
(財)財務会計基準機構会員  
平成18年３月期 決算短信（連結） 平成18年５月19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 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 ＴＥＬ（０８２）２７７－７０１０

決算取締役会開催日 平成18年５月19日

米国会計基準採用の有無 無  

１．18年３月期の連結業績（平成17年４月１日～平成18年３月31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 ％

18年３月期 31,164 6.4 1,231 0.3 1,342 12.3

17年３月期 29,284 1.3 1,227 △27.5 1,196 △25.1

当期純利益
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

株主資本
当期純利益率

総資本
経常利益率

売上高
経常利益率

百万円 ％ 円 銭 円 銭 ％ ％ ％

18年３月期 731 2.9 93 18  － 9.9 9.2 4.3

17年３月期 710 △10.0 90 77  － 10.7 8.4 4.1

（注）①持分法投資損益 18年３月期 －百万円 17年３月期 －百万円

②期中平均株式数（連結） 18年３月期   7,694,615株 17年３月期 7,696,056株

③会計処理の方法の変更 有

④売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率

(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

18年３月期 15,151 7,842 51.8 1,017 48

17年３月期 14,081 6,964 49.5 903 44

（注）期末発行済株式数（連結） 18年３月期   7,693,651株 17年３月期 7,695,251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

18年３月期 801 △502 △384 918

17年３月期 724 △483 △878 982

(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 1社 持分法適用非連結子会社数 －社 持分法適用関連会社数 1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） 1社 （除外） －社

２．19年３月期の連結業績予想（平成18年４月１日～平成19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

中間期 15,900 470 260

通　期 32,300 1,050 560

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）72円79銭（予想年間期中平均株式数による）

　上記の予想には、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであります。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、上記予想の前提条件その他の関連する事項については、添付資料の７～９ページを参照してください。
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１．企業集団の状況
　当社グループは当社および連結子会社１社、関連会社１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・

仕入商品の卸売を行っております。

　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、山東安吉丸食品有限公司

寿司用食材、惣菜類（予定） 愛康食品（青島）有限公司

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

以上の企業集団について図示すると次のとおりであります。
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 連結子会社 

  
 持分法適用関連会社 

 
なお、平成17年５月に新たに設立した、愛康食品（青島）有限公司の生産工場は現在建設中であります。
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２．経営方針
１．会社の経営の基本方針

　当社グループは、「調和・創造・革新」の経営理念のもと、“顧客、株主、従業員、社会への喜びを創造する企業

になる”ことを経営の基本方針としております。

　特に、“食”に携わる企業として、“常に安全性を追求し、高品質な食品で安心と健康を顧客ならびに消費者の方

へお届けする”ことが、企業活動において果たすべき最重要な使命と認識しております。

　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．利益処分に関する基本方針

　当社では、株主のみな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。

　安定的な利益を確保し、当社の事業規模の拡大と、収益性向上の原資となる内部留保の充実に努めるとともに、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、経営成績を勘案した成果配分とすることに取り組んでま

いります。

　なお、当期の配当金につきましては、業績成果を株主のみなさまへ還元する意味で、前期に対し２円増配とし、１

株につき14円の年間配当とさせていただく所存であります。

　一方で、単元株主各位には、当社製品の株主優待制度を継続して、当社製品の一層のご理解とご認識をいただくよ

う努める考えにあります。

　また、会社法施行後の配当につきましても、従来同様中間期末日、期末日を基準とした年２回を継続し、変更しな

い予定であります。 

３．投資単価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。

　当社の投資単位は、平成12年８月に500株に引下げておりますが、現状の当社株式の流動性は決して充分なレベルと

は言えず、投資単位の引下げについては、今後の市場の動向や要請などを充分に勘案して、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用いております。

これら各指標の、さらなる向上を目指し、安定配当を継続して行うことができる、企業体質の維持、向上に努めてま

いります。

　具体的な数値といたしましては、売上高については 360億円、経常利益率は４％以上、株主資本比率は50％以上、

株主資本当期純利益率は８％以上をそれぞれ、中期的目標としております。

５．中長期的な会社の経営戦略

　当社グループは、「製造直販」の販売スタイルを堅持し、技術力を核とした研究開発力の強化、ならびにチルド製

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対応ならびに商品の“品質と安全”という面で、当社の強みとなってお

ります。また、これまで安定した成長を維持している中食市場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、会社設立以来連続して増収を達成しております。　

　当社は、当期末をもって３ヵ年の第六次中期経営計画（平成16年３月期～平成18年３月期）を終了し、来期より新

たな３ヵ年計画である第七次中期経営計画（平成19年３月期～平成21年３月期）へと、さらなる成長ステージに進ん

でいく所存にあります。

　その経営戦略は、上記の基盤事業の強みを背景として、日本国内における市場開拓、業態開発に加えて、海外市場

への販路拡大にも取り組み、成長拡大を指向することを基本といたします。また、商品開発力・調達力の強化により

自社ブランド品の競争力向上を図る一方で、製造直販体制を基本とした営業基盤のさらなる強化に引き続き重点を置

き、基盤事業をより安定した収益基盤としてまいります。
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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。当社グループでは、環境

変化に強い競争力のある経営体質を指向し、第六次中期経営計画においても諸施策に取り組んでまいりました。それ

らの進捗状況の検証結果も踏まえ、以下に記します重点施策の推進が中期的な課題と捉えております。

（1）業務用開発型サプライヤーとしての機能強化

①　ルート営業力の強化と販売体制の構築

②　販売エリアとシェアの拡大 

③　調達・物流・情報を一元管理するしくみの構築 

（2）開発型メーカーとしての機能強化

 ①　自社ブランド品の単品競争力の強化

 ②　顧客ニーズ対応力の強化

　（3）戦略的拡大事業の推進

 ①　業態開発の促進

 ②　新技術による新基軸製品の開発

 ③　海外事業（海外生産・海外販売）の拡大

  （4）経営管理機能の強化 

①　新経営管理システムの構築

②　内部統制システムの構築と運用

 ③　新人事制度の構築と人材の育成

 ④　品質保証システム（ISO9001）の全社展開と活用

 ７．親会社に関する事項

 　該当事項はありません。
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３．経営成績および財政状況
Ⅰ．経営成績

１．当期の概況

(1）業績全般の概況

　当期におけるわが国経済は、企業収益の改善や設備投資、個人消費の緩やかな増加など景気は回復基調が続い

ているものの、原油価格の高騰の影響もあり、足元の景況感の回復スピードは緩やかな状況で推移いたしました。

　食品業界におきましても、当社グループ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、当社グループを取り巻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、当社グループは、第六次中期経営計画の最終年度にあたる当期も、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、

以下の施策に取り組んでまいりました。

 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品の推進

 ③　新市場の開拓による売上の拡大 ④　生産体制高度化による原価低減

　当社グループは、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ことが予想される衛生上の危害を未然防止するための管理基準である

HACCPの確実な運用・適用拡大を図るとともに、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「ISO　

9001」も、さらなる高度化に向けた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（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さらに強化するため、経営管理システム

によるトレース情報の一元化を構築中であります。これにより一層安全性の高い食材を消費者のみなさまにお届

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、東日本エリ

アを中心として営業拠点の整備を進めております。前期末までに完了した物流機能を備えた拠点の新設あるいは

移転開設は、西多摩、相模原、静岡、柏、埼玉、横浜の関東エリアでの６営業所に、関西エリアの大阪摂津を加

えた計７営業所となりました。当期は神戸営業所の移転開設は行いましたが、両エリアにおける拠点の新設は行

わず、既設営業所における地域密着の販売活動をさらに進展・充実させることに重点を置き、また顧客との信頼

関係を根幹とする「創業の精神」に回帰し、「喜びと感動」を提供できる「物づくり」と「営業活動」を目標に

全社展開してまいりました。

　西日本エリアでは、当期の経営上の最重要課題として捉えている製造直販による地域密着営業体制を再強化・

再整備するために、20営業所において直販ルート体制を増強いたしました。他方、両エリアでの販売促進を支援

する開発面におきましては、顧客のニーズに見合う製品の開発・改良に加え、玉子製品を中心とした競合に負け

ない新製品の開発に傾注してまいりました。また、自社で企画・開発した商品を中国を中心とした海外の委託工

場で製造し輸入している海外調達品も、厳重な品質管理のもと高品質で低価格な品揃えを充実させることができ、

広く需要が増加してきております。海外調達品を含めた自社企画ブランド品全体では、弁当用食材や惣菜類、サ

ラダ類、寿司具材、フライ類からデザート類に至るまで、幅広く顧客のニーズにお応えできる体制を整えており、

自社企画ブランド品の売上高は6,553百万円（前期比21.0％増加）と高い伸長率を確保することができました。

　加えて、販売促進面におきましては、節分時にスーパーマーケット・コンビニエンスストアを中心として全国

に広まりつつある恵方巻の販促を強化する一方で、季節のイベントに合わせて顧客へのメニュー提案の強化を図

る活動を展開いたしました。

  平成14年に設立した山東安吉丸食品有限公司では、開発室の設置拡充により味付かんぴょうや味付しいたけな

どの野菜加工品を中心とした新製品開発が進展し、品揃えのさらなる強化を図ることができました。海外戦略に

つきましては当期５月に中国合弁事業を立上げ「愛康食品（青島）有限公司」を設立いたしました。現在は生産

工場建設途中にありますが、来期より日本国内向けや北米への輸出を視野にいれた生産を開始していく予定であ

ります。
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　以上の結果、販売面におきましては、刻みきんし類や厚焼玉子、ロール玉子焼などの玉子製品を中心とした国

内自社製品に加えて、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の拡販が進みました。加えて、地域密着型営業展開による新規顧客

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、売上

高を大きく伸長させることができました。

　生産面におきましては、自社製品売上が前期より伸長できたことにより、前期以上の生産稼働率を維持するこ

とができました。しかしながら、当期の前半において特に主要原材料である卵価が、前年同期を上回る高値で推

移したことにより製造原価を押し上げました。卵価の変動による原価への影響を抑制するために、当社では、仕

入価格契約内容の交渉や歩留まりの向上による生産ロスの低減、製造経費の抑制などの原価低減策は講じました

が、卵価の上昇による影響を完全に吸収できるまでには至りませんでした。また、蒲鉾類の原料であるすり身に

つきましても、需給の関係から上昇を続けており、新たな原価増要因となって推移いたしました。

　他方、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、新製品の開発により、生産量全体は増加しております。なお、当社グルー

プの山東安吉丸食品有限公司から仕入れた製品売上実績も858百万円（前期比13.0％増加）と大幅に増加しており

ます。

　この結果、売上高は、前期比6.4％増加の31,164百万円と大きく伸長させることができましたが、利益面では、

原材料費の高騰や販売競争の激化による販売価格の低下、戦略要員増に伴う人件費や原油価格高騰による物流費・

ユーティリティ費用の増加などの影響もあり、営業利益は、前期比0.3％増加の1,231百万円にとどまりました。　

　他方、経常利益は、金融収支の改善や通貨スワップの評価負債の大幅な減少により、営業外損益が大きくプラ

スに転じたため前期比12.3％増加の1,342百万円となりました。また、当期純利益も前期比2.9％増加して731百万

円となりました。 

(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、かに風味蒲鉾類な

どの製品は、市場競合の激化もありましたが順調に拡販することができました。また、海外調達品を中心とした

自社企画ブランド品や山東安吉丸食品有限公司からの海外生産品の売上を拡大することができたことにより、製

品売上全体では21,155百万円（前期比9.5％増加）と前期実績を大きく上回ることができました。

 （製商品別売上高） （百万円未満切捨て）

区分 前期 構成比（％） 当期 構成比（％） 前期比（％）

玉子焼類 8,880 30.3 9,326 29.9 105.0

味付かんぴょう・しいたけ類 1,981 6.8 2,080 6.7 105.0

蒲鉾類 1,730 5.9 1,787 5.7 103.3

自社企画ブランド品 5,415 18.5 6,553 21.0 121.0

その他 1,315 4.5 1,407 4.5 107.0

製品計 19,324 66.0 21,155 67.9 109.5

常温食品 2,346 8.0 2,391 7.7 101.9

冷凍・冷蔵食品 7,517 25.7 7,606 24.4 101.2

その他 96 0.3 10 0.0 11.0

商品計 9,960 34.0 10,008 32.1 100.5

企業体合計 29,284 100.0 31,164 100.0 106.4

　（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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　地域別に見ますと、西日本エリアでは、中食市場への深耕開拓と新規開拓を進め、地域シェアのさらなる拡大

を図るために直販体制の再整備と再強化を最重要経営課題として取り組んでまいりました。その結果、主に新規

顧客開拓とスーパーマーケットへの拡販が売上拡大に大きく貢献し、売上高は前期比1.0％増加の18,626百万円と

なりました。　

　東日本エリアでは、物流機能を備えた拠点の新設と整備を進めてきており、さらなる市場開拓を指向しており

ますが、当期は、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

拓が進展しております。結果、玉子焼類の自社製品に加え、特に海外調達品も好調に拡大し、前期比15.6％増加

の12,538百万円となりました。  　

（地域別売上高） （百万円未満切捨て）

区分 前期 構成比（％） 当期 構成比（％） 前期比（％）

西日本エリア 18,436 63.0 18,626 59.8 101.0

東日本エリア 10,848 37.0 12,538 40.2 115.6

企業体合計 29,284 100.0 31,164 100.0 106.4

 （注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

２．次期の見通し

(1）業績全般の見通し

　わが国経済の見通しは、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、当社グループ

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グループの平成19年３月期は、当期に引き続き中期経営計画の目標である安定した

収益基盤を実現するための「基盤構築」の１年と位置づけており、当期からの継続課題も含め次の重点施策を推

進してまいります。

①　品質保証の強化

　ISOシステムの高度化を指向し全社展開を進める一方で、海外品の品質保証強化、製品のトレーサビリティ

（追跡・把握）の仕組みをさらに徹底し、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。　

②　商品開発力の強化

　マーケティング力と技術力の向上をベースとして、玉子製品を中心とした自社工場製造の新製品開発や既存

製品の改良を一層強化するなど、自社ブランド品の単品競争力を強化する予定であります。加えて、顧客ニー

ズに応えていく開発面におきましても、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、山東安吉丸食品有限公司を中心とした新基軸製品の開発を推進し、海外調達品と併せて高品質で価格競

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。　

③　販売力の強化

　地域密着営業をさらに強化することで、エリア内でのシェアアップを図るなど、安定した収入源の確保を図

るとともに、東日本における直販体制を一層強めていくことにより、新規市場開拓や新しい業態への販路拡大

を図ってまいります。そのために、当期に引き続き地域密着型の直販ルート体制をさらに強化する予定であり、

また、拠点の新設・分割移転などにより市場の拡大を指向していく予定であります。さらに、国内のみならず

海外まで目を向けた市場開拓を進めるとともに、新業態への進出や新規事業への進出なども含めた戦略的な拡

大事業を推進していく予定であります。　

④　生産体制の高度化と原価低減

　卵価を中心とした原材料価格は、需給バランスや鳥インフルエンザ問題発生などにより流動的に変化する可

能性はありますが、卵価変動の予測精度を高め変動による原価への影響を極力抑える施策を打つとともに、国

内自社工場の歩留まりを上げて生産性の向上を図るなど、さらなる原価低減を指向してまいります。また、人

民元の切り上げによる影響は若干ありますが、山東安吉丸食品有限公司の安定生産、原価低減などにより、競

争力のあるコストの実現を図る一方で、多様化し高度化する顧客ニーズに対応できる生産体制の整備を推進し、

高品質の製品作りに努めてまいります。　
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⑤　経営管理機能の強化

　企業の社会的責任として、すでに認証取得しております環境マネジメントシステムの国際規格である「ISO　

14001」は、当期において2004年度版への移行を完了いたしました。来期におきましては、さらに高い目標に向

けて展開していく予定であります。また、この数年をかけて構築してまいりました全社経営情報システムが完

成する見込みであり、営業・需給・生産・管理部門の経営管理機能の強化や、調達・物流・情報の一元管理に

よる全体最適化、在庫コントロール、業務効率化、内部統制システムへの対応などを実現させていく予定であ

ります。  

　以上のことから平成19年3月期の売上高は、販売環境が厳しさを増すことが予想されますが、当期より約1,135

百万円増加の32,300百万円を見込んでおります。しかしながら、主要原材料である卵価は、当期より若干低位

で推移する見込みであるものの、すり身価格は上昇基調にあり、主要原材料費の製造原価に与える影響は流動

的です。他方、販売管理費面におきましても、市場の拡大・深耕や市場占有率の向上を優先し、拠点の新設・

整備や直販体制の再整備に伴う戦略要員の大幅な増強を計画しているため、人件費の増加や拠点開設のための

先行戦略経費、さらには全社統合システム開発費用などの大きな支出が見込まれます。この結果、営業利益に

つきましては、当期より約170百万円減少の1,060百万円となる見込みであります。これに当期発生した時価会

計による大きな評価益の要素を除いた営業外損益を加えて、経常利益は約290百万円減少の1,050百万円、当期

純利益は約160百万円減少の560百万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、業績は当期より厳しくなる見込みではありますが、普通配当では１株当

たり12円を基本とさせていただく予定であります。

(2）セグメント別の見通し

　製商品別売上につきましては、「玉子焼類」を中心とした国内生産の自社製品に加え、連結子会社である山東

安吉丸食品有限公司で生産している「野菜加工品」などや、当社が企画・開発し、海外委託工場において生産し

ている自社企画ブランド品を中心に中食市場への拡販を推進してまいります。　

（製商品別売上高） （百万円未満切捨て）

区分 当期 構成比（％） 来期見込 構成比（％） 当期比（％）

玉子焼類 9,326 29.9 9,655 29.9 103.5

味付かんぴょう・しいたけ類 2,080 6.7 2,126 6.6 102.2

蒲鉾類 1,787 5.7 1,836 5.7 102.7

自社企画ブランド品 6,553 21.0 7,371 22.8 112.5

その他 1,407 4.5 1,476 4.6 104.9

製品計 21,155 67.9 22,467 69.6 106.2

常温食品 2,391 7.7 2,322 7.2 97.1

冷凍・冷蔵食品 7,606 24.4 7,469 23.1 98.2

その他 10 0.0 40 0.1 381.9

商品計 10,008 32.1 9,832 30.4 98.2

企業体合計 31,164 100.0 32,300 100.0 103.6

（注）　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　地域別では、西日本エリアにおきましては、引続き地域密着型の営業活動を推進し、安定的な営業基盤の維持

を図ると同時に、各イベント時における販売促進を強化することで、今期以上の売上拡大を見込んでおります。

　　　

 　一方東日本エリアにおきましては、製造直販体制による市場開拓を加速し、地域密着型営業をさらに推進する

とともに、西日本エリア同様各イベント時における販売促進を強化することで、当期以上の大幅な売上拡大を予想

しております。

（地域別売上高） （百万円未満切捨て）

区分 当期 構成比（％） 来期見込 構成比（％） 当期比（％）

西日本エリア 18,626 59.8 18,861 58.4 101.3

東日本エリア 12,538 40.2 13,438 41.6 107.2

企業体合計 31,164 100.0 32,300 100.0 103.6

 （注）　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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Ⅱ．財政状況

１．当期の概況

（連結財政状態） （百万円未満切捨て）

前期 当期 増減

総資産 14,081 15,151 1,069

株主資本 6,964 7,842 878

株主資本比率（％） 49.5 51.8 2.3

１株当たり株主資本 903円44銭    1,017円48銭 114円04銭

（連結キャッシュ・フローの状況） （百万円未満切捨て）

前期 当期 増減

営業活動によるキャッシュ・フロー 724 801 76

投資活動によるキャッシュ・フロー △483 △502 △19

財務活動によるキャッシュ・フロー △878 △384 494

換算差額 △3 21 25

現金及び現金同等物の増減額 △641 △63 577

現金及び現金同等物の期末残高 982 918 △63

借入金期末残高 2,900 2,700 △200

　総資産は、前期末に比べ1,069百万円増加し15,151百万円となりました。販売増に伴う売掛金・たな卸資産の増加、

システム開発投資、中国合弁事業への出資などがその主な要因であります。　

　株主資本は、利益処分による内部留保金が増加したことや投資有価証券の時価の増加などにより、前期末に比べ

878百万円増加し7,842百万円となりました。この結果、1株当たり株主資本は、114円04銭増加し1,017円48銭となり

ました。また、株主資本比率は、前期末と比べ2.3％増加し51.8％となっております。　

　営業活動によって得られたキャッシュ・フローは、売掛債権やたな卸資産の増加によるキャッシュの減少要因は

ありましたが、法人税等の支払いが大幅に減少したため、前期に比べ76百万円増加し、801百万円となりました。　

　投資活動に使用されたキャッシュ・フローは、中国合弁事業への出資、生産設備の増強投資・メンテナンス投資

などが主な内容ですが、前期に比べ19百万円増加し502百万円となりました。　

　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の約定返済や配当金の支払いなどによ

り384百万円となりました。なお、借入金残高は前期より200百万円減少し、2,700百万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期末の残高は、前期末に比べ63百万円減少し918百万円となりました。　

２．次期の見通し

　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、戦略的な要員補強や拠点開設

等の先行経費の大幅な増加により当期より減少する見込であります。

　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、営業拠点の開設や生産設備の増強などの大きな

投資を進めることにより、当期より大幅に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・フローは、営業活動によって得られるキャッシュ・フローの状況ならびに投

資活動に使用されるキャッシュ・フローの状況を勘案して調整してまいりますが、結果として当期より減少する見

込みであります。

　また、配当金につきましては、普通配当で1株当たり12円を基本としております。 

　以上の結果、来期の現金及び現金同等物の期末残高は、当期末なみの900百万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39期
平成15年３月期

第40期
平成16年３月期

第41期
平成17年３月期

第42期
平成18年３月期

株主資本比率（％） 40.5 43.8 49.5 51.8

時価ベースの株主資本比率（％） 32.5 39.2 51.0 50.5

債務償還年数（年） 3.6 2.2 4.3 4.0

インタレスト・カバレッジ・レシオ 16.3 27.7 15.1 19.2

　（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

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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Ⅲ．事業等のリスク

　当社グループの経営成績、株価および財務状況に影響を及ぼす可能性のある事項は、以下のようなものがあります。

　なお、文中における将来に関する事項は当期末現在において当社が判断したものであります。また、必ずしもその

ようなリスク要因に該当しない事項についても、投資者の判断上、重要であると考えられる事項については、投資者

に対する積極的な情報開示の観点から記載しております。

(1）主要原材料の市況変動について

　当社グループが生産する製品は、卵、干瓢、椎茸、魚肉すり身を主原料としており、契約購買や分散調達により、

安定した数量の確保と特定の調達先への集中の回避を図っております。しかし、これらの原料は、作況、相場の変

動、調達先の経済状況などによって、調達価格や調達量に影響を受ける可能性があります。

  また、副原料、包装資材など原材料全般にわたって、需給動向や原油価格、為替などの変動によって調達価格が

変動し、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。 

(2）為替相場の変動による影響について

  当社の取扱品には海外からの輸入品が含まれており、為替相場の変動によるリスクをヘッジする目的で、通貨ス

ワップで対策を講じております。しかしながらリスクヘッジにより為替相場変動の影響を緩和することは可能であっ

ても、影響をすべて排除することは不可能であり、当社の経営成績および財政状態に少なからず影響を与える可能

性があります。　

(3）年金債務について

　当社グループの退職給付費用および退職給付債務は、割引率、年金資産の期待運用収益率等の基礎率を前提に算

出しております。この前提が経済環境の変化、その他の要因により変動した場合や年金資産の運用実績が低下した

場合には、当社グループの経営成績および財政状態に影響を与える可能性があります。　

(4）業界動向および競合等について

　当社の主要取引業態であります中食業態（スーパーマーケット、コンビニエンスストアなど）は消費者の嗜好の

変化および多様化の影響を強く受ける分野であります。そのため当社においては、商品開発力ならびに調達力を強

化し、当社取扱品の差別化を推し進めるとともに、品揃えの充実を図っております。しかしながら、競合企業によ

る新製品の投入や販売促進活動により、当社取扱品の競争力低下や販売機会の減少などの影響を受ける可能性があ

ります。　

　また、中食業界や取引先の経営状態や販売政策などの変化によって、販売機会や販売価格に影響を受ける可能性

があります。 

(5）食品の安全性について

　近年、食品業界におきましては、野菜の残留農薬問題・ＢＳＥ問題・鳥インフルエンザ問題・無認可添加物の使

用問題などが発生しております。　

　当社グループでは、製造工程に高度な品質保証システム（ISO9001）や衛生管理システム（HACCP）を導入すると

ともに、トレーサビリティの体制を強化し、原材料について起源原料まで溯って追査できる仕組みを構築するなど、

品質管理については万全な体制で臨んでおりますが、今後も当社グループ固有の品質問題のみならず、社会全般に

わたる一般的な品質問題が発生した場合、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。　
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４．連結財務諸表等
(1）連結貸借対照表

前連結会計年度
（平成17年３月31日）

当連結会計年度
（平成18年３月31日）

比較増減
（減少：△）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額
（千円）

（資産の部）  

Ⅰ　流動資産  

１．現金及び預金 ※３ 992,240 928,491  

２．受取手形及び売掛金 3,518,898 3,670,995  

３．たな卸資産 1,495,735 1,906,420  

４．前渡金 610 5,140  

５．前払費用 81,436 55,440  

６．繰延税金資産 101,841 118,799  

７．その他 23,701 65,639  

８．貸倒引当金 △31,299 △22,022  

流動資産合計 6,183,163 43.9 6,728,905 44.4 545,741

Ⅱ　固定資産  

１．有形固定資産
※1,
2,3

 

(1）建物及び構築物 2,000,530 1,915,684  

(2）機械装置及び運搬具 1,105,544 1,066,289  

(3）工具器具備品 288,380 246,879  

(4）土地 2,976,522 2,958,825  

(5）建設仮勘定 1,050 －  

(6）その他 259 －  

有形固定資産合計 6,372,286 45.3 6,187,678 40.8 △184,607

２．無形固定資産  

(1）ソフトウェア 74,519 156,681  

(2）ソフトウェア仮勘定 130,639 396,836  

(3）その他 ※４ 32,542 35,269  

無形固定資産合計 237,702 1.7 588,787 3.9 351,084

３．投資その他の資産  

(1）投資有価証券 597,478 872,598  

(2）長期前払費用 31,217 27,361  

(3）繰延税金資産 191,898 1,204  

(4）その他 519,726 783,083  

(5）貸倒引当金 △51,672 △38,296  

投資その他の資産合計 1,288,648 9.1 1,645,952 10.9 357,304

固定資産合計 7,898,637 56.1 8,422,418 55.6 523,781

資産合計 14,081,801 100.0 15,151,323 100.0 1,069,522
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前連結会計年度
（平成17年３月31日）

当連結会計年度
（平成18年３月31日）

比較増減
（減少：△）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額
（千円）

（負債の部）  

Ⅰ　流動負債  

１．支払手形及び買掛金 ※３ 2,609,210 2,491,283  

２．短期借入金 ※３ 1,150,000 1,500,000  

３．未払金 366,114 413,768  

４．未払法人税等 68,503 294,303  

５．未払費用 195,872 225,238  

６．賞与引当金 207,000 216,000  

７．短期リース債務 － 113,355  

８．その他 229,365 140,458  

流動負債合計 4,826,065 34.2 5,394,408 35.6 568,342

Ⅱ　固定負債  

１．長期借入金 ※３ 1,750,000 1,200,000  

２．退職給付引当金 161,150 56,568  

３．役員退職慰労引当金 217,943 228,571  

４．長期リース債務 162,433 413,801  

５．繰延税金負債 － 15,751  

固定負債合計 2,291,527 16.3 1,914,691 12.6 △376,835

負債合計 7,117,593 50.5 7,309,100 48.2 191,506

 

（資本の部）  

Ⅰ　資本金 ※５ 1,102,250 7.9 1,102,250 7.3 －

Ⅱ　資本剰余金 1,098,990 7.8 1,098,990 7.3 －

Ⅲ　利益剰余金 4,722,033 33.5 5,348,777 35.3 626,744

Ⅳ　その他有価証券評価差額金 143,238 1.0 305,519 2.0 162,281

Ⅴ　為替換算調整勘定 △98,745 △0.7 △8,275 △0.1 90,470

Ⅵ　自己株式 ※６ △3,557 △0.0 △5,037 △0.0 △1,480

資本合計 6,964,207 49.5 7,842,223 51.8 878,015

負債資本合計 14,081,801 100.0 15,151,323 100.0 1,069,522

 

－ 13 －



(2）連結損益計算書

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

比較増減
（減少：△）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

金額
（千円）

Ⅰ　売上高  

１．商品及び製品売上高 29,284,481 100.0 31,164,588 100.0 1,880,106

Ⅱ　売上原価 ※２  

１．商品及び製品売上原価 21,998,094 75.1 23,696,186 76.0 1,698,091

売上総利益 7,286,386 24.9 7,468,401 24.0 182,015

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※1,2 6,058,484 20.7 6,236,467 20.0 177,982

営業利益 1,227,902 4.2 1,231,934 4.0 4,032

Ⅳ　営業外収益  

１．受取利息 1,949 4,094  

２．受取配当金 6,261 7,935  

３．保険配当金 2,587 3,046  

４．為替差益 9,645 5,282  

５．受取手数料 3,671 3,928  

６．通貨スワップ評価益 － 115,677  

７．その他 11,197 35,312 0.1 17,382 157,348 0.5 122,035

Ⅴ　営業外費用  

１．支払利息 48,087 41,250  

２．通貨スワップ評価損 12,770 －  

３．その他 6,339 67,196 0.2 5,343 46,594 0.2 △20,602

経常利益 1,196,018 4.1 1,342,688 4.3 146,670

Ⅵ　特別利益  

１．固定資産売却益 ※３ 137 －  

２．災害保険金収入 19,682 －  

３．貸倒引当金戻入益 4,659 24,479 0.0 3,448 3,448 0.0 △21,031

Ⅶ　特別損失  

１．固定資産除却損 ※４ 10,826 14,258  

２．固定資産売却損 ※５ 1,960 －  

３．出資金返還損 － 1,520  

４．投資有価証券評価損 1,500 4,224  

５．役員退職慰労金 4,480 －  

６．減損損失  － 17,696  

７．電話加入権評価損 364 －  

８．棚卸資産廃棄損 474 －  

９．災害損失 14,482 －  

10．ゴルフ会員権貸倒引当金
繰入

950 35,038 0.1 － 37,700 0.1 2,662

税金等調整前当期純利益 1,185,459 4.0 1,308,436 4.2 122,976

法人税、住民税及び事業
税

421,083 494,858  

法人税等調整額 53,750 474,834 1.6 82,504 577,362 1.9 102,528

当期純利益 710,625 2.4 731,073 2.3 20,448

 

－ 14 －



(3）連結剰余金計算書

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

区分
注記
番号

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

Ⅱ　資本剰余金期末残高 1,098,990 1,098,990

（利益剰余金の部）

Ⅰ　利益剰余金期首残高 4,126,860 4,722,033

Ⅱ　利益剰余金増加高

１．当期純利益 710,625 710,625 731,073 731,073

Ⅲ　利益剰余金減少高

１．配当金 115,452 92,343

２．役員賞与 － 115,452 11,986 104,329

Ⅳ　利益剰余金期末残高 4,722,033 5,348,777
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(4）連結キャッシュ・フロー計算書

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益 1,185,459 1,308,436

減価償却費 512,103 502,300

減損損失 － 17,696

連結調整勘定償却額 843 843

賞与引当金の増減額（減少：△） 13,160 9,000

役員退職慰労引当金の増減額（減
少：△）

12,434 10,627

退職給付引当金の増減額（減少：
△）

△34,436 △104,582

貸倒引当金の増減額（減少：△） △35,471 △22,652

受取利息及び受取配当金 △8,210 △12,030

支払利息 48,087 41,250

有形固定資産売却益 △137 －

有形固定資産除却損 10,826 14,258

有形固定資産売却損 1,960 －

出資金返還損 － 1,520

投資有価証券評価損 1,500 4,224

電話加入権評価損 364 －

通貨スワップ評価益 － △115,677

通貨スワップ評価損 12,770 －

売上債権の増減額（増加：△） △112,600 △164,695

たな卸資産の増減額（増加：△） △84,703 △378,372

仕入債務の増減額（減少：△） 221,059 △121,217

未収入金の増減額（増加：△） 5,972 4,423

未払金の増減額（減少：△） △113,818 42,020

災害損失 14,482 －

災害保険金収入 △19,682 －

未払消費税等の増減額（減少：△） △49,596 24,652

その他 △33,068 38,406

役員賞与の支払額 － △11,986

小計 1,549,296 1,088,447

災害保険金の受取額 19,682 －

法人税等の支払額 △844,417 △287,134

営業活動によるキャッシュ・フロー 724,561 801,312
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前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー

関連会社への出資による支出 － △271,264

有形固定資産の取得による支出 △553,642 △239,217

有形固定資産の売却による収入 35,252 －

投資有価証券の取得による支出 △7,223 △9,329

出資金の返還による収入 － 3,240

利息及び配当金の受取額 8,210 12,030

その他 34,011 1,810

投資活動によるキャッシュ・フロー △483,391 △502,730

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金純増減額 － 400,000

長期借入金の返済による支出 △710,000 △600,000

利息支払額 △48,127 △41,679

リース債務返済による支出 △3,385 △48,664

自己株式の取得による支出 △1,613 △1,480

配当金の支払額 △115,340 △92,312

財務活動によるキャッシュ・フロー △878,467 △384,136

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 △3,866 21,805

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額（減少：
△）

△641,163 △63,748

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 1,623,404 982,240

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 982,240 918,491

－ 17 －



連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目

前連結会計年度

（自　平成16年４月１日

至　平成17年３月31日）

当連結会計年度

（自　平成17年４月１日

至　平成18年３月31日）

１．連結の範囲に関する事項 　連結子会社は、山東安吉丸食品有限公

司の１社であります。

　なお、前連結会計年度において連結子

会社でありました㈱政所は清算結了した

ため、連結の範囲から除いております。

　連結子会社は、山東安吉丸食品有限公

司の１社であります。

 

２．持分法の適用に関する事項 　該当事項はありません。 　持分法適用の関連会社は、愛康食品（青

島）有限公司の１社であります。

３．連結子会社の事業年度等に

関する事項

　連結子会社の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。

　連結子会社の山東安吉丸食品有限公司

および関連会社の愛康食品（青島）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及

び評価方法

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基づく時価法

（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）を採用しております。

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を採用して

おります。

時価のないもの

……同左

デリバティブ 　時価法 同左

たな卸資産 当社

……総平均法による原価法

当社

……同左

在外連結子会社

……移動平均法による原価法

在外連結子会社

……同左

(2）重要な減価償却資産の減

価償却の方法

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。

建物及び構築物　　　　　　８～50年

機械装置及び運搬具　　　　４～13年

　当社は、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。　

 建物及び構築物　　　　　　８～50年

 機械装置及び運搬具　　　　４～13年

無形固定資産 　定額法

　なお、自社利用のソフトウェアにつ

いては、社内における利用可能期間

（５年）に基づいております。

　定額法

なお、自社利用のソフトウェアにつ

いては、社内における利用可能期間

（５年）に基づいております。

(3）重要な引当金の計上基準

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

いては貸倒実績繰入率により、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。

同左

賞与引当金 　従業員賞与の支給に備えるため、当期

の負担すべき支給見込額を計上しており

ます。

同左
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項目

前連結会計年度

（自　平成16年４月１日

至　平成17年３月31日）

当連結会計年度

（自　平成17年４月１日

至　平成18年３月31日）

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基づき計上してお

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。

同左　

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、内規に基づく期末要支給額を引

当計上しております。

同左

(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。

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。

①ヘッジ会計の方法

　為替予約のヘッジについてヘッジ会計

の要件を満たしている場合には繰延ヘッ

ジ処理を、金利スワップについて特例処

理の条件を充たしている場合には特例処

理を採用しております。

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…借入金の利息

②ヘッジ手段、ヘッジ対象

ａ．ヘッジ手段…為替予約

ヘッジ対象…外貨建予定取引

b．ヘッジ手段…金利スワップ 

ヘッジ対象…借入金の利息 

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

された事項に基づき、金利変動リスクを

ヘッジしております。

③ヘッジ方針

　取締役会において決定された基本方針

に従い、経営審議会において付議決定さ

れた事項に基づき、為替相場変動および

金利変動リスクをヘッジしております。

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

　外貨建予定取引（ヘッジ対象）とその

外貨建予定取引の為替リスクをヘッジす

る為替予約（ヘッジ手段）とは重要な条

件が同一であるため有効性の評価を省略

しております。また、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。

(6）その他連結財務諸表作成

のための重要な事項

消費税の会計処理について

　消費税等の会計処理は、税抜方式によっ

ております。

消費税の会計処理について

同左

５．連結子会社の資産及び負債

の評価に関する事項

　連結子会社の資産および負債の評価に

ついては、全面時価評価法を採用してお

ります。

同左

６．連結調整勘定の償却に関す

る事項

　連結調整勘定の償却については、５年

間の均等償却を行っております。

同左

７．利益処分項目等の取扱いに

関する事項

　連結剰余金計算書は、連結会社の利益

処分または損失処理について連結会計年

度中に確定した利益処分または損失処理

に基づいて作成しております。

同左

８．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ヵ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
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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

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

 ────── （固定資産の減損に係る会計基準） 

 　当連結会計年度より、固定資産の減損に係る会計基準

（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見

書」（企業会計審議会　平成14年８月９日））及び「固定

資産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適

用指針第６号　平成15年３月31日）を適用しております。

これにより税金等調整前当期純利益は17,696千円減少して

おります。

　なお、減損損失累計額については、改正後の連結財務諸

表規則に基づき各資産の金額から直接控除しております。

表示方法の変更

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

 ─────

 

（貸借対照表） 

　「短期リース債務」は、前連結会計年度まで流動負債の

「その他」に含めて表示しておりましたが、当連結会計年

度において重要性が増したため区分掲記いたしました。 

　 なお、前連結会計年度末の「短期リース債務」は39,340

千円であります。

追加情報

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18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））に基づき、

当連結会計年度から法人事業税の付加価値割および資本

割26,304千円を販売費及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

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
（平成17年３月31日）

当連結会計年度
（平成18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、

7,400,602千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、

7,779,167千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．　　　　　　　　同左

※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。

担保に供している資産

定期預金 10,000千円

建物及び構築物 1,351,328 （1,276,638千円）

機械及び装置 497,844 （　497,844　　）

工具器具備品 15,944 （　 15,944　　）

土地 1,545,400 （1,280,572　　）

合計 3,420,518 （3,071,000　　）

担保に供している資産

定期預金     10,000千円

建物及び構築物 1,265,397 （1,195,331千円）

機械及び装置 478,566 （　478,566　　）

工具器具備品 12,094 （   12,094　　）

土地 1,545,400 （1,280,572　　）

合計 3,311,459 （2,966,565　　）

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 1,575,000 （1,575,000　　）

合計 2,325,000 （2,115,000　　）

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 1,035,000 （1,035,000　　）

合計 1,785,000 （1,575,000　　）

　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。

※４．無形固定資産その他の中には連結調整勘定2,107千

円が含まれております。

※４．無形固定資産その他の中には連結調整勘定1,264千

円が含まれております。

※５．当社の発行済株式総数は、普通株式7,700,000株で

あります。

※５．当社の発行済株式総数は、普通株式7,700,000株で

あります。

※６．連結会社が保有する自己株式の数は、普通株式4,749

株であります。

※６．連結会社が保有する自己株式の数は、普通株式6,349

株であります。
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（連結損益計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18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。

給料手当 1,389,450千円

賞与引当金繰入額 124,000

退職給付費用 129,579

役員退職慰労引当金繰入額 12,434

荷造運賃 1,701,957

給料手当    1,533,355千円

賞与引当金繰入額 132,000

退職給付費用 75,502

役員退職慰労引当金繰入額 10,627

荷造運賃 1,614,211

※２．一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費

　　　　　　　　　　　　　　　　 369,153千円

※２．一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費

　　　　　　　　　　　　　　　　 329,675千円

※３．固定資産売却益は、機械装置の売却によるものであ

ります。

※３．　　　　　　　　―――――

※４．固定資産除却損の内訳は、次のとおりであります。 ※４．固定資産除却損の内訳は、次のとおりであります。

建物及び構築物 4,487千円

機械装置及び運搬具 5,054

工具器具備品 1,284

計 10,826

建物及び構築物    1,114千円

機械装置及び運搬具 10,809

工具器具備品 2,335

計 14,258

※５．固定資産売却損の内訳は、次のとおりであります。 ※５．　　　　　　　　―――――

土地（旧福山営業所） 1,960千円

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日

至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

※１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係

※１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係

（平成17年３月31日） （平成18年３月31日）

現金及び預金勘定 992,240千円

預金期間が３ヵ月を超える定期

預金
△10,000

現金及び現金同等物 982,240

現金及び預金勘定      928,491千円

預金期間が３ヵ月を超える定期

預金
△10,000

現金及び現金同等物 918,491
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①　リース取引

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18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）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額

及び期末残高相当額

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額

及び期末残高相当額

取得価額
相当額
（千円）

減価償却
累計額相
当額
（千円）

期末残高
相当額
（千円）

機械装置及び
運搬具

1,339,421 1,045,551 293,869

工具器具備品 106,968 34,991 71,977

ソフトウェア 54,598 31,872 22,726

計 1,500,989 1,112,415 388,573

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

996,495 884,097 112,397

工具器具備品 142,386 56,360 86,025

ソフトウェア 66,525 41,566 24,958

計 1,205,406 982,024 223,382

(2）未経過リース料期末残高相当額  (2）未経過リース料期末残高相当額等

未経過リース料期末残高相当額

１年内 241,092千円

１年超 186,218

計 427,310

１年内    93,510千円

１年超 147,073

計 240,584

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額 (3）支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償

却費相当額、支払利息相当額及び減損損失

支払リース料 251,051千円

減価償却費相当額 222,173

支払利息相当額 13,680

支払リース料  254,060千円

減価償却費相当額 225,077

支払利息相当額 7,862

(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

(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

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 未経過リース料

１年内 9,099千円

１年超 17,571

計 26,670

１年内    42,457千円

１年超 115,206

計 157,663

 （減損損失について）

 リース資産に配分された減損損失はありません。
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②　有価証券

１．その他有価証券で時価のあるもの

種類

前連結会計年度(平成17年３月31日) 当連結会計年度(平成18年３月31日)

取得原価
（千円）

連結貸借対
照表計上額
（千円）

差額
（千円）

取得原価
（千円）

連結貸借対
照表計上額
（千円）

差額
（千円）

(1）連結貸借対照表計上額が取得

原価を超えるもの

①　株式 326,527 565,473 238,946 339,777 849,042 509,265

②　債券

国債・地方債等 － － － － － －

社債 － － － － － －

その他 － － － － － －

③　その他 － － － － － －

小計 326,527 565,473 238,946 339,777 849,042 509,265

(2）連結貸借対照表計上額が取得

原価を超えないもの

①　株式 10,020 9,804 △215 2,372 2,306 △66

②　債券

国債・地方債等 － － － － － －

社債 － － － － － －

その他 － － － － － －

③　その他 － － － － － －

小計 10,020 9,804 △215 2,372 2,306 △66

合計 336,547 575,278 238,730 342,149 851,348 509,199

　（注）　前連結会計年度において、投資有価証券について1,500千円減損処理を行っております。

　　　　　当連結会計年度において、投資有価証券について4,224千円減損処理を行っております。

２．前連結会計年度及び当連結会計年度中に売却したその他有価証券

前連結会計年度
（自平成16年４月１日　至平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自平成17年４月１日　至平成18年３月31日）

売却額（千円）
売却益の合計額

（千円）
売却損の合計額

（千円）
売却額（千円）

売却益の合計額
（千円）

売却損の合計額
（千円）

－ － － － － －

３．時価評価されていない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額

前連結会計年度（平成17年３月31日現在）

(1）その他有価証券

非上場株式 22,200千円

当連結会計年度（平成18年３月31日現在）

(1）その他有価証券

非上場株式 21,250千円
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③　デリバティブ取引

１．取引の状況に関する事項

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

(1）取引の内容及び利用目的

　デリバティブ取引は、通貨関連では外貨建債権債務等

の為替変動リスクを回避し、安定的な利益の確保を図る

目的で通貨スワップ取引を、金利関連では調達資金の将

来の金利市場における金利変動リスクを回避する目的で

金利スワップ取引を利用しております。

(1）取引の内容及び利用目的

同左

(2）取引に対する取組方針

　デリバティブ取引は、将来の金利および為替変動によ

るリスク回避を目的としており、投機目的では利用しな

い方針であります。

(2）取引に対する取組方針

同左

(3）取引に係るリスクの内容

　利用しているデリバティブ取引に関しては、将来の為

替変動および金利変動に係るリスク（市場リスク）を有

しております。

　なお、デリバティブ取引の相手方は、信用度の高い金

融機関であり信用リスクはほとんどないものと認識して

おります。

(3）取引に係るリスクの内容

同左

(4）取引に係るリスク管理体制

　デリバティブ取引の基本方針、限度額、運用基準は年

度計画において取締役会で決定しております。経理シス

テムグループは経営審議会の承認に基づいて取引の実行

を行っております。また、取引の管理は経理システムグ

ループが行っており、定期的に取締役会および経営審議

会に取引の結果を報告しております。

(4）取引に係るリスク管理体制

同左

(5）取引の時価等に関する事項についての補足説明

　通貨スワップ取引における契約額等は、あくまでも計

算上の想定元本であり、当該金額自体がそのまま取引に

係るリスクを表すものではありません。

(5）取引の時価等に関する事項についての補足説明

同左
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２．取引の時価等に関する事項

前連結会計年度（平成17年３月31日現在）

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益

(1）通貨関連

区分 種類
契約額等
（千円）

契約額等のうち１
年超

（千円）

時価
（千円）

評価損益
（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 △113,799 △113,799

合計 6,466,814 6,466,814 △113,799 △113,799

　（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基づいております。

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。

当連結会計年度（平成18年３月31日現在）

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益

(1）通貨関連

区分 種類
契約額等
（千円）

契約額等のうち１
年超

（千円）

時価
（千円）

評価損益
（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 1,877 1,877

合計 6,466,814 6,466,814 1,877 1,877

　（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基づいております。

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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④　退職給付

１．採用している退職給付制度の概要

(1）当社の退職給付制度

　当社は、確定給付型の制度として、厚生年金基金制度および適格退職年金制度を設けております。また、

従業員の退職等に際しては、退職給付会計に準拠した数理計算による退職給付債務の対象とされない割増退

職金を支払う場合があります。

(2）制度別の補足説明

① 厚生年金基金 設定時期 その他

当社 平成３年10月 （注）

　（注）　年金資産を合理的に計算できない総合設立型の厚生年金基金にかかる年金資産の額は、前連結会

計年度は1,469,494千円、当連結会計年度は2,024,959千円であります。

② 適格退職年金 設定時期 その他

当社 平成３年10月 －

２．退職給付債務及びその内訳

前連結会計年度

（平成17年３月31日）

当連結会計年度

（平成18年３月31日）

(1）退職給付債務（千円） △843,901 △907,975

(2）年金資産（千円） 682,751 851,406

(3）未積立退職給付債務（1）＋（2）（千円） △161,150 △56,568

(4）会計基準変更時差異の未処理額（千円） － －

(5）未認識数理計算上の差異（千円） － －

(6）未認識過去勤務債務（債務の減額）（千円） － －

(7）
連結貸借対照表計上額純額

（3)＋(4)＋(5)＋(6)（千円）
△161,150 △56,568

(8）前払年金費用（千円） － －

(9）退職給付引当金（7）－（8）（千円） △161,150 △56,568

３．退職給付費用の内訳

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

退職給付費用（千円） 206,548 133,672

(1）勤務費用（千円） 195,070 188,630

(2）利息費用（千円） 13,320 14,345

(3）期待運用収益（減算）（千円） △5,879 △6,827

(4）会計基準変更時差異の費用処理額(千円) － －

(5）数理計算上の差異の費用処理額（千円） 4,037 62,476

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

前連結会計年度
（平成17年３月31日）

当連結会計年度
（平成18年３月31日）

(1）割引率（％） 1.7 1.7

(2）期待運用収益率（％） 1.0 1.0

(3）退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 期間定額基準

(4）過去勤務債務の処理年数 － －

(5）会計基準変更時差異の処理年数（年） ４  ４

(6）数理計算上の差異の処理年数 発生年度一括処理 発生年度一括処理
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⑤　税効果会計

前連結会計年度
（平成17年３月31日）

当連結会計年度
（平成18年３月31日）

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

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

（単位：千円）

繰延税金資産（流動）

未払事業税 8,226

賞与引当金 82,800

貸倒引当金 12,294

その他 8,392

111,714

繰延税金資産（固定）

役員退職慰労引当金 87,177

退職給付引当金 64,460

減価償却費 5,120

投資有価証券評価損 32,323

通貨スワップ評価損 45,506

貸倒損失 24,506

その他 30,285

289,380

繰延税金資産合計 401,094

繰延税金負債

連結子会社の留保利益 △9,873

固定資産圧縮積立金 △1,989

その他有価証券評価差額金 △95,492

繰延税金資産の純額 293,739

（単位：千円）

繰延税金資産（流動）

未払事業税 26,836

賞与引当金 86,400

貸倒引当金 6,644

その他 11,122

131,002

繰延税金資産（固定）

役員退職慰労引当金 91,428

退職給付引当金 22,627

減価償却費 5,691

投資有価証券評価損 31,773

減損損失 7,078

貸倒損失 1,200

その他 29,880

189,680

繰延税金資産合計 320,682

繰延税金負債

連結子会社の留保利益 △12,203

固定資産圧縮積立金 △1,751

その他有価証券評価差額金 △203,679

繰延税金資産の純額 103,048

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

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳

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

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳

（単位：％）

法定実効税率 40.0

（調整）

交際費等永久に損金に算入されない

項目
2.2

住民税均等割等 2.9

連結子会社の留保利益の税効果 0.8

子会社清算による影響額 △5.2

連結子会社の税率差異 △1.0

その他 0.4

税効果会計適用後の法人税等の負担率 40.1

（単位：％）

法定実効税率 40.0

（調整）

交際費等永久に損金に算入されない

項目
2.2

住民税均等割等 2.7

連結子会社の留保利益の税効果 0.2

連結子会社の税率差異 △1.0

その他 △0.0

税効果会計適用後の法人税等の負担率 44.1
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⑥　セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

前連結会計年度（自　平成16年４月１日　至　平成17年３月31日）

　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。

当連結会計年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

　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。

ｂ．所在地別セグメント情報

前連結会計年度（自　平成16年４月１日　至　平成17年３月31日）

　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金額の合計額

に占める割合がいずれも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。

当連結会計年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

　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金額の合計額

に占める割合がいずれも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。

ｃ．海外売上高

前連結会計年度（自　平成16年４月１日　至　平成17年３月31日）

　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。

当連結会計年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

　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。

⑦　関連当事者との取引

前連結会計年度（自　平成16年４月１日　至　平成17年３月31日）

　該当事項はありません。

当連結会計年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

　該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１株当たり純資産額 903円44銭

１株当たり当期純利益金額 90円77銭

１株当たり純資産額 1,017 円48銭

１株当たり当期純利益金額  93円18銭

　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。

　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。

前連結会計年度
(自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日)

当期純利益（千円） 710,625 731,073

普通株主に帰属しない金額（千円） 11,986 14,020

（うち利益処分による役員賞与金） (11,986) (14,020)

普通株式に係る当期純利益（千円） 698,639 717,053

期中平均株式数（株） 7,696,056 7,694,615
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（重要な後発事象）

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

中国における合弁会社設立について

　当社は、平成17年４月13日の取締役会において、中国で

の合弁会社設立を決議し、平成17年４月18日に契約を締結

いたしました。

 ―――――

 

１．合弁会社設立の理由

　当社の商品開発力・生産技術力と中国合弁先の原材料

調達力・工場運営力とを相乗させた生産拠点として、日

本での需要増対応、新製品の開発加速、安定品質、低コ

ストの更なる追求により、中国での内需市場および北米

市場も視野に入れた事業展開を図るものであります。

 

 

２．設立する合弁会社の概要

(1）会社名

愛康食品（青島）有限公司

 

 

 

(2）本店所在地

中国　山東省　菜西市　万福工業園

 

 

(3）登録資本

5,036千米ドル

 

 

(4）出資比率

当社：青島万福集団股份有限公司　＝　50：50

 

 

(5）事業内容

寿司用食材や惣菜類などの製造・販売

 

 

(6）設立

平成17年５月23日

 

 

(7）操業開始

平成18年１月（予定）

 

 

３．合弁提携先の会社概要

(1）会社名

青島万福集団股份有限公司

 

 

 

(2）所在地

中国　山東省　菜西市　威海西路42号

 

 

(3）資本金

38百万人民元

 

 

(4）事業内容

冷凍食品の製造・販売、養豚・養鶏
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５．生産・受注および販売の状況
(1）生産実績

分類
前連結会計年度

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

玉子焼類（千円） 7,614,975 7,921,138

味付かんぴょう・しいたけ類（千円） 1,735,512 1,833,836

蒲鉾類（千円） 1,725,649 1,813,021

その他（千円） 1,310,714 1,387,111

合計（千円） 12,386,852 12,955,108

　（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

分類
前連結会計年度

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

玉子焼類（千円） 8,880,047 9,326,155

味付かんぴょう・しいたけ類

（千円）
1,981,749 2,080,863

蒲鉾類（千円） 1,730,748 1,787,908

自社企画ブランド品（千円） 5,415,863 6,553,215

その他（千円） 1,315,784 1,407,599

製品計（千円） 19,324,193 21,155,741

常温食品（千円） 2,346,780 2,391,306

冷凍・冷蔵食品（千円） 7,517,011 7,606,958

その他（千円） 96,495 10,581

商品計（千円） 9,960,288 10,008,847

合計（千円） 29,284,481 31,164,588

　（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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