （千円） 906,132 872,335 1,766,606 

自社企画ブランド品 （千円） 1,564,904 2,593,538 3,206,702 

 

その他 （千円） 586,611 606,041 1,285,207 

       製品計 （千円） 8,430,908 9,580,434 17,063,067 

常温食品 （千円） 1,360,140 1,170,754 2,521,370 

冷凍・冷蔵食品 （千円） 4,384,931 3,586,179 9,073,703 

 

その他 （千円） 191,449 63,594 261,666 

       商品計 （千円） 5,936,520 4,820,528 11,856,740 

       合 計 （千円） 14,367,429 14,400,962 28,919,808 

 (注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 


