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1.  21年3月期の連結業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

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

21年3月期 240,381 19.5 8,493 127.9 7,329 120.3 2,669 122.0
20年3月期 201,189 13.2 3,727 △7.1 3,327 △5.0 1,202 13.7

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利

益率 総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

21年3月期 14.99 ― 5.5 5.0 3.5
20年3月期 6.68 ― 2.4 2.2 1.9

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  △340百万円 20年3月期  118百万円

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

21年3月期 143,637 49,783 34.3 280.14
20年3月期 150,605 48,977 32.1 269.67

（参考） 自己資本   21年3月期  49,310百万円 20年3月期  48,308百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円

21年3月期 12,858 △4,072 △7,227 5,097
20年3月期 △442 △4,050 4,487 3,538

2.  配当の状況 

（注）配当金の内訳 普通配当 6円00銭 特別配当 1円00銭 

1株当たり配当金 配当金総額
（年間）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

20年3月期 ― 0.00 ― 6.00 6.00 1,074 89.8 2.2
21年3月期 ― 0.00 ― 7.00 7.00 1,232 46.7 2.5
22年3月期 

（予想） ― 0.00 ― 6.00 6.00 33.0

3.  22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 1株当たり当期
純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期 
連結累計期間

107,000 △11.8 4,500 △12.5 4,000 △15.8 2,300 △13.3 13.07

通期 211,000 △12.2 7,700 △9.3 6,700 △8.6 3,200 19.9 18.18

－ 1 －



4.  その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(2) 連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

（注）詳細は、19、20ページ「（6）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」、23ページ「（7）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」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注）1株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、43ページ「1株当たり情報」をご覧ください。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期 180,649,898株 20年3月期 180,649,898株
② 期末自己株式数 21年3月期  4,625,878株 20年3月期  1,509,213株

（参考）個別業績の概要 

1.  21年3月期の個別業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

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

21年3月期 159,590 21.2 7,077 104.3 6,294 110.4 2,149 565.7
20年3月期 131,697 15.5 3,465 △9.2 2,991 △13.4 322 △71.6

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

21年3月期 12.07 ―
20年3月期 1.79 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

21年3月期 112,110 44,909 40.1 255.10
20年3月期 117,587 46,075 39.2 257.20

（参考） 自己資本 21年3月期  44,909百万円 20年3月期  46,075百万円

2.  22年3月期の個別業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、
記載された将来の計画数値、施策の実現を確約したり、保証するものではありません。 
なお、業績予想に関する事項は3ページから6ページの「1.経営成績(1)経営成績に関する分析」及び「(2)財政状態に関する分析」をご覧ください。 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期 
累計期間

70,000 △13.4 3,400 △23.4 3,000 △28.9 1,600 △31.1 9.09

通期 136,000 △14.8 6,000 △15.2 5,100 △19.0 2,200 2.3 12.50

－ 2 －



①当期の経営成績 

 当連結会計年度の我が国経済は、米国発の金融危機が世界的な規模に拡大したことにより、為替相場

の急激な円高進行、株式相場の大幅な下落等に見舞われ、歴史的な景気後退局面を迎える深刻な状況と

なりました。 

 食品業界におきましても、穀物価格や原油価格の乱高下を反映して原材料価格や生産コストが甚大な

影響を受けたこと、また、食の安全に対する信頼を損なう不祥事が相次いだことにより、経営環境は依

然として厳しいものとなりました。 

 このような状況の中、当グループは、中期計画「SHOWA-ism計画06-08」の 終年度である当連結会計

年度において、基本姿勢として掲げる「改革の実現」、「経営基盤の強化」、「グループ経営の強化・

向上」、「CSRの推進」に基づき、目標達成に向かって経営に取り組んでまいりました。 

 これらの結果、連結売上高は240,381百万円と前連結会計年度に比べ39,192百万円（19.5％）の増収

となりました。利益面では、生産・販売効率の改善によるコスト削減に努めたことや、前期における原

材料調達コスト増加分の価格是正が当期において進んだことなどにより、営業利益は8,493百万円と前

連結会計年度に比べ4,765百万円（127.9％）の増益となり、経常利益も7,329百万円と前連結会計年度

に比べ4,001百万円（120.3％）の増益となりました。 

 当期純利益は、特別損失に固定資産減損損失を計上しましたが、2,669百万円と前連結会計年度に比

べ1,467百万円（122.0％）の増益となりました。 

  

セグメント別の概況は次のとおりであります。 

 

＜食 品 事 業＞ 

 食品事業は、プレミックス類の拡販が順調に推移したことや、期中で副産物市況が堅調に推移したこ

と、穀物価格・原油価格が乱高下するなか適正価格での販売に努めたことなどから、当連結会計年度の

売上高は170,033百万円と前連結会計年度に比べ26,437百万円（18.4％）の増収となりました。営業利

益は、生産・販売コストの削減に努めたことや、前期における原材料調達コスト増加分の価格是正が当

期において進んだことなどにより、7,203百万円と前連結会計年度に比べ5,679百万円（372.7％）の増

益となりました。 

 

製 粉 部 門 

 小麦粉は、外国産小麦の政府売渡価格が４月には平均30％、10月には平均10％値上げとなったことに

伴い、製品価格につき４月25日、11月１日と二度の値上げを実施しました。前期からの度重なる製品価

格改定の影響から需要が低迷する中、新製品の投入や提案型の営業活動を展開しましたが、販売数量は

前年同期を下回りました。プレミックスは、新製品の投入や講習会の開催などの販売促進活動を進めた

結果、販売数量は増加しました。ふすまは、海外穀物相場が堅調に推移したことにより、販売価格も堅

調に推移し、販売数量も前年同期を上回りました。 

 これらの結果、売上高は48,043百万円（前年同期比22.0％増）となりました。 

  

油 脂 部 門 

 食用油、業務用食材とも、上半期においては、各種穀物原料価格の高騰に加え、海上運賃や原油価格

高騰による調達・物流コストの上昇が続いたことから、価格是正を 優先した販売となりました。下半

期においては、世界的な景気悪化の影響を受けて国内消費マインドが減退する中での販売活動となりま

した。このような状況の下、従来からの業態別ユーザー対応の販売に注力した結果、斗缶の販売数量は

前年同期並となりました。一方、業務用食材は、中食市場、加工メーカーへの販売強化・注力を進めま

したが、パスタ製品については輸入品増加の影響を受け、また、天ぷら粉を中心とするプレミックス製

品については消費減退の影響を受けて、いずれも前年同期を下回る販売数量となりました。 

 これらの結果、下半期の販売数量の減少がありましたが、上半期の販売価格の是正により、売上高は

58,021百万円（前年同期比20.6％増）となりました。 

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析
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ぶどう糖 部門 

 糖化製品は、炭酸飲料のヒット商品が多く出たことにより異性化糖の販売数量が増加したものの、ビ

ール系飲料で各社が糖質を抑えた新商品を投入したことなどが影響し、水あめの販売数量が減少しまし

た。一方、粉末水あめ等の機能性商品は、提案型営業を継続し、増加傾向となりました。また、乾燥で

ん粉は、若者のビール離れに加え、下半期の景気後退により発泡酒、第三のビールの需要が増加し、ビ

ール用需要が減退したことから販売数量は減少しました。 

 販売価格に関しては、上半期のとうもろこしの価格高騰を反映した適正価格での販売に注力した結

果、糖化製品・乾燥でん粉共に前年同期を上回りました。 

 これらの結果、売上高は35,013百万円(前年同期比14.8％増)となりました。 

 

家庭用食品部門 

 家庭用食品部門は、各商品につき売上高の拡大と共に収益を重視した営業活動を行ないました。食用

油は、穀物・油脂原料価格の乱高下により原料事情の見通しが難しい中、価格の改定・適正価格での販

売に努めました。小麦粉加工品は、小麦の政府売渡価格の変更に伴う価格改定を行い、食用油同様に収

益を重視した適正価格での販売を推進しました。特に主力商品である天ぷら粉、お好み焼粉、ホットケ

ーキミックス等のプレミックス製品については、金融危機による景気減速及び食の安心安全の問題から

『内食回帰』『手作り回帰』のトレンドをふまえ、年間計画に基づいた企画提案営業を実施したことか

ら、拡販を達成することができました。ギフトセットは、市場が縮小する中で歳暮期よりリニューアル

を行い積極的な販売を行いましたが、販売数量は若干減少しました。 

 これらの結果、売上高は26,017百万円（前年同期比12.9％増）となりました。 

 

冷凍食品 部門 

 冷凍食品の販売数量は、たこ焼き、今川焼き、プチケーキなど、コンビニエンスストア・外食向けの

スナック製品が順調に伸長した結果、前年同期を上回りました。 

 これらの結果、売上高は2,938百万円（前年同期比14.4％増）となりました。 

  

＜飼 料 事 業＞ 

 配合飼料の販売は、引き続き利益率を重視した活動を展開しました。養鶏用飼料は、関東地区におい

て、鶏卵販売事業と合わせ鶏卵生産者との関係を強化した結果、販売数量が増加しました。養豚用飼料

は、前期から注力している肉質向上を重視した飼料の拡販により、販売数量が増加しました。牛用飼料

も、肉牛用を中心に、生産者との間で肉質向上の取り組みを推進することにより、拡販を達成しまし

た。このような販売活動により、配合飼料全体の販売数量は前年同期を上回ることができました。配合

飼料の販売価格は、穀物原料相場の乱高下に伴い、３回の値上げと１回の値下げを実施した結果、前年

同期を上回りました。 

 これらの結果、配合飼料の売上高は前年同期に対して大幅に増加しました。 

 鶏卵についても、優良産地に注力することにより販売数量が増加しました。また、鶏卵相場が前年同

期比116％と上昇したこともあって、売上高についても増加しました。 

 飼料事業全体では、当連結会計年度の売上高は64,681百万円と前連結会計年度に比べ13,181百万円

（25.6％）の増収となりました。利益面では、期中の穀物価格の高騰によるコスト増加分の価格転嫁が

未達となったことや配合飼料価格安定基金の積み増しなどもあり、117百万円の営業損失と前連結会計

年度に比べ528百万円の減益となりました。  

  

＜倉 庫 事 業＞ 

 穀物サイロ関連では、貨物獲得競争が激化する中、商社や主要ユーザーとの取り組みを強化し荷役量

の増加に努めました。しかしながら、穀物相場の乱高下が配船にも大きく影響し、上半期に小麦・とう

もろこしを中心とした船が集中的に入港し、サイロ保管余力が圧迫されたことに加え、主要取扱穀物で

あるライ麦が、欧州での作況悪化により日本向けに輸出されなかった等の要因から荷役量は前年同期を

下回りました。また、株式会社ショウレイにおける冷凍倉庫事業の荷役量は前年同期を上回りました。 

 これらの結果、倉庫事業の当連結会計年度の売上高は3,544百万円と前連結会計年度に比べ146百万円

（4.0％）の減収となり、営業利益も1,482百万円と前連結会計年度に比べ104百万円（6.6％）の減益と

なりました。  
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＜そ の 他 事 業＞ 

 不動産事業では、量販店向け賃貸設備の賃貸価格の値下げや、平成19年12月に賃貸用太田ビル（群馬

県太田市）を売却したことなどにより賃料収入が減少しました。  

 これらの結果、その他事業の当連結会計年度の売上高は2,122百万円と前連結会計年度に比べ280百万

円（11.7％）の減収となり、営業利益も1,350百万円と前連結会計年度に比べ240百万円（15.1％）の減

益となりました。  

  

 ②次期の見通し 

 今後の食品業界におきましては、昨年度前半までの穀物原料相場の暴騰からは落ち着いたものの、世

界的な穀物需要は引き続き高い水準であることから、穀物原料相場は今後も高い水準で推移することが

考えられます。一方で、世界経済の悪化により、国内での低価格志向による競争は一層激しくなってお

り、食品価格に大きな影響を与えております。 

 当グループといたしましては、平成２２年３月期よりスタートする「中期経営計画09－11」の達成を

目指し、安全で高品質な製品を提供し、更なるコスト削減、付加価値の高い製品開発に注力すること

で、こうした厳しい経済環境に対処してまいります。 

 現時点での通期（平成２２年３月期）の業績は、売上高2,110億円、営業利益77億円、経常利益67億

円、当期純利益32億円を見込んでおります。 
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①資産・負債及び純資産の状況 

 総資産は、143,637百万円と前連結会計年度に比べ6,968百万円減少しました。主な減少要因は、たな

卸資産で在庫数量の減少などにより4,152百万円、有形固定資産で減損損失の計上などにより4,244百万

円、投資有価証券で期末時価評価の洗い替えなどにより1,239百万円減少したことであります。一方、

主な増加要因は、売上高の増収に伴い売掛債権が1,593百万円増加したことであります。負債の部は、

93,854百万円と前連結会計年度に比べ7,774百万円減少しております。主な減少要因は、第4四半期で穀

物原料相場が下げ基調になったことなどから、有利子負債で5,279百万円、買掛債務で4,251百万円減少

したことであります。一方、主な増加要因は未払法人税等で1,623百万円増加したことであります。 

 純資産の部は、49,783百万円と前連結会計年度に比べ805百万円増加しました。主な増加要因は、当

期純利益2,669百万円の計上や持分法適用会社増加による剰余金の増加1,565百万円であります。一方、

主な減少要因は、期末配当金の支払により1,074百万円、自己株式取得により856百万円、株式相場の低

迷などによりその他有価証券評価差額金が1,469百万円減少したことであります。 

 これらの結果、自己資本比率は32.1％から34.3％となりました。 

  

②キャッシュ・フローの状況 

 当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益5,427百万円、減

価償却費7,007百万円等による資金の増加があったため、法人税等1,718百万円の支払等がありました

が、合計では12,858百万円の収入となり、前連結会計年度に比べ13,301百万円の増加となりました。  

 投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の売却による514百万円の収入等がありました

が、主に投資有価証券の取得で771百万円、有形固定資産の取得で4,078百万円の資金を使用したため、

合計では4,072百万円の支出となり、前連結会計年度に比べ22百万円支出が増加しました。  

 財務活動によるキャッシュ・フローについては、これらで得たフリー・キャッシュ・フロー8,786百

万円を原資として、借入金の返済、配当金1,074百万円の支払等を行った結果、7,227百万円の支出とな

り、前連結会計年度に比べ11,714百万円減少しました。  

 以上の結果、当連結会計年度末の現金及び現金同等物の残高は5,097百万円となり、前連結会計年度

末に比べ1,558百万円の増加となりました。  

  

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 
  ※各指標の基準は下記の通りです。いずれも連結ベースの財務指標により計算しております。 
   自己資本比率：自己資本/総資産 
   時価ベースの自己資本比率：株式時価総額/総資産 
   キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債/キャッシュ・フロー 
   インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー/利払い 
   株式時価総額：決算期末日の株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後） 
   決算期末日の終値：平成21年3月期 277円、平成20年3月期 238円、平成19年3月期 290円 
            平成18年3月期 351円、平成17年3月期 303円 
   キャッシュ・フロー：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 
   有利子負債：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 
   利払い：連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額 
   ◎「キャッシュ・フロー対有利子負債比率」、「インタレスト・カバレッジ・レシオ」につい   
    て営業キャッシュ・フローがマイナスの場合、記載しておりません。 
  
   （次期の財政状態の見通し） 
    平成22年３月通期の設備投資額は65億円、減価償却費は73億円、期末有利子負債残高は510億 
    円を見込んでおります。 

  

(2) 財政状態に関する分析

平成21年3月期 平成20年3月期 平成19年3月期 平成18年3月期 平成17年3月期

自己資本比率（％） 34.3 32.1 34.8 36.3 34.1

時価ベースの自己資本比率
（％）

33.9 28.3 35.6 44.6 39.9

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率（年）

4.1 － 9.2 5.4 6.7

インタレスト・カバレッジ・
レシオ（倍）

17.1 － 11.3 21.1 15.2
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当社では、長期的に安定した配当の継続を目指しつつ、経営基盤の一層の安定化を図ることを基本方

針としております。  

 今後も、戦略的な事業投資など長期的な企業価値向上に資するための内部留保を充実させつつ、株主

優待制度と併せて、株主の皆様への安定した利益還元を行ってまいります。 

 当期（平成２１年３月期）の期末配当金につきましては、当期の業績等を勘案し、当初予定の１株当

たり６円に加え、特別配当１円を増額した合計７円を予定しております。 

 次期（平成２２年３月期）につきましては、１株につき６円を予定しております。 

  

当グループの経営成績、株価および財政状態等に影響を及ぼす可能性のあるリスクには以下のような

ものがあります。なお、文中における将来に関する事項は、当決算短信発表時点において当グループが

判断したものであります。  

  

①穀物原料調達  

 当グループの主要営業品目の原料である小麦、大豆、菜種、とうもろこしなどは、主に海外から調達

しております。そのため、原料コストは、穀物相場ならびに為替相場、さらにはそれらを運ぶ穀物輸送

船賃の変動による影響を受けます。また、世界貿易機関（ＷＴＯ）等の交渉の進展によっては、大幅な

影響が発生する可能性があります。小麦については、国の麦政策に基づく売渡制度により調達している

ことから、その管理手法に大幅な変更があった場合は、リスクが発生する可能性があります。  

 昨今の穀物相場に見られるような急激な変化は、当グループの経営成績を大きく左右する可能性が有

りますが、その影響を 小限に抑えるべく原料価格に見合った適正な製品価格の改定や、コスト削減施

策の実施などに努めております。  

   

②製品安全  

 近年、食品の安全性に対する消費者の意識が高まっております。また法律や国からの指導、安全基準

についても一段と厳しくなっております。当グループは各種安心・安全対策への投資や、製品安全委員

会の活動など組織面での対策も実施しておりますが、万一異物混入や香味異常などによる製品回収の事

態が発生した場合には、当グループの経営成績や財政状態に影響を与える可能性があります。  

 またＢＳＥ（牛海綿状脳症）、鳥インフルエンザなどの家畜伝染病の発生による配合飼料販売への影

響などは、当グループを含む飼料畜産業界全体の経営成績に影響を与える可能性があります。  

  

③大規模災害  

 当グループは、生産拠点として茨城県神栖市など各地に大規模臨海工場を有しております。これら工

場設置地域においては、安全管理体制の確立や設備補強などの災害対策は講じておりますが、当グルー

プの想定以上の大規模災害が発生した場合には、当グループの経営成績や財政状態に影響を与える可能

性があります。  

  

④情報管理  

 当グループでは、コンピューターシステムの安定的な運用体制の整備、情報管理の徹底、コンピュー

ターウィルス対策などを推進しておりますが、当グループの予想を超えたウィルスや不正アクセスなど

があった場合、情報の漏洩やシステムトラブルによる費用等が発生する可能性があります。  

  

⑤資産運用  

 当グループにおける退職給付費用及び退職給付債務の算定につきましては、割引率等数理計算上で設

定される前提条件及び年金資産の時価や期待運用収益率に基づいているため、実際の結果が設定された

前提条件等と異なる場合は、当グループの経営成績や財政状態に影響を与える可能性があります。ま

た、経済情勢の変化等により、当社が株式を保有しております企業の倒産や株価低迷により損失を被る

可能性があります。  

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

(4) 事業等のリスク
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  当グループは、当社、子会社１７社および関連会社１２社により構成されており、小麦粉、植物油、ぶど

う糖、冷凍食品等の食品と飼料の製造販売、倉庫業を主な内容とし、他に不動産の賃貸、運輸、外食等の事

業を行っています。 

  当グループの事業に係わる位置付け、および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。 

  

（食品事業） 

  当社は、小麦粉、植物油、ぶどう糖・水飴、二次加工食品等の製造販売を行っており、連結子会社昭産商

事㈱および非連結子会社１社は当社製品を購入し販売しています。連結子会社敷島スターチ㈱および関連会

社１社はコーンスターチ、ぶどう糖の製造販売を、連結子会社木田製粉㈱、㈱内外製粉および関連会社２社

は小麦粉等の製造販売を行い、当社はそれらの製品の一部を購入し販売しています。関連会社新日本化学工

業㈱は食品用酵素等の製造販売を行っており、当社はその製品の一部を購入しています。非連結子会社㈱菜

花堂は連結子会社昭産商事㈱から小麦粉を購入し和菓子等の製造販売を、連結子会社昭和冷凍食品㈱、㈱ス

ウィングベーカリーおよび関連会社３社は冷凍食品等食品の製造販売を行っています。また、非連結子会社

㈱ファミリーフーズは餃子等の食品の製造販売を行っており、連結子会社㈱オーバンは、たい焼き等を中心

にチェーン展開を行っています。 

（飼料事業） 

  当社は、関連会社鹿島飼料㈱他に配合飼料の生産を委託し、販売しています。連結子会社昭産商事㈱は、

当社製品を購入し販売しています。連結子会社九州昭和産業㈱および関連会社１社は、配合飼料の製造販

売、畜産物等の販売を行っており、連結子会社昭和鶏卵㈱は洗卵・選別による鶏卵の販売を行っています。

（倉庫事業） 

  当社および関連会社鹿島サイロ㈱他１社は当社他穀物の荷役・保管を、連結子会社㈱ショウレイは当グル

ープ他の冷凍食品等の保管を行っています。 

（その他事業） 

  当社および連結子会社昭産開発㈱は建物等の賃貸業を、連結子会社昭産運輸㈱および関連会社１社は当社

製品等の輸送を行っています。 

  連結子会社㈱昭産ビジネスサービスは当社の関係会社に対し金銭の貸付を含む経営コンサルタント業を行

っています。 

  なお上記以外の会社で、その他事業を営んでいる非連結子会社は１社であります。 

2. 企業集団の状況
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 事業の系統図は、以下のとおりであります。 
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昭和産業グループは、大地の恵みを元として、「人々の健康で豊かな食生活に貢献する」ことを経営

理念としております。  

 穀物を原料とする食品素材を軸にした総合食品メーカーとして、これまで培ってきた小麦粉、植物

油、糖化製品、パスタ、配合飼料などの各事業における技術やノウハウを 大限発揮していくことによ

り、「市場に価値を認められる、安全で安心できる食品を安定的に供給する」という社会的使命を果た

してまいります。  

 また、ステークホルダーに対して企業としての責任を果たしていく為に、昭和産業グループＣＳＲ行

動規範を定め、ＣＳＲの推進に努めております。  

2009年4月開始の３ヶ年計画、「中期経営計画09－11」では、 終年度の2012年3月期の目標として、

連結売上高2,150億円、連結経常利益85億円の達成を目指しております。 

食品業界におきましては、近年穀物原料の国際相場の大幅な変動が続き、世界各地での異常気象やバ

イオ燃料などによる価格の急騰は落ち着いたものの、当社の取り扱う穀物原料価格は依然として高い水

準で推移しております。一方で、世界的不況の影響もあり、市場における低価格志向による企業間競争

は一層激しさを増しております。  

 こうした情勢の中で、当グループとしては、「中期経営計画09－11」で掲げる課題の達成に向け、施

策を推進することで、安心で高品質な価値ある製品の提供を柱とした企業の社会的責任を果たしてまい

ります。  

 「中期経営計画09－11」では、経営方針として、次の３つをキーワードに掲げております。 

「創造」：価値の創造、市場の創造、競争力の創造により、総合食品メーカーとしての更なる発展を

      目指します。            

「安心」：当社の企業理念である「人々の健康で豊かな食生活に貢献する」を実現する為に、安全で

      安心・高品質な食の提供の為の仕組みを更に充実させます。 

「成長」：社員の成長を補助する人材育成の仕組み、仕事と生活の充実を支援する仕組みを整備し、

      企業と社員が互いに成長する関係を構築します。 

また、「中期経営計画09－11」の基本戦略としては、次の５つを課題としております。  

 ①財務体質の強化  

 ②成長分野への注力  

 ③基盤事業の再成長  

 ④グループシナジーの追求  

 ⑤ＣＳＲ経営の推進  

 お客様にとってのベストパートナーを目指し、これら経営方針及び基本戦略で掲げる目標の達成に取

り組んでまいります。  

  

  

3. 経営方針

(1) 会社の経営の基本方針

(2) 目標とする経営指標

(3) 中長期的な会社の経営戦略および会社の対処すべき課題
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4.【連結財務諸表】

(1)【連結貸借対照表】 

(単位：百万円) 

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 3,538 5,100 

受取手形及び売掛金 30,955 ※5 32,549 

有価証券 1 0 

たな卸資産 23,698 － 

商品及び製品 － 7,822 

仕掛品 － 1,533 

原材料及び貯蔵品 － 10,190 

繰延税金資産 608 884 

その他 2,237 1,781 

貸倒引当金 △793 △382 

流動資産合計 60,246 59,480 

固定資産 

有形固定資産 

建物及び構築物（純額） ※3 32,524 ※3 31,169 

機械装置及び運搬具（純額） ※3 19,153 ※3 17,527 

土地 ※3 18,688 ※3 17,496 

リース資産（純額） － 75 

建設仮勘定 264 241 

その他（純額） 1,253 1,130 

有形固定資産合計 ※1 71,885 ※1 67,640 

無形固定資産 

リース資産 － 20 

その他 400 401 

無形固定資産 400 422 

投資その他の資産 

投資有価証券 ※2, ※3 13,094 ※2, ※3 11,855 

長期貸付金 1,248 1,161 

固定化営業債権 118 112 

前払年金費用 2,743 2,265 

その他 ※2, ※3 1,699 ※2, ※3 1,504 

貸倒引当金 △830 △805 

投資その他の資産合計 18,073 16,094 

固定資産合計 90,359 84,157 

資産合計 150,605 143,637 
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(単位：百万円) 

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

負債の部 

流動負債 

支払手形及び買掛金 ※3 17,614 ※3 13,363 

短期借入金 ※3 24,028 ※3 32,851 

コマーシャル・ペーパー 12,500 － 

リース債務 － 39 

未払法人税等 991 2,615 

賞与引当金 942 999 

預り金 242 453 

設備関係支払手形 2,007 1,824 

その他 7,259 8,590 

流動負債合計 65,586 60,737 

固定負債 

長期借入金 ※3 21,485 ※3 19,882 

リース債務 － 134 

繰延税金負債 4,247 2,865 

退職給付引当金 5,865 6,016 

役員退職慰労引当金 317 251 

債務保証損失引当金 39 － 

負ののれん 265 174 

その他 ※3 3,821 ※3 3,791 

固定負債合計 36,042 33,117 

負債合計 101,628 93,854 

純資産の部 

株主資本 

資本金 12,778 12,778 

資本剰余金 9,007 9,007 

利益剰余金 24,396 27,556 

自己株式 △388 △1,244 

株主資本合計 45,793 48,097 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 2,618 1,148 

繰延ヘッジ損益 △103 64 

評価・換算差額等合計 2,514 1,213 

少数株主持分 668 472 

純資産合計 48,977 49,783 

負債純資産合計 150,605 143,637 
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(2)【連結損益計算書】 

(単位：百万円) 

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

売上高 201,189 240,381 

売上原価 169,858 ※1 203,654 

売上総利益 31,330 36,727 

販売費及び一般管理費 ※2, ※3 27,603 ※2, ※3 28,234 

営業利益 3,727 8,493 

営業外収益 

受取利息 31 24 

受取配当金 231 235 

負ののれん償却額 104 94 

持分法による投資利益 118 － 

為替差益 329 234 

その他 532 495 

営業外収益合計 1,348 1,084 

営業外費用 

支払利息 628 725 

コマーシャル・ペーパー利息 100 104 

退職給付費用 705 705 

持分法による投資損失 － 340 

その他 314 372 

営業外費用合計 1,747 2,248 

経常利益 3,327 7,329 

特別利益 

固定資産売却益 ※4 876 ※4 25 

貸倒引当金戻入額 － ※5 28 

投資有価証券売却益 19 － 

債務保証損失引当金戻入額 － 39 

過年度関係会社税金等還付金 22 － 

特別利益合計 918 93 

特別損失 

固定資産廃棄損 ※6 568 ※6 403 

固定資産売却損 ※7 113 － 

減損損失 ※8 149 ※8 1,327 

投資有価証券売却損 7 0 

関連会社株式評価損 79 － 

投資有価証券評価損 94 254 

ゴルフ会員権評価損 13 4 

リース解約損 51 － 

貸倒引当金繰入額 ※9 298 － 

債務保証損失引当金繰入額 ※10 8 － 

その他 0 5 

特別損失合計 1,386 1,995 

税金等調整前当期純利益 2,859 5,427 

法人税、住民税及び事業税 1,719 3,319 

法人税等調整額 26 △571 

法人税等合計 1,746 2,748 

少数株主利益又は少数株主損失（△） △89 9 

当期純利益 1,202 2,669 
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(3)【連結株主資本等変動計算書】 

(単位：百万円) 

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

株主資本 

資本金 

前期末残高 12,778 12,778 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 12,778 12,778 

資本剰余金 

前期末残高 9,007 9,007 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 9,007 9,007 

利益剰余金 

前期末残高 24,004 24,396 

当期変動額 

剰余金の配当 △1,082 △1,074 

当期純利益 1,202 2,669 

過年度税効果等調整に伴う剰余金の増加
額 

272 － 

持分法の適用範囲の変動 － 1,565 

当期変動額合計 392 3,159 

当期末残高 24,396 27,556 

自己株式 

前期末残高 △63 △388 

当期変動額 

持分法の適用範囲の変動 － △1 

自己株式の取得 △324 △855 

当期変動額合計 △324 △856 

当期末残高 △388 △1,244 

株主資本合計 

前期末残高 45,725 45,793 

当期変動額 

剰余金の配当 △1,082 △1,074 

当期純利益 1,202 2,669 

過年度税効果等調整に伴う剰余金の増加
額 

272 － 

持分法の適用範囲の変動 － 1,563 

自己株式の取得 △324 △855 

当期変動額合計 67 2,303 

当期末残高 45,793 48,097 

昭和産業㈱(2004)平成21年３月期決算短信

－ 14 －



(単位：百万円) 

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 

前期末残高 5,428 2,618 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△2,809 △1,469 

当期変動額合計 △2,809 △1,469 

当期末残高 2,618 1,148 

繰延ヘッジ損益 

前期末残高 9 △103 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△113 168 

当期変動額合計 △113 168 

当期末残高 △103 64 

評価・換算差額等合計 

前期末残高 5,437 2,514 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△2,922 △1,301 

当期変動額合計 △2,922 △1,301 

当期末残高 2,514 1,213 

少数株主持分 

前期末残高 853 668 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △185 △196 

当期変動額合計 △185 △196 

当期末残高 668 472 

純資産合計 

前期末残高 52,017 48,977 

当期変動額 

剰余金の配当 △1,082 △1,074 

当期純利益 1,202 2,669 

過年度税効果等調整に伴う剰余金の増加額 272 － 

持分法の適用範囲の変動 － 1,563 

自己株式の取得 △324 △855 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △3,107 △1,497 

当期変動額合計 △3,040 805 

当期末残高 48,977 49,783 
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(4)【連結キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：百万円) 

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー 

税金等調整前当期純利益 2,859 5,427 

減価償却費 6,690 7,007 

減損損失 149 1,327 

負ののれん償却額 △104 △94 

前払年金費用の増減額（△は増加） △2,743 477 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 3,150 151 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △53 △65 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 432 △436 

債務保証損失引当金の増減額（△は減少） 8 △38 

受取利息及び受取配当金 △263 △260 

支払利息 728 829 

持分法による投資損益（△は益） △118 340 

有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） △193 378 

投資有価証券売却及び評価損益（△は益） 82 254 

関連会社株式評価損 79 － 

売上債権の増減額（△は増加） △2,516 △1,587 

たな卸資産の増減額（△は増加） △6,718 4,163 

仕入債務の増減額（△は減少） 307 △4,251 

その他 △249 1,408 

小計 1,526 15,032 

利息及び配当金の受取額 291 294 

利息の支払額 △720 △750 

法人税等の支払額 △1,562 △1,718 

その他の収入 22 － 

営業活動によるキャッシュ・フロー △442 12,858 

投資活動によるキャッシュ・フロー 

定期預金の預入による支出 － △2 

短期貸付けによる支出 △562 △52 

短期貸付金の回収による収入 265 62 

投資有価証券の取得による支出 △215 △771 

投資有価証券の売却及び償還による収入 53 512 

有形固定資産の取得による支出 △4,915 △4,078 

有形固定資産の売却による収入 1,486 514 

有形固定資産の除却による支出 △144 △206 

投融資による支出 △225 △347 

投融資の回収による収入 208 296 

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,050 △4,072 
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(単位：百万円) 

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー 

短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減
額（△は減少） 

6,070 △4,030 

長期借入れによる収入 3,000 2,075 

長期借入金の返済による支出 △3,166 △3,324 

リース債務の返済による支出 － △17 

配当金の支払額 △1,082 △1,074 

少数株主への配当金の支払額 △8 △0 

自己株式の取得による支出 △324 △855 

財務活動によるキャッシュ・フロー 4,487 △7,227 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △5 1,558 

現金及び現金同等物の期首残高 3,544 3,538 

現金及び現金同等物の期末残高 3,538 5,097 
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  該当事項なし。 

  

  

 
  

(5)【継続企業の前提に関する注記】

(6)【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項】

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

１ 連結の範囲に関する事項

 (1) 連結子会社の数 13社

  連結子会社の名称 昭産商事㈱、敷島スターチ㈱、

九州昭和産業㈱、木田製粉㈱、㈱内外製粉、昭和冷

凍食品㈱、昭産開発㈱、㈱ショウレイ、昭和鶏卵

㈱、㈱昭産ビジネスサービス、㈱スウィングベーカ

リー、㈱オーバン、昭産運輸㈱

１ 連結の範囲に関する事項

 (1) 連結子会社の数 13社

  連結子会社の名称 昭産商事㈱、敷島スターチ㈱、

九州昭和産業㈱、木田製粉㈱、㈱内外製粉、昭和冷

凍食品㈱、昭産開発㈱、㈱ショウレイ、昭和鶏卵

㈱、㈱昭産ビジネスサービス、㈱スウィングベーカ

リー、㈱オーバン、昭産運輸㈱

 (2) 非連結子会社の数 ５社

  主要な非連結子会社の名称 

                    ㈱昭産エンジニアリング

 (連結の範囲から除いた理由)

  非連結子会社は、いずれも小規模会社であり、合計

の総資産、売上高、当期純損益及び利益剰余金(持

分に見合う額)等はいずれも連結財務諸表に重要な

影響を及ぼしていないためである。

 (2) 非連結子会社名の数 ４社

  主要な非連結子会社の名称 

                    ㈱昭産エンジニアリング

  (連結の範囲から除いた理由)

同左

２ 持分法の適用に関する事項

 (1) 持分法を適用した関連会社の数 ２社

  主要な会社等の名称 鹿島サイロ㈱

２ 持分法の適用に関する事項

 (1) 持分法を適用した関連会社の数 ３社

  主要な会社等の名称 鹿島サイロ㈱ 

当連結会計年度より、株式の追加取得により新日本

化学工業㈱を持分法の適用の範囲に含めている。

 (2) 持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社の

うち主要な会社等の名称 ㈱昭産エンジニアリング

  (持分法を適用しない理由)

  持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社につ

いては連結純損益及び利益剰余金等に及ぼす影響が

軽微であり、かつ全体としても重要性がないため、

持分法の適用範囲から除外している。

 (2) 持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社の

うち主要な会社等の名称 ㈱昭産エンジニアリング

  (持分法を適用しない理由)

同左

３ 連結子会社の事業年度等に関する事項

  連結子会社のうち、木田製粉㈱、㈱内外製粉、昭和

冷凍食品㈱、昭和鶏卵㈱、昭産運輸㈱、㈱オーバン

の決算日は12月31日、昭産開発㈱、㈱スウィングベ

ーカリーの決算日は２月29日である。連結財務諸表

の作成にあたっては同日現在の財務諸表を使用し、

連結決算日との間に生じた重要な取引については、

連結上必要な調整を行っている。

３ 連結子会社の事業年度等に関する事項

  連結子会社のうち、木田製粉㈱、㈱内外製粉、昭和

冷凍食品㈱、昭和鶏卵㈱、昭産運輸㈱、㈱オーバン

の決算日は12月31日、昭産開発㈱、㈱スウィングベ

ーカリーの決算日は２月28日である。連結財務諸表

の作成にあたっては同日現在の財務諸表を使用し、

連結決算日との間に生じた重要な取引については、

連結上必要な調整を行っている。
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前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

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

  (イ)有価証券

    その他有価証券

     時価のあるもの…決算期末日の市場価格等に

基づく時価法

     (評価差額は、全部純資産直入法により処理

し、売却原価は主として移動平均法により算

定)

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

  (イ)有価証券

    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

    なお、投資事業有限責任組合への出資(金融

商品取引法 第２条第２項により有価証券と

みなされるもの)については、組合契約に規

定される決算報告日に応じて入手可能な 近

の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取

り込む方法によっている。

     時価のないもの… 同左

    

  (ロ)デリバティブ取引により生じる正味の債権(及

び債務)     …時価法

  (ロ)デリバティブ取引により生じる正味の債権(及

び債務)           同左

  (ハ)たな卸資産

    製品・商品・仕掛品…主として先入先出法によ

る原価法である。

    原料・貯蔵品…主として移動平均法による原価

法である。

  (ハ)たな卸資産

    製品・商品・仕掛品…主として先入先出法によ

る原価法（収益性の低下による簿価切下げの方

法）である。

    原料・貯蔵品…主として移動平均法による原価

法（収益性の低下による簿価切下げの方法）で

ある。

    (会計方針の変更） 

 当連結会計年度より、「棚卸資産の評価に関

する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18

年７月５日公表分）を適用している。 

 これに伴い、前連結会計年度と同一の方法に

よった場合と比べ、売上総利益、営業利益、経

常利益及び税金等調整前当期純利益が254百万

円それぞれ減少している。 

 なお、セグメントに与える影響は、セグメン

ト情報に記載している。

 (2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法 
   有形固定資産 
   建物(除く建物附属設備)、賃貸用リース資産  
     及び貸与資産の一部 
   ａ 平成19年３月31日以前に取得したもの 
         …旧定額法 
   ｂ 平成19年４月１日以降に取得したもの  
         …定額法

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法 
   有形固定資産（リース資産を除く） 
   建物(除く建物附属設備)、賃貸用リース資産  
     及び貸与資産の一部 
   ａ 平成19年３月31日以前に取得したもの 
         …旧定額法 
   ｂ 平成19年４月１日以降に取得したもの  
         …定額法

    その他の有形固定資産
   ａ 平成19年３月31日以前に取得したもの  
         …旧定率法 
   ｂ 平成19年４月１日以降に取得したもの  
         …定率法 

 その他の有形固定資産
   ａ 平成19年３月31日以前に取得したもの  
         …旧定率法 
   ｂ 平成19年４月１日以降に取得したもの  
         …定率法 
 

  なお、主な耐用年数は以下のとおりである。   なお、主な耐用年数は以下のとおりである。

    建物及び構築物         ８～50年     建物及び構築物         ８～50年

    機械装置及び運搬具       ６～15年     機械装置及び運搬具       ５～13年 
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前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

    (会計方針の変更) 

 法人税法の改正（（所得税法等の一部を改正

する法律 平成19年３月30日 法律第６号）及

び（法人税法施行令の一部を改正する政令 平

成19年３月30日 政令第83号））に伴い、当連

結会計年度から、平成19年４月１日以降に取得

したものについては、改正後の法人税法に基づ

く方法に変更している。 

 これに伴い、前連結会計年度と同一の方法に

よった場合と比べ、売上総利益が79百万円、営

業利益が109百万円、経常利益が109百万円、税

金等調整前当期純利益が109百万円それぞれ減

少している。  

 なお、セグメントに与える影響は、セグメン

ト情報に記載している。 

(追加情報) 

 当連結会計年度から、平成19年３月31日以前

に取得したものについては、償却可能限度額ま

で償却が終了した翌年から５年間で残存価額を

均等償却する方法によっている。  

 これに伴い、前連結会計年度と同一の方法に

よった場合と比べ、売上総利益が602百万円、

営業利益が635百万円、経常利益が635百万円、

税金等調整前当期純利益が635百万円それぞれ

減少している。  

 なお、セグメントに与える影響は、セグメン

ト情報に記載している。

 

      

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

(追加情報) 

 当社及び連結子会社の機械装置について、従

来、耐用年数を７年から15年としていたが、当

連結会計年度より５年から13年に変更してい

る。 

 この変更は、平成20年度の税制改正を契機と

して、資産の利用状況を見直したことによるも

のである。 

 これに伴い、前連結会計年度と同一の方法に

よった場合と比べ、売上総利益が385百万円、

営業利益が393百万円、経常利益が393百万円、

税金等調整前当期純利益が393百万円それぞれ

減少している。 

 なお、セグメントに与える影響は、セグメン

ト情報に記載している。

無形固定資産 無形固定資産（リース資産を除く）

自社利用のソフトウェア…利用実態に応じた利用

可能期間(５年)に基

づく定額法  

自社利用のソフトウェア…利用実態に応じた利用

可能期間(５年)に基づ

く定額法  

その他無形固定資産………定額法 その他無形固定資産………定額法

リース資産 

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る 

リース資産 

……リース期間を耐用年数とし残存価額を零とす

る定額法 

なお、リース契約日が平成20年３月31日以前の所

有権移転外ファイナンス・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

理を採用している。

    (会計方針の変更） 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引につ

いては、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた

会計処理によっていたが、当連結会計年度よ

り、「リース取引に関する会計基準」（企業会

計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計審

議会 第一部会）、平成19年３月30日改正））

及び「リース取引に関する会計基準の適用指

針」（企業会計基準適用指針第16号（平成６年

１月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員

会）、平成19年３月30日改正））を適用し、通

常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によ

っている。 

 これに伴う当連結会計年度の営業利益、経常

利益及び税金等調整前当期純利益に与える影響

はない。
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前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

 (3) 重要な引当金の計上基準

   貸倒引当金

売掛金、貸付金等の債権の貸倒による損失に備

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

に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上

している。

 (3) 重要な引当金の計上基準

   貸倒引当金

同左

   賞与引当金

従業員の賞与支給に備えるため、翌期における

支給見込額のうち当期負担額を計上している。

   賞与引当金

同左

   退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、主として当連

結会計年度末における退職給付債務及び年金資

産の見込額に基づき計上している。

会計基準変更時差異については当社及び連結子

会社１社は10年による按分額を、その他の連結

子会社は適用初年度にて全額を費用処理してい

る。

数理計算上の差異及び過去勤務債務について

は、当社はその発生時の従業員の平均残存勤務

期間内の一定の年数(10年)による定額法によ

り、連結子会社は発生時に費用処理している。

なお、数理計算上の差異について当社は、それ

ぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理してい

る。

   退職給付引当金

同左

   役員退職慰労引当金

当社は役員及び執行役員の退職慰労金制度を平

成17年６月29日開催の定時株主総会終結の時を

もって廃止し、これまでの在任期間に応じた退

職慰労金を計上している。当該引当金残高は、

各役員及び執行役員の退職時に支給し、取崩す

こととしている。

なお、役員退職慰労金規程のある連結子会社

は、支給内規に基づく期末要支給額相当額を計

上している。

   役員退職慰労引当金

            同左

   債務保証損失引当金

債務保証に係る損失に備えるため、被保証先の

財政状態等を勘案し、損失見込額を計上してい

る。

   債務保証損失引当金

────────

    

 (4) 重要な外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算

基準

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相

場により円貨に換算し、換算差額は損益として処

理している。

 (4) 重要な外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算

基準

同左

 (5) 重要なリース取引の処理方法

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

理によっている。

 (5) 重要なリース取引の処理方法

────────
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前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

 (6) 重要なヘッジ会計の方法

  (イ)ヘッジ会計の方法

    外貨建予定取引に係る為替予約、通貨オプショ

ン及び金利スワップは繰延ヘッジ処理によって

いる。また、金利スワップのうち特例処理の要

件を満たす取引については特例処理を採用して

いる。

 (6) 重要なヘッジ会計の方法

  (イ)ヘッジ会計の方法

同左

  (ロ)ヘッジ手段とヘッジ対象

   ・ヘッジ手段…デリバティブ取引(為替予約取

引、通貨オプション取引及び金利

スワップ取引)

   ・ヘッジ対象…実行される可能性が高い外貨建予

定取引及び金利変動リスクまたは

キャッシュ・フロー変動リスクに

晒されている借入金・債券

  (ロ)ヘッジ手段とヘッジ対象

   ・ヘッジ手段…同左

 

 

   ・ヘッジ対象…同左

  (ハ)ヘッジ方針

    当社及び連結子会社は、各々の内部規定に基づ

き、原料輸入に係る為替変動リスクならびに借

入金・債券に係るキャッシュ・フロー変動リス

ク、借入金に係る金利変動リスクをヘッジして

いる。

    なお、為替予約、通貨オプションは外貨建債務

の範囲内、金利スワップは資金調達額又は債券

運用額の範囲内で取り組んでおり、投機目的の

取引は行わない方針である。

  (ハ)ヘッジ方針

同左

  (ニ)ヘッジの有効性評価の方法

    主としてヘッジ開始時から有効性判定時点まで

の期間において、ヘッジ対象の相場変動又はキ

ャッシュ・フロー変動の累計とヘッジ手段の相

場変動又はキャッシュ・フロー変動の累計とを

比較し、ヘッジ対象とヘッジ手段との間に高い

相関関係が認められるかにより有効性を評価し

ている。

  (ニ)ヘッジの有効性評価の方法

同左

 (7) その他連結財務諸表作成のための重要な事項

    消費税等の処理方法

    消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式に

よっている。

 (7) その他連結財務諸表作成のための重要な事項

消費税等の処理方法

同左

５ 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項

  連結子会社の資産及び負債の評価方法は、全面時価

評価法によっている。

５ 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項

同左

６ のれん及び負ののれんの償却に関する事項

  のれん及び負ののれんは、５年間で均等償却してい

る。

６ のれん及び負ののれんの償却に関する事項

同左

  

７ 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及び容易に換金

可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリス

クしか負わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の

到来する短期的な投資からなっている。

７ 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

同左

昭和産業㈱(2004)平成21年３月期決算短信

－ 22 －



  

  

(7)【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】

【表示方法の変更】

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

（連結貸借対照表）
 (1)「退職給付引当金」及び「前払年金費用」は、連

結貸借対照表上従来、両者をネットした金額を計
上していたが、当連結会計年度における重要性を
考慮し、両者を両建て表示している。

 (2)商取引に係る預り保証金は、連結貸借対照表上従
   来、流動負債「預り金」に計上していたが、当該 
   負債の性質を考慮し、当連結会計年度より固定負 
   債「その他」に計上している。  
   なお、商取引に係る預り保証金の金額は以下のと 
   おりである。  
    前連結会計年度末  1,667 百万円  
    当連結会計年度末  1,571 百万円 

（連結貸借対照表）
  財務諸表等規則等の一部を改正する内閣府令（平
 成20年８月７日 内閣府令第50号）が適用となるこ 
 とに伴い、前連結会計年度において、「たな卸資 
 産」と掲記されていたものを、当連結会計年度より 
 「商品及び製品」、「仕掛品」、「原材料及び貯蔵 
 品」に区分掲記している。 
  なお、前連結会計年度の「たな卸資産」に含まれ 
  る「商品及び製品」、「仕掛品」、「原材料及び貯 
  蔵品」は、それぞれ8,456百万円、1,605百万円、 
  13,636百万円である。

 (連結損益計算書） 
  前連結会計年度において営業外収益「その他」に 
 含めて表示していた「為替差益」（前連結会計年度 
 20百万円）は、当連結会計年度では営業外収益の総 
 額の10/100を超えることとなったため、区分掲記し 
 ている。
 (連結キャッシュ・フロー計算書） 
  当連結会計年度より、連結貸借対照表上「退職給 
 付引当金」及び「前払年金費用」を両建て表示して 
 いる。   
  これに伴い、連結キャッシュ・フロー計算書上に 
 おいて、当連結会計年度より「退職給付引当金の増 
 減額」及び「前払年金費用の増減額」を区分掲記し 
 ている。
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(8)【連結財務諸表に関する注記事項】

(連結貸借対照表関係)

前連結会計年度 
(平成20年３月31日)

当連結会計年度 
(平成21年３月31日)

※１ 有形固定資産減価償却累計額 158,685百万円 ※１ 有形固定資産減価償却累計額 163,137百万円

※２ 非連結子会社及び関連会社に対するものは次のと

おりである。

固定 投資有価証券(株式) 1,982百万円

資産 その他(出資金) 51百万円

※２ 非連結子会社及び関連会社に対するものは次のと

おりである。

固定 投資有価証券(株式) 3,644百万円

資産 その他(出資金) 51百万円

 

※３ 担保資産

 (1)短期借入金420百万円の担保として財団抵当に供し

ているものは次のとおりである。

 建物及び構築物 231百万円

 機械装置及び運搬具 171

 土地 230

634

  (2)短期借入金375百万円、長期借入金2,662百万円、

預り敷金返還債務881百万円、買掛債務173百万円

の担保に供しているものは次のとおりである。

 建物及び構築物 12,560百万円

 土地 1,867

 投資有価証券 23

 投資その他の資産

 「その他」 13

14,464

 

※３ 担保資産

 (1)短期借入金390百万円の担保として財団抵当に供し

ているものは次のとおりである。

建物及び構築物 240百万円

機械装置及び運搬具 144

土地 230

614

  (2)短期借入金375百万円、長期借入金2,287百万円、

預り敷金返還債務881百万円、買掛債務242百万円

の担保に供しているものは次のとおりである。

建物及び構築物 12,046百万円

土地 1,867

投資有価証券 16

投資その他の資産

「その他」 13

13,943

 

 ４ 偶発債務

 保証債務

相手先 摘要 金額(百万円)

(取引先関係)

川嶋畜産他28件 銀行等借入金 550

計 ― 550
 

 ４ 偶発債務

 保証債務

相手先 摘要 金額(百万円)

(取引先関係)

川嶋畜産他27件 銀行等借入金 418

計 ― 418

※５             ──────── ※５ 手形割引高  

     受取手形割引高          240百万円
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(連結損益計算書関係)

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

 

※１            ────────── 

 

※２ 販売費及び一般管理費のうち主なもの

イ 発送配達費 9,794百万円

ロ 販売諸費 786

ハ 広告宣伝費 936

ニ 社員給料 4,297

ホ 賞与金 1,282

ヘ 賞与引当金繰入額 599

ト 減価償却費 768

チ 退職給付費用 559

リ 役員退職慰労引当金繰入額 38

ヌ 貸倒引当金繰入額 146

 

※１ 通常の販売目的で保有する棚卸資産の収益性の低

下による簿価切下額              

売上原価 254百万円

※２ 販売費及び一般管理費のうち主なもの

イ 発送配達費 9,773百万円

ロ 販売諸費 1,047

ハ 広告宣伝費 971

ニ 社員給料 4,298

ホ 賞与金 1,589

ヘ 賞与引当金繰入額 623

ト 減価償却費 752

チ 退職給付費用 708

リ 役員退職慰労引当金繰入額 34

ヌ 貸倒引当金繰入額 146

※３ 一般管理費に含まれる研究開発費は1,551百万円

である。なお、当期製造費用に含まれる研究開発

費はない。

※３ 一般管理費に含まれる研究開発費は1,626百万円

である。なお、当期製造費用に含まれる研究開発

費はない。

※４ 固定資産売却益の主な内容は、次のとおりであ

る。

土地、建物及び構築物 863百万円

※４ 固定資産売却益の主な内容は、次のとおりであ

る。

土地 24百万円

※５            ────────── ※５  貸倒引当金戻入額のうち関係会社東葛食品㈱、㈱

昭産エンジニアリング、㈱菜花堂に対するものが

18百万円含まれている。

※６ この内主なものは、当社鹿島工場の機械装置及び

運搬具の廃棄である。

※６                  同左

※７ 固定資産売却損の主な内容は、次のとおりであ

る。

建物及び構築物 103百万円
 

※７           ──────────

 

 

 

※８  

    (1) 減損損失を認識した資産グループの概要

     (イ) 厚生施設

   場所：愛知県江南市

        用途  厚生施設

        種類  土地、建物及び構築物

金額 土地 3百万円

建物及び構築物 32百万円

合計 35百万円

     (ロ) 賃貸用資産

   場所：千葉県四街道市

        用途  賃貸用資産

        種類  土地、機械装置及び運搬具、その他

金額 土地 83百万円

機械装置及び運搬具 5百万円

その他 5百万円

合計 94百万円

     (ハ) 遊休資産

   場所：兵庫県神戸市東灘区他３件

        用途  生産設備

        種類  機械装置及び運搬具、その他

金額 機械装置及び運搬具 16百万円

その他 3百万円

合計 19百万円

 

 

※８  

 (1) 減損損失を認識した資産グループの概要   

(イ) 事業用資産
 ①生産設備
  場所：茨城県神栖市 他2件
   用途 生産設備

   種類 機械装置及び運搬具、建設仮勘定

金額 機械装置及び運搬具 56百万円

建設仮勘定 18百万円

合計 75百万円

 ②賃貸用資産
  場所：神奈川県海老名市
   用途 賃貸用資産

   種類 土地、建物及び構築物

金額 土地 146百万円

建物及び構築物 50百万円

合計 196百万円

 ③研究用資産
  場所：茨城県つくば市
   用途 研究設備

   種類 土地、建物及び構築物、機械装置及び
       運搬具、その他

金額 土地 776百万円

建物及び構築物 8百万円

機械装置及び運搬具 0百万円

その他 9百万円

合計 794百万円
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前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

 

  (2) 資産のグルーピングの方法

事業用資産については管理会計上の事業を基本

とし、遊休資産・厚生施設については、当該資

産単独で資産のグルーピングを行っている。

  (3) 減損損失の認識に至った経緯

      厚生施設は、当連結会計年度中の売買契約締結

に伴い、帳簿価額を回収可能価額（正味売却価

額）まで減額している。 

賃貸用資産は、関係会社の洋生菓子事業からの

撤退に伴い、同事業向けの賃貸資産について帳

簿価額を回収可能価額（正味売却価額）まで減

額している。 

遊休資産は、将来において使用予定の無いこと

が判明した資産について、帳簿価額を回収可能

価額（正味売却価額）まで減額している。

 

 

  (ロ) 厚生施設

   場所：栃木県那須郡 他1件

     用途 厚生施設

   種類 土地、建物及び構築物、機械装置及び
       運搬具

金額 土地 40百万円

建物及び構築物 208百万円

機械装置及び運搬具 0百万円

合計 248百万円

  (ハ) 遊休資産

  場所：岩手県紫波郡 他1件
   用途 遊休資産
   種類 土地

金額 土地 11百万円

合計 11百万円

(2) 資産のグルーピングの方法

                 同左 

  

 

  (3) 減損損失の認識に至った経緯

事業用資産のうち、生産設備については遊休資産

化の決定により、賃貸用資産については賃貸契約

の解消により、また研究用資産については研究所

閉鎖決定により保有目的が変更されたためであ

る。 

厚生施設は、施設の閉鎖決定により保有目的が変

更されたためである。 

遊休資産は、市場価額が著しく下落しているため

減損損失を認識している。

  (4) 回収可能価額（正味売却価額）の算定方法

      厚生施設については、売買契約書に記載される

売却価額より諸経費を控除した金額にて評価し

ている。 

賃貸用資産のうち、土地については鑑定書を合

理的に調整した価額に基づき、その他の賃貸用

資産は備忘価額にて評価している。 

遊休資産については、備忘価額にて評価してい

る。

  (4) 回収可能価額（正味売却価額）の算定方法

      事業用資産の生産設備については、備忘価額に

て評価している。事業用資産のうち賃貸用資産

については、売買契約書に記載される売却価額

より諸経費を控除した金額にて評価している。 

事業用資産のうち研究用資産については、不動

産鑑定評価額にて評価している。 

厚生施設については、取引相場価額や固定資産

税評価額を基に評価している。 

遊休資産については、路線価・固定資産税評価

額を合理的に調整した価額に基づき評価してい

る。

※９ 関係会社スワンデザ－ト㈱、東葛食品㈱、㈱昭産

エンジニアリング、㈱菜花堂に係るものである。

※10  関係会社スワンデザ－ト㈱に係るものである。

※９            ──────────

※10            ──────────
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（変動事由の概要） 

発行済株式総数に変動はない。 

  

   
（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次のとおりである。 

 取締役会決議に基づく自己株式の取得による増加  1,214,000株 

 単元未満株式の買取による増加            69,755株 

  

 
  

 
  

(連結株主資本等変動計算書関係)

前連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日）

１ 発行済株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 180,649,898 ― ― 180,649,898

２ 自己株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 225,458 1,283,755 ─ 1,509,213

３ 配当に関する事項

 (1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成19年６月28日 
定時株主総会

普通株式 1,082 6.00 平成19年３月31日 平成19年６月29日

 (2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成20年６月27日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 1,074 6.00 平成20年３月31日 平成20年６月30日
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（変動事由の概要） 

発行済株式総数に変動はない。 

  

   
（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次のとおりである。 

 取締役会決議に基づく自己株式の取得による増加  3,000,000株 

 単元未満株式の買取による増加            93,060株 

 持分法適用会社増加に伴う増加            23,605株 

  

 
  

 
注．１株当たり配当額7.00円には特別配当1.00円が含まれている。 

  

  

 
  

当連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日）

１ 発行済株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 180,649,898 ― ― 180,649,898

２ 自己株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 1,509,213 3,116,665 ─ 4,625,878

３ 配当に関する事項

 (1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成20年６月27日 
定時株主総会

普通株式 1,074 6.00 平成20年３月31日 平成20年６月30日

 (2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成21年６月26日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 1,232 7.00 平成21年３月31日 平成21年６月29日

(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19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

 

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

現金及び預金勘定 3,538百万円

計 3,538

預入期間が３カ月を
超える定期預金

─

現金及び現金同等物 3,538
  

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

現金及び預金勘定 5,100百万円

計 5,100

預入期間が３カ月を
超える定期預金

2

現金及び現金同等物 5,097
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(注) １ 事業区分は、売上集計区分によっている。 

２ 各事業の主な製品 
  (1) 食品事業………………小麦粉、ミックス、パスタ、植物油、脱脂大豆、コーンスターチ、ぶどう糖、冷

凍食品等 
  (2) 飼料事業………………配合飼料、単味飼料、鶏卵他畜産物等 

  (3) 倉庫事業………………倉庫業(荷役・保管等) 

  (4) その他事業……………事業用・商業用ビル等賃貸、保険代理業、自動車等リース業等 
３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は前連結会計年度1,205百万円、当

連結会計年度1,258百万円であり、その主なものは、企業集団の広告に要した費用、基礎的研究開発費であ
る。 

４ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は前連結会計年度16,499百万円、当連結会計年度
15,110百万円であり、その主なものは、親会社での余資運用資金(現金及び有価証券)、長期投資資金(投資
有価証券)及び基礎的研究開発に係る資産等である。なお、セグメント間の消去金額が前連結会計年度は
14,039百万円、当連結会計年度は11,662百万円含まれている。 

(セグメント情報)

１ 事業の種類別セグメント情報

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

食品事業 
(百万円)

飼料事業
(百万円)

倉庫事業
(百万円)

その他事業
(百万円)

計
(百万円)

消去 
又は全社 
(百万円)

連結
(百万円)

Ⅰ 売上高及び営業損益

  売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

143,595 51,499 3,691 2,402 201,189 ― 201,189

 (2) セグメント間の内部 
   売上高または振替高

2,744 21 1,100 1,641 5,508 (5,508) ―

  計 146,340 51,521 4,792 4,043 206,697 (5,508) 201,189

  営業費用 144,816 51,110 3,205 2,452 201,584 (4,122) 197,462

営業利益 1,523 411 1,586 1,591 5,113 (1,385) 3,727
Ⅱ 資産、減価償却費 
  及び資本的支出

  資産 100,628 16,288 10,318 20,909 148,145 2,459 150,605

  減価償却費 4,657 312 907 658 6,535 154 6,690

  資本的支出 3,593 101 629 601 4,925 75 5,001

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

食品事業 
(百万円)

飼料事業
(百万円)

倉庫事業
(百万円)

その他事業
(百万円)

計
(百万円)

消去 
又は全社 
(百万円)

連結
(百万円)

Ⅰ 売上高及び営業損益

  売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

170,033 64,681 3,544 2,122 240,381 ― 240,381

 (2) セグメント間の内部 
   売上高または振替高

3,045 20 1,171 1,656 5,893 (5,893) ―

  計 173,079 64,701 4,715 3,778 246,275 (5,893) 240,381

  営業費用 165,876 64,818 3,233 2,427 236,356 (4,467) 231,888

営業利益又は営業損失(△) 7,203 △117 1,482 1,350 9,918 (1,425) 8,493
Ⅱ 資産、減価償却費、減損
  損失及び資本的支出

  資産 96,519 15,777 10,153 17,738 140,189 3,447 143,637

  減価償却費 5,028 294 949 601 6,872 134 7,007

  減損損失 275 21 33 203 533 794 1,327

  資本的支出 3,222 212 883 141 4,459 83 4,542
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５ 会計方針の変更 
  前連結会計年度 

「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」の「４ 会計処理基準に関する事項（2）重要な減価
償却資産の減価償却の方法」に記載のとおり、法人税法の改正に伴い、当連結会計年度から、平成19年４月
１日以降に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更している。 
この変更に伴い、従来と同様の方法によった場合と比べ、当連結会計年度の営業費用は、食品事業が89百万
円、飼料事業が2百万円、倉庫事業が9百万円、その他事業が7百万円増加し、営業利益が同額減少してい
る。 
  
当連結会計年度 
「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」の「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」に記載のとおり、当連結会計年度より、「棚卸資産の評価に関する会計基準」
（企業会計基準第９号 平成18年７月５日公表分）を適用している。 
この変更に伴い、従来と同様の方法によった場合と比べ、当連結会計年度の営業費用は、食品事業が253百
万円、飼料事業が１百万円それぞれ増加し、営業利益が同額減少している。 

６ 追加情報 
  前連結会計年度 

「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」の「４ 会計処理基準に関する事項（2）重要な減価
償却資産の減価償却の方法」に記載のとおり、当連結会計年度から、平成19年３月31日以前に取得した有形
固定資産については、償却可能限度額まで償却が終了した翌年から５年間で残存価額を均等償却する方法に
よっている。 
これに伴い、従来と同様の方法によった場合と比べ、当連結会計年度の営業費用は、食品事業が520百万
円、飼料事業が22百万円、倉庫事業が79百万円、その他事業が13百万円増加し、営業利益が同額減少してい
る。 
  
当連結会計年度 
「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」の「４ 会計処理基準に関する事項（2）重要な減価
償却資産の減価償却の方法」に記載のとおり、当社及び連結子会社の機械装置について、従来、耐用年数を
７年から15年としていたが、当連結会計年度より５年から13年に変更している。 
これに伴い、従来と同様の方法によった場合と比べ、当連結会計年度の営業費用は、食品事業が389百万
円、倉庫事業が４百万円、その他事業が０百万円それぞれ増加し、営業利益が同額減少しており、飼料事業
の営業費用が０百万円減少し、営業利益が同額増加している。 

   

本国以外の国又は地域に所在する連結子会社はないため記載を省略している。 

  

海外売上高が連結売上高の10％未満のため記載を省略している。 

  

２ 所在地別セグメント情報

３ 海外売上高
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   （生産、受注及び販売の状況） 

（１）生産実績 

当連結会計年度における生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりとなる。 

 
（注）１ 上記の金額には、消費税等は含まれていない。 

２ 金額は製造原価によっており、セグメント間の取引については相殺消去している。 

３ 当該内容は、製品ベースの生産実績によっている。なお、倉庫事業及びその他事業は生産活動を     

  行っていないため、記載していない。 

  

（２）受注実績 

当グループは、受注生産を行っていない。 

  

（３）販売実績 

当連結会計年度における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりとなる。 

 
（注）１ 上記の金額には、消費税等は含まれていない。 

２ セグメント間の取引については相殺消去している。 

３ 総販売実績に対する輸出高の割合が10％未満のため、記載を省略している。 

４ 総販売実績に対する主要な取引先の販売実績の割合が10％未満のため、記載を省略している。 

  

  

事業の種類別セグメントの名称 生産高(百万円) 前年同期比(％)

食品事業 126,376 22.9

飼料事業 28,504 33.6

合計 154,880 24.7

事業の種類別セグメントの名称 販売高(百万円) 前年同期比(％)

食品事業 170,033 18.4

飼料事業 64,681 25.6

倉庫事業 3,544 △4.0

その他事業 2,122 △11.7

合計 240,381 19.5
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(リース取引関係)

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

１ 借手側
  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・リース取引に係る注記

１ 借手側
(1) リース取引に関する会計基準適用初年度開始前の所
有権移転外ファイナンス・リース取引に係る注記

 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

 

機械装置 
及び運搬具

その他
(工具器具備品)

ソフト 
ウェア

合計

取得価額 
相当額

258百万円 411百万円 251百万円 921百万円

減価償却 
累計額 
相当額

196百万円 245百万円 28百万円 470百万円

期末残高 
相当額

62百万円 165百万円 223百万円 450百万円

 

機械装置
及び運搬具

その他
(工具器具備品)

ソフト 
ウェア

合計

取得価額
相当額

174百万円 381百万円 262百万円 817百万円

減価償却
累計額 
相当額

137百万円 112百万円 94百万円 344百万円

期末残高
相当額

36百万円 269百万円 167百万円 472百万円

 

 ② 未経過リース料期末残高相当額

１年内
118百万円
  (2百万円)

１年超
338百万円
(3百万円)

合計
456百万円
(6百万円)

  (注) 上記の( )内書は、転貸リースに係る未経過
リース料期末残高相当額である。

 

 ② 未経過リース料期末残高相当額

１年内
149百万円
  (1百万円)

１年超
327百万円
(2百万円)

合計
476百万円
(3百万円)

 (注)        同左

 ③ 支払リース料及び減価償却費相当額

支払リース料 123百万円

減価償却費相当額 123百万円

 ③ 支払リース料及び減価償却費相当額

支払リース料 151百万円

減価償却費相当額 151百万円

 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

定額法によっている。
  (注) 取得価額相当額及び未経過リース料期末残高

相当額は、有形固定資産の期末残高等に占める
未経過リース料期末残高の割合が低いため、
「支払利子込み法」により算定している。

④ 減価償却費相当額の算定方法
           同左

 (注)        同左

────────── (2) オペレーティング・リース取引に係る注記
 オペレーティング・リース取引のうち解約不能のも
のに係る未経過リース料

１年内 2百万円

１年超 8百万円

合計 10百万円
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前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

２ 貸手側
  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・リース取引に係る注記

２ 貸手側
 リース取引に関する会計基準適用初年度開始前の所
有権移転外ファイナンス・リース取引に係る注記

 ① リース物件の取得価額、減価償却累計額及び期末
残高

機械装置 
及び運搬具

その他 
(工具器具備品)

合計

取得価額 545百万円 66百万円 611百万円

減価償却 
累計額

252百万円 33百万円 285百万円

期末残高 292百万円 32百万円 325百万円

① リース物件の取得価額、減価償却累計額及び期末
残高

機械装置
及び運搬具

その他 
(工具器具備品)

合計

取得価額 490百万円 66百万円 557百万円

減価償却
累計額

272百万円 42百万円 314百万円

期末残高 218百万円 23百万円 242百万円

 

 ② 未経過リース料期末残高相当額

１年内
110百万円
(2百万円)

１年超
292百万円
(4百万円)

合計
402百万円
(6百万円)

  (注) 上記の( )内書は、転貸リースに係る未経過
リース料期末残高相当額である。

 

② 未経過リース料期末残高相当額

１年内
98百万円
(1百万円)

１年超
194百万円
(2百万円)

合計
292百万円
(4百万円)

 (注)        同左

 ③ 受取リース料及び減価償却費

受取リース料 103百万円

減価償却費 80百万円

 ③ 受取リース料及び減価償却費

受取リース料 105百万円

減価償却費 76百万円

  (注) 未経過リース料期末残高相当額は、未経過リ
ース料期末残高及び見積残存価額の合計額が当
該合計額及び営業債権期末残高の合計額に占め
る割合が低いため、「受取利子込み法」により
算定している。 

 (注)        同左
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  該当事項なし。 

  

（追加情報） 

  当連結会計年度から平成18年10月17日公表の「関連当事者の開示に関する会計基準」（企 

 業会計基準委員会 企業会計基準第11号）及び「関連当事者の開示に関する会計基準の適用 

 指針」（企業会計基準委員会 企業会計基準第13号）を適用している。 

  

１ 関連当事者との取引 

  該当事項なし。 

  

２ 親会社又は重要な関連会社に関する注記 

（１）親会社情報 

  該当事項なし。 

  

（２）重要な関連会社の要約財務諸表 

  当連結会計年度において、重要な関連会社は新日本化学工業㈱であり、その要約財務情報 

 は以下のとおりである。 

  

(関連当事者情報)

前連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日)

当連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日)

流動資産合計 4,905百万円

固定資産合計 11,161百万円

流動負債合計 2,929百万円

固定負債合計 4,522百万円

純資産合計 8,614百万円

売上高 2,647百万円

税引前当期純損失 3,192百万円

当期純損失 2,177百万円
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(税効果会計関係)

前連結会計年度 
(平成20年３月31日)

当連結会計年度 
(平成21年３月31日)

(1) 繰延税金資産・繰延税金負債の主な発生要因

 ① 流動の部

繰延税金資産

賞与引当金 381百万円

未払事業税 92

為替予約時価評価 56

その他 138

繰延税金資産小計 669

評価性引当額 △30

繰延税金資産合計 639

繰延税金負債

為替予約時価評価 26百万円

その他 4

繰延税金負債合計 30

繰延税金資産の純額 608

(1) 繰延税金資産・繰延税金負債の主な発生要因

 ① 流動の部

繰延税金資産

賞与引当金 404百万円

未払事業税 211

繰越欠損金 150

たな卸資産評価損 103

その他 159

繰延税金資産小計 1,028

評価性引当額 △97

繰延税金資産合計 931

 

繰延税金負債

為替予約時価評価 43百万円

その他 2

繰延税金負債合計 46

繰延税金資産の純額 884

 

 

 

 

 

 ② 固定の部

繰延税金資産

退職給付引当金 469百万円

貸倒引当金 344

債務保証損失引当金 16

役員退職慰労引当金 44

繰越欠損金 889

減損損失 108

その他 102

繰延税金資産小計 1,974

評価性引当額 △934

繰延税金資産合計 1,040

 
繰延税金負債

固定資産圧縮積立金 223百万円

その他 28

繰延税金負債合計 252

繰延税金資産の純額 788

 
繰延税金資産

貸倒引当金 454百万円

退職給付引当金 789

役員退職慰労引当金 83

繰越欠損金 394

減損損失 132

投資有価証券 434

その他 320

繰延税金資産小計 2,608

評価性引当額 △921

繰延税金資産合計 1,686

繰延税金負債

固定資産圧縮積立金 4,281百万円

投資有価証券 1,652

繰延税金負債合計 5,934

繰延税金負債の純額 4,247

 

 

 

 

 ② 固定の部

繰延税金資産

退職給付引当金 488百万円

貸倒引当金 176

役員退職慰労引当金 29

繰越欠損金 963

減損損失 79

その他 82

繰延税金資産小計 1,819

評価性引当額 △1,041

繰延税金資産合計 778

 

繰延税金負債

固定資産圧縮積立金 168百万円

その他 17

繰延税金負債合計 186

繰延税金資産の純額 592

繰延税金資産

貸倒引当金 392百万円

退職給付引当金 1,026

役員退職慰労引当金 72

繰越欠損金 74

減損損失 551

投資有価証券 527

その他 322

繰延税金資産小計 2,966

評価性引当額 △1,063

繰延税金資産合計 1,903

繰延税金負債

固定資産圧縮積立金 4,067百万円

投資有価証券 700

繰延税金負債合計 4,768

繰延税金負債の純額 2,865
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前連結会計年度 
(平成20年３月31日)

当連結会計年度 
(平成21年３月31日)

(2) 法定実効税率と税効果会計適用後の税負担率の差異

原因

法定実効税率 40.5％

(調整)

交際費等永久に損金に算入されない額 5.0％

受取配当金等永久に益金に
算入されない額

△2.0％

住民税均等割 1.8％

持分法による投資利益 △1.7％

評価性引当額 20.1％

評価性引当額認容 △6.5％

その他 3.9％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 61.1％

(2) 法定実効税率と税効果会計適用後の税負担率の差異

原因

法定実効税率 40.5％

(調整)

交際費等永久に損金に算入されない額 2.9％

受取配当金等永久に益金に
算入されない額

△1.0％

住民税均等割 1.0％

持分法による投資損失 2.5％

評価性引当額 14.4％

評価性引当額認容 △7.7％

その他 △2.0％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 50.6％
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(注)当連結会計年度において、その他有価証券で時価のある株式について35百万円減損処理を行っている。

  

  

 
  

  

 
  

  

 
  

  

 
  

(有価証券関係)

前連結会計年度

１ その他有価証券で時価のあるもの

区分

前連結会計年度
(平成20年３月31日)

取得原価
(百万円)

連結貸借対照表計上額
(百万円)

差額 
(百万円)

連結貸借対照表計上額が取得原価 
を超えるもの

株式 4,640 9,035 4,395

連結貸借対照表計上額が取得原価 
を超えないもの

株式 755 673 △81

合計 5,395 9,709 4,313

２ 前連結会計年度中に売却したその他有価証券(自平成19年４月１日 至平成20年３月31日)

売却額(百万円) 売却益の合計額(百万円) 売却損の合計額(百万円)

49 19 7

３ 時価のない有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額

(1) 子会社株式及び関連会社株式

区分

前連結会計年度 
(平成20年３月31日)

連結貸借対照表計上額(百万円)

① 子会社株式 146

② 関連会社株式 1,835

合計 1,982

(2) その他有価証券

区分

前連結会計年度 
(平成20年３月31日)

連結貸借対照表計上額(百万円)

① 非上場株式 798

② その他 605

合計 1,404

４ その他有価証券のうち満期があるものの今後の償還予定額(平成20年３月31日)

内容
１年以内 
(百万円)

１年超５年以内
(百万円)

５年超10年以内
(百万円)

10年超
(百万円)

債券(縁故地方債) 1 1 － －
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(注)当連結会計年度において、その他有価証券で時価のある株式について236百万円減損処理を行ってい

る。 

  

  

 
  

  

 
  

  

 
  

  

 
  

当連結会計年度

１ その他有価証券で時価のあるもの

区分

当連結会計年度
(平成21年３月31日)

取得原価
(百万円)

連結貸借対照表計上額
(百万円)

差額 
(百万円)

連結貸借対照表計上額が取得原価 
を超えるもの

株式 3,196 5,299 2,102

連結貸借対照表計上額が取得原価 
を超えないもの

株式 2,251 2,049 △201

合計 5,447 7,349 1,901

２ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券(自平成20年４月１日 至平成21年３月31日)

売却額(百万円) 売却益の合計額(百万円) 売却損の合計額(百万円)

8 － 0

３ 時価のない有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額

(1) 子会社株式及び関連会社株式

区分

当連結会計年度 
(平成21年３月31日)

連結貸借対照表計上額(百万円)

① 子会社株式 146

② 関連会社株式 3,498

合計 3,644

(2) その他有価証券

区分

当連結会計年度 
(平成21年３月31日)

連結貸借対照表計上額(百万円)

① 非上場株式 767

② その他 94

合計 861

４ その他有価証券のうち満期があるものの今後の償還予定額(平成21年３月31日)

内容
１年以内 
(百万円)

１年超５年以内
(百万円)

５年超10年以内
(百万円)

10年超
(百万円)

債券(縁故地方債) 0 0 － －
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１ 取引の状況に関する事項 

  

 
  

(デリバティブ取引関係)

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

(1) 取引の内容・取引の利用目的

  原材料の購入代金に係る将来の為替相場の変動によ

る損失を回避するための為替予約取引・通貨オプショ

ン取引ならびに借入金及び債券運用に係る金利変動の

リスクを回避するための金利スワップ取引のデリバテ

ィブ取引を利用している。

(1) 取引の内容・取引の利用目的

同左

(2) 取引に対する取り組み方針

  為替予約取引・通貨オプション取引は外貨建債務の

範囲内で、金利スワップ取引は調達した資金及び債券

運用額の範囲内でデリバティブ取引を利用することと

しており、投機目的の取引は行わない方針である。

(2) 取引に対する取り組み方針

同左

(3) 取引に係るリスクの内容

  デリバティブ取引に付随するリスクのうち主要なも

のとしては市場リスクと信用リスクがある。市場リス

クとは市場の変動によりポジションに損益が発生する

リスクであり、金利スワップ取引は金利変動リスク、

為替予約取引・通貨オプション取引は為替変動リスク

に晒されているが、当グループのデリバティブ取引は

連結貸借対照表上の資産・負債の有するリスクと相殺

される。

  また信用リスクは取引相手が契約不履行となること

で、将来得られるはずであった効果を享受できなくな

るリスクであるが、当グループの取引相手は高い信用

格付を有する金融機関であるため、これによる損失の

発生は予想していない。

(3) 取引に係るリスクの内容

同左

(4) 取引に係るリスクの管理体制

  当グループ各社の体制としては、取引導入時、目

的・内容・取引相手・保有リスク等について、代表取

締役の決裁を受けており、取引内容及び評価損益につ

いては随時、代表取締役・担当役員・担当部長に報告

される。また、市場の急変等により不測の事態が発生

した場合には担当部長は直ちに担当役員に状況を報告

し、判断を仰ぐ体制になっている。

(4) 取引に係るリスクの管理体制

同左

(5) 「取引の時価等に関する事項」についての補足説明

  「取引の時価等に関する事項」における契約額(ま

たは想定元本)は、その金額自体がデリバティブ取引

に係わる市場リスク量または信用リスク量を示すもの

ではない。

(5) 「取引の時価等に関する事項」についての補足説明

同左

昭和産業㈱(2004)平成21年３月期決算短信

－ 39 －



  

 
(注) １ 時価の算定方法 

為替予約取引     …先物為替相場による。 

２ 「外貨建取引等会計処理基準」により外貨建金銭債権債務等に振り当てたデリバティブ取引については、 

注記の対象から除いている。 

３ ヘッジ会計を適用している取引については、注記の対象から除いている。 

  

金利関連デリバティブ取引については、ヘッジ会計を適用しているため、注記を省略している。 

  

２ 取引の時価等に関する事項

  デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益

(通貨関連)

種類

前連結会計年度
(平成20年３月31日)

当連結会計年度 
(平成21年３月31日)

契約額等 
(百万円)

契約額等の
うち 
１年超 
(百万円)

時価
(百万円)

評価損益
(百万円)

契約額等
(百万円)

契約額等の
うち 
１年超 
(百万円)

時価 
(百万円)

評価損益
(百万円)

為替予約取引

 買建

  米ドル 3,649 ─ 3,487 △161 2,249 ─ 2,328 79

合計 3,649 ─ 3,487 △161 2,249 ─ 2,328 79

(金利関連)
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前連結会計年度 

１ 採用している退職給付制度の概要 

当社及び連結子会社は、確定給付型の制度として、企業年金基金制度、適格退職年金制度及び退職一

時金制度を設けている。また、従業員の退職等に際して割増退職金を支払う場合がある。 

  

２ 退職給付債務に関する事項(平成20年３月31日現在) 

 
(注) 連結子会社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用している。 

  

３ 退職給付費用に関する事項(自平成19年４月１日 至平成20年３月31日) 

 
(注) １ 上記退職給付費用以外に、割増退職金26百万円を支払っており、販売費及び一般管理費に計上している。 

２ 簡便法を採用している連結子会社の退職給付費用は、「イ 勤務費用」に計上している。 

  

４ 退職給付債務等の計算基礎に関する事項 

 
  

(退職給付関係)

イ 退職給付債務 △17,488百万円

ロ 年金資産 11,074百万円

ハ 未積立退職給付債務(イ＋ロ) △6,413百万円

ニ 会計基準変更時差異の未処理額 1,410百万円

ホ 未認識数理計算上の差異 2,923百万円

ヘ 未認識過去勤務債務 △1,042百万円

ト 連結貸借対照表計上額純額(ハ＋ニ＋ホ＋ヘ) △3,121百万円

チ 前払年金費用   2,743百万円

リ 退職給付引当金(ト－チ) △5,865百万円

イ 勤務費用 695百万円

ロ 利息費用 322百万円

ハ 期待運用収益 △382百万円

ニ 会計基準変更時差異の費用処理額 705百万円

ホ 数理計算上の差異費用処理額 356百万円

ヘ 過去勤務債務の費用処理額 △186百万円

ト 退職給付費用(イ＋ロ＋ハ＋ニ＋ホ＋ヘ) 1,510百万円

イ 退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

ロ 割引率 2.0％

ハ 期待運用収益率 3.0％

ニ 過去勤務債務の額の処理年数 10年(発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年

数による定額法によっている。)

ホ 数理計算上の差異の処理年数 10年(発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年

数による定額法により、翌連結会計年度から費用処理する

こととしている。)

ヘ 会計基準変更時差異の処理年数 当社及び連結子会社１社は10年、その他の連結子会社につ

いては１年
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当連結会計年度 

１ 採用している退職給付制度の概要 

当社及び連結子会社は、確定給付型の制度として、企業年金基金制度、適格退職年金制度及び退職一

時金制度を設けている。また、従業員の退職等に際して割増退職金を支払う場合がある。 

  

２ 退職給付債務に関する事項(平成21年３月31日現在) 

 
(注) 連結子会社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用している。 

  

３ 退職給付費用に関する事項(自平成20年４月１日 至平成21年３月31日) 

 
(注) １ 上記退職給付費用以外に、割増退職金10百万円を支払っており、販売費及び一般管理費に計上している。 

２ 簡便法を採用している連結子会社の退職給付費用は、「イ 勤務費用」に計上している。 

  

４ 退職給付債務等の計算基礎に関する事項 

 
  

イ 退職給付債務 △16,640百万円

ロ 年金資産 8,640百万円

ハ 未積立退職給付債務(イ＋ロ) △8,000百万円

ニ 会計基準変更時差異の未処理額 705百万円

ホ 未認識数理計算上の差異 4,399百万円

ヘ 未認識過去勤務債務 △855百万円

ト 連結貸借対照表計上額純額(ハ＋ニ＋ホ＋ヘ) △3,750百万円

チ 前払年金費用  2,265百万円

リ 退職給付引当金(ト－チ) △6,016百万円

イ 勤務費用 742百万円

ロ 利息費用 312百万円

ハ 期待運用収益 △329百万円

ニ 会計基準変更時差異の費用処理額 705百万円

ホ 数理計算上の差異費用処理額 521百万円

ヘ 過去勤務債務の費用処理額 △186百万円

ト 退職給付費用(イ＋ロ＋ハ＋ニ＋ホ＋ヘ) 1,765百万円

イ 退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

ロ 割引率 2.0％

ハ 期待運用収益率 3.0％

ニ 過去勤務債務の額の処理年数 10年(発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年

数による定額法によっている。)

ホ 数理計算上の差異の処理年数 10年(発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年

数による定額法により、翌連結会計年度から費用処理する

こととしている。)

ヘ 会計基準変更時差異の処理年数 当社及び連結子会社１社は10年、その他の連結子会社につ

いては１年
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(注) 算定上の基礎 

１ １株当り純資産額 

  

 
  

  

２ １株当り当期純利益 

  

 
  

該当事項なし。 

  

該当事項なし。 

  

(１株当たり情報)

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

１株当り純資産額 269.67円 １株当り純資産額 280.14円

１株当り当期純利益 6.68円 １株当り当期純利益 14.99円

潜在株式調整後１株当り当期純利益については、潜在株

式が存在しないため記載していない。

同左

項目
前連結会計年度

(平成20年３月31日)
当連結会計年度

(平成21年３月31日)

連結貸借対照表の純資産の部 
の合計額（百万円）

48,977 49,783

普通株式に係る純資産額（百万円） 48,308 49,310

差額の主な内訳（百万円）
 少数株主持分 668 472

普通株式の発行済株式数（株） 180,649,898 180,649,898

普通株式の自己株式数（株） 1,509,213 4,625,878

１株当り純資産額の算定に用いられた
普通株式の数（株）

179,140,685 176,024,020

項目
前連結会計年度

(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

連結損益計算書上の当期純利益(百万円) 1,202 2,669

普通株式に係る当期純利益(百万円) 1,202 2,669

普通株主に帰属しない金額(百万円) ─ ―

普通株式の期中平均株式数(株) 180,073,221 178,064,039

(重要な後発事象)

前連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日)

当連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日)
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5.【個別財務諸表】

(1)【貸借対照表】 

(単位：百万円) 

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 2,767 4,442 

受取手形 834 695 

売掛金 ※1 19,330 ※1 20,939 

有価証券 1 0 

商品 351 － 

製品 6,266 － 

商品及び製品 － 6,079 

仕掛品 1,096 1,086 

原材料 8,266 － 

未着原材料 2,842 － 

原材料及び貯蔵品 － 8,336 

副産物 3 － 

貯蔵品 717 － 

前払金 ※2 226 ※2 450 

前払費用 285 311 

繰延税金資産 476 637 

その他 537 1,202 

貸倒引当金 △6 △7 

流動資産合計 43,997 44,174 

固定資産 

有形固定資産 

建物 ※3 60,934 ※3 60,699 

減価償却累計額 △37,719 △38,638 

建物（純額） 23,215 22,060 

構築物 11,138 11,473 

減価償却累計額 △8,128 △8,366 

構築物（純額） 3,009 3,106 

機械及び装置 93,377 94,354 

減価償却累計額 △78,147 △80,236 

機械及び装置（純額） 15,229 14,118 

車両運搬具 11 11 

減価償却累計額 △10 △11 

車両運搬具（純額） 1 0 

工具、器具及び備品 4,708 4,813 

減価償却累計額 △4,047 △4,237 

工具、器具及び備品（純額） 660 576 

土地 ※3 13,500 ※3 12,585 

リース資産 － 212 

減価償却累計額 － △24 

リース資産（純額） － 188 

建設仮勘定 239 214 

有形固定資産合計 55,855 52,850 
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(単位：百万円) 

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

無形固定資産 

借地権 8 8 

ソフトウエア 185 202 

リース資産 － 12 

水道施設利用権 14 9 

その他 37 36 

無形固定資産合計 246 270 

投資その他の資産 

投資有価証券 10,630 7,769 

関係会社株式 3,220 3,904 

出資金 192 187 

関係会社出資金 51 51 

長期貸付金 26 12 

関係会社長期貸付金 1,440 1,418 

固定化営業債権 ※5 0 ※5 0 

長期前払費用 61 62 

差入保証金 163 175 

長期積立保険 80 80 

前払年金費用 2,743 2,265 

貸倒引当金 △1,123 △1,113 

投資その他の資産合計 17,488 14,814 

固定資産合計 73,590 67,935 

資産合計 117,587 112,110 

負債の部 

流動負債 

買掛金 ※1 11,568 ※1 7,216 

短期借入金 8,360 18,860 

1年内返済予定の長期借入金 ※3 1,975 ※3 3,375 

コマーシャル・ペーパー 12,500 － 

リース債務 － 51 

未払金 5,089 5,934 

未払費用 259 337 

未払法人税等 873 2,453 

未払消費税等 9 689 

前受金 141 107 

預り金 340 469 

賞与引当金 725 780 

設備関係支払手形 1,982 1,824 

その他 299 64 

流動負債合計 44,123 42,164 
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(単位：百万円) 

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

固定負債 

長期借入金 ※3 14,962 ※3 13,587 

長期未払金 134 107 

リース債務 － 163 

繰延税金負債 4,486 3,105 

退職給付引当金 4,191 4,354 

役員退職慰労引当金 178 151 

債務保証損失引当金 1,537 1,587 

長期預り敷金保証金 405 450 

長期預り保証金 1,491 1,529 

固定負債合計 27,388 25,036 

負債合計 71,512 67,201 

純資産の部 

株主資本 

資本金 12,778 12,778 

資本剰余金 

資本準備金 3,270 3,270 

その他資本剰余金 5,736 5,736 

資本剰余金合計 9,007 9,007 

利益剰余金 

その他利益剰余金 

別途積立金 12,110 12,110 

固定資産圧縮積立金 6,289 5,975 

繰越利益剰余金 3,698 5,087 

利益剰余金合計 22,098 23,173 

自己株式 △388 △1,243 

株主資本合計 43,495 43,715 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 2,591 1,153 

繰延ヘッジ損益 △11 40 

評価・換算差額等合計 2,579 1,193 

純資産合計 46,075 44,909 

負債純資産合計 117,587 112,110 
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(2)【損益計算書】 

(単位：百万円) 

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

売上高 

製品売上高 ※1 120,017 ※1 144,914 

商品売上高 ※1 11,680 ※1 14,675 

売上高合計 131,697 159,590 

売上原価 

製品期首たな卸高 4,913 6,266 

商品期首たな卸高 311 351 

当期製品製造原価 103,732 123,432 

当期商品仕入高 10,920 13,609 

製品他勘定振替高 ※2 4,611 ※2 5,531 

小計 115,266 138,129 

製品期末たな卸高 6,266 5,695 

商品期末たな卸高 351 375 

売上原価合計 108,648 ※3 132,058 

売上総利益 23,048 27,531 

販売費及び一般管理費 ※4, ※5 19,583 ※4, ※5 20,453 

営業利益 3,465 7,077 

営業外収益 

受取利息 ※1 36 ※1 31 

有価証券利息 0 0 

受取配当金 ※1 281 ※1 266 

仕入割引 0 － 

社宅他不動産賃貸料 79 79 

技術指導料 ※1 153 ※1 113 

為替差益 160 70 

雑収入 ※1 199 ※1 181 

営業外収益合計 910 742 

営業外費用 

支払利息 414 491 

コマーシャル・ペーパー利息 100 104 

退職給付費用 648 648 

雑支出 221 282 

営業外費用合計 1,384 1,526 

経常利益 2,991 6,294 
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(単位：百万円) 

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

特別利益 

固定資産売却益 10 0 

貸倒引当金戻入額 － ※6 9 

投資有価証券売却益 18 － 

過年度関係会社税金等還付金 22 － 

特別利益合計 51 10 

特別損失 

固定資産廃棄損 ※7 494 ※7 347 

固定資産売却損 ※8 104 － 

減損損失 ※9 55 ※9 1,118 

投資有価証券売却損 7 － 

投資有価証券消却損 0 － 

子会社株式評価損 145 3 

関連会社株式評価損 39 － 

投資有価証券評価損 76 226 

ゴルフ会員権評価損 8 4 

貸倒引当金繰入額 ※10 9 － 

債務保証損失引当金繰入額 ※11 724 － 

特別損失合計 1,666 1,700 

税引前当期純利益 1,375 4,603 

法人税、住民税及び事業税 1,443 3,080 

法人税等調整額 △390 △625 

法人税等合計 1,052 2,454 

当期純利益 322 2,149 
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(3)【株主資本等変動計算書】 

(単位：百万円) 

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

株主資本 

資本金 

前期末残高 12,778 12,778 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 12,778 12,778 

資本剰余金 

資本準備金 

前期末残高 3,270 3,270 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 3,270 3,270 

その他資本剰余金 

前期末残高 5,736 5,736 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 5,736 5,736 

資本剰余金合計 

前期末残高 9,007 9,007 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 9,007 9,007 

利益剰余金 

その他利益剰余金 

別途積立金 

前期末残高 12,110 12,110 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 12,110 12,110 

固定資産圧縮積立金 

前期末残高 6,596 6,289 

当期変動額 

固定資産圧縮積立金の取崩 △307 △313 

当期変動額合計 △307 △313 

当期末残高 6,289 5,975 

繰越利益剰余金 

前期末残高 4,151 3,698 

当期変動額 

剰余金の配当 △1,082 △1,074 

当期純利益 322 2,149 

固定資産圧縮積立金の取崩 307 313 

当期変動額合計 △452 1,388 

当期末残高 3,698 5,087 

利益剰余金合計 

前期末残高 22,858 22,098 

当期変動額 

剰余金の配当 △1,082 △1,074 

当期純利益 322 2,149 

固定資産圧縮積立金の取崩 － － 

当期変動額合計 △759 1,075 

当期末残高 22,098 23,173 
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(単位：百万円) 

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

自己株式 

前期末残高 △63 △388 

当期変動額 

自己株式の取得 △324 △855 

当期変動額合計 △324 △855 

当期末残高 △388 △1,243 

株主資本合計 

前期末残高 44,579 43,495 

当期変動額 

剰余金の配当 △1,082 △1,074 

当期純利益 322 2,149 

自己株式の取得 △324 △855 

当期変動額合計 △1,084 220 

当期末残高 43,495 43,715 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 

前期末残高 5,359 2,591 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△2,768 △1,437 

当期変動額合計 △2,768 △1,437 

当期末残高 2,591 1,153 

繰延ヘッジ損益 

前期末残高 6 △11 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△17 51 

当期変動額合計 △17 51 

当期末残高 △11 40 

評価・換算差額等合計 

前期末残高 5,365 2,579 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△2,786 △1,385 

当期変動額合計 △2,786 △1,385 

当期末残高 2,579 1,193 

純資産合計 

前期末残高 49,945 46,075 

当期変動額 

剰余金の配当 △1,082 △1,074 

当期純利益 322 2,149 

自己株式の取得 △324 △855 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,786 △1,385 

当期変動額合計 △3,870 △1,165 

当期末残高 46,075 44,909 
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  該当事項なし。 

(4)【継続企業の前提に関する注記】
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(5)【重要な会計方針】

前事業年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

１ 有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券

   ａ 時価のあるもの……決算期末日の市場価格等
に基づく時価法(評価差
額は全部純資産直入法
により処理し、売却原
価は移動平均法により
算定)

１ 有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券

  ａ 時価のあるもの……    同左

   ｂ 時価のないもの……移動平均法による原価法
なお、投資事業有限責
任組合への出資(金融商
品取引法 第２条第２項
により有価証券とみな
されるもの)について
は、組合契約に規定さ
れる決算報告日に応じ
て入手可能な 近の決
算書を基礎とし、持分
相当額を純額で取り込
む方法によっている。

  ｂ 時価のないもの……    同左

子会社株式及び関連会社株式
            ……移動平均法による原価法

子会社株式及び関連会社株式
           ……     同左

２ デリバティブ取引により生じる正味の債権(及び債
務)の評価基準及び評価方法

            ……時価法

２ デリバティブ取引により生じる正味の債権(及び債
務)の評価基準及び評価方法

同左

３ たな卸資産の評価基準及び評価方法 
   製品・商品・仕掛品…先入先出法による原価法 
   原料・貯蔵品…………移動平均法による原価法

３ たな卸資産の評価基準及び評価方法 
   製品・商品・仕掛品…先入先出法による原価法 
            （収益性の低下による簿価 
             切下げの方法）    
   原料・貯蔵品…………移動平均法による原価法 
            （収益性の低下による簿価 
             切下げの方法）
（会計方針の変更）
 当事業年度より、「棚卸資産の評価に関する会計基
準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５日公表分）
を適用している。 
 これに伴い、前事業年度と同一の方法によった場合と
比べ、売上総利益、営業利益、経常利益及び税引前当期
純利益が112百万円それぞれ減少している。

４ 固定資産の減価償却方法
  有形固定資産 
  建物(除く建物附属設備)及び貸与資産の一部 
  a 平成19年３月31日以前に取得したもの 
  ……旧定額法 
  b 平成19年４月１日以降に取得したもの 
  ……定額法

４ 固定資産の減価償却方法
  有形固定資産（リース資産を除く） 
  建物(除く建物附属設備)及び貸与資産の一部 
  a 平成19年３月31日以前に取得したもの 
  ……旧定額法 
  b 平成19年４月１日以降に取得したもの 
  ……定額法

  その他の有形固定資産 
  a 平成19年３月31日以前に取得したもの 
  ……旧定率法 
  b 平成19年４月１日以降に取得したもの 
  ……定率法

 その他の有形固定資産
  a 平成19年３月31日以前に取得したもの 
  ……旧定率法 
  b 平成19年４月１日以降に取得したもの 
  ……定率法
 

  なお、主な耐用年数は以下のとおりである。
   建物及び構築物 ８～50年
     機械及び装置 ７～15年

 なお、主な耐用年数は以下のとおりである。
   建物及び構築物 ８～50年
   機械及び装置 ５～12年

（会計方針の変更） 
 法人税法の改正（（所得税法等の一部を改正する法律
平成19年３月30日 法律第６号）及び（法人税法施行令
の一部を改正する政令 平成19年３月30日 政令第83
号））に伴い、当事業年度から、平成19年４月１日以降
に取得したものについては、改正後の法人税法に基づく
方法に変更している。 
 これに伴い、前事業年度と同一の方法によった場合と
比べ、売上総利益が65百万円、営業利益が94百万円、経
常利益が94百万円、税引前当期純利益が94百万円それぞ
れ減少している。
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前事業年度

(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

（追加情報） 
 当事業年度から、平成19年３月31日以前に取得したも
のについては、償却可能限度額まで償却が終了した翌年
から５年間で残存価額を均等償却する方法によってい
る。 
 これに伴い、前事業年度と同一の方法によった場合と
比べ、売上総利益が490百万円、営業利益が522百万円、
経常利益が522百万円、税引前当期純利益が522百万円そ
れぞれ減少している。 
 

  無形固定資産
  自社利用のソフトウェア……利用実態に応じた利用

可能期間(５年)に基づ
く定額法

    その他の無形固定資産  ……定額法

（追加情報）
 当社の機械及び装置について、従来、耐用年数を７年
から15年としていたが、当事業年度より５年から12年に
変更している。 
 この変更は、平成20年度の税制改正を契機として、資
産の利用状況を見直したことによるものである。 
 これに伴い、前事業年度と同一の方法によった場合と
比べ、売上総利益が377百万円、営業利益が385百万円、
経常利益が385百万円、税引前当期純利益が385百万円そ
れぞれ減少している。 

 無形固定資産（リース資産を除く）
 自社利用のソフトウェア……利用実態に応じた利用

可能期間(５年)に基づ
く定額法

   その他の無形固定資産 ……定額法

リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリー
ス資産 
……リース期間を耐用年数とし残存価額を零とする 
  定額法 
なお、リース契約日が平成20年３月31日以前の所有
権移転外ファイナンス・リース取引については、通
常の賃貸借取引に準じた会計処理を採用している。

（会計方針の変更）
 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、
従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によって
いたが、当事業年度より、「リース取引に関する会計基
準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会
計審議会 第一部会）、平成19年３月30日改正））及び
「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計
基準適用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計
士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））
を適用し、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理
によっている。 
 これに伴う当事業年度の営業利益、経常利益及び税引
前当期純利益に与える影響はない。 

５ 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
  外貨建金銭債権債務については、決算期末日の直物

為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益とし
て処理している。

５ 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
同左

６ 引当金の計上基準
  貸倒引当金
   売掛金、貸付金等の債権の貸倒による損失に備え

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
可能性を検討し、回収不能見込額を計上してい
る。

６ 引当金の計上基準
 貸倒引当金

同左

  賞与引当金
   従業員の賞与支給に備えるため、翌期における支

給見込額のうち当期負担額を計上している。

 賞与引当金
同左

  退職給付引当金 
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末に
おける退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ
き計上している。 
会計基準変更時差異については、10年による按分
額を費用処理している。 
数理計算上の差異及び過去勤務債務については、
その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定
の年数(10年)による定額法により費用処理してい
る。 
なお、数理計算上の差異については、それぞれ発
生の翌期から費用処理している。 
 

 退職給付引当金
         同左
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前事業年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

  役員退職慰労引当金
   役員及び執行役員の退職慰労金制度を平成17年６

月29日開催の定時株主総会終結の時をもって廃止
し、これまでの在任期間に応じた退職慰労金を計
上している。当該引当金残高は、各役員及び執行
役員の退職時に支給し、取崩すこととしている。

 役員退職慰労引当金
同左

  債務保証損失引当金
   債務保証に係る損失に備えるため、被保証先の財

政状態等を勘案し、損失見込額を計上している。

 債務保証損失引当金
同左

７ リース取引の処理方法
  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
っている。

７ リース取引の処理方法

────────

８ ヘッジ会計の方法

 (1) ヘッジ会計の方法

   外貨建予定取引に係る為替予約、通貨オプション

及び金利スワップは繰延ヘッジ処理によってい

る。また、金利スワップのうち特例処理の要件を

満たす取引については特例処理を採用している。

８ ヘッジ会計の方法

 (1) ヘッジ会計の方法

同左

 (2) ヘッジ手段とヘッジ対象

   ・ヘッジ手段

   ……デリバティブ取引(為替予約取引、通貨オプ

ション取引及び金利スワップ取引)

   ・ヘッジ対象

   ……実行される可能性が高い外貨建予定取引及び

金利変動リスクまたはキャッシュ・フロー変

動リスクに晒されている借入金・債券

 (2) ヘッジ手段とヘッジ対象

   ・ヘッジ手段

   ……同左

 

   ・ヘッジ対象

   ……同左

 (3) ヘッジ方針

   当社内部規定に基づき、原料輸入に係る為替変動

リスクならびに借入金・債券に係るキャッシュ・

フロー変動リスク、借入金に係る金利変動リスク

をヘッジしている。

   なお、為替予約、通貨オプションは外貨建債務の

範囲内、金利スワップは資金調達額又は債券運用

額の範囲内で取り組んでおり、投機目的の取引は

行わない方針である。

 (3) ヘッジ方針

同左

 (4) ヘッジの有効性の評価

   ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間にお

いて、ヘッジ対象の相場変動又はキャッシュ・フ

ロー変動の累計とヘッジ手段の相場変動又はキャ

ッシュ・フロー変動の累計とを比較し、ヘッジ対

象とヘッジ手段との間に高い相関関係が認められ

るかにより有効性を評価している。

 (4) ヘッジの有効性の評価

同左

９ その他の財務諸表作成のための重要な事項

消費税等の処理方法

   消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式に

よっている。 

 

９ その他の財務諸表作成のための重要な事項

消費税等の処理方法

同左
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(6)【重要な会計方針の変更】

【表示方法の変更】

前事業年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

（貸借対照表） 

１ 「退職給付引当金」及び「前払年金費用」は、貸借

対照表上従来、両者をネットした金額を計上してい

たが、当事業年度における重要性を考慮し、両者を

両建て表示している。 

２ 従来、貸借対照表上「未払費用」に計上されていた

一部の金額について、当事業年度より当該負債の性

質を考慮し、「未払金」に計上している。なお、

「未払金」に計上することになった金額は以下のと

おりである。  

 前事業年度末          1,842百万円  

 当事業年度末          1,998百万円

３ 商取引に係る預り保証金は、貸借対照表上従来、流

動負債「預り金」に計上していたが、当該負債の性

質を考慮し、当事業年度より固定負債「長期預り保

証金」に計上している。なお、商取引に係る預り保

証金の金額は以下のとおりである。  

 前事業年度末          1,453百万円  

 当事業年度末          1,491百万円

────────
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(7)【個別財務諸表に関する注記事項】

(貸借対照表関係)

前事業年度 
(平成20年３月31日)

当事業年度 
(平成21年３月31日)

※１ 関係会社に対する項目

売掛金 6,463百万円

買掛金 1,354 〃

※１ 関係会社に対する項目

売掛金 5,818百万円

買掛金 1,287 〃

※２ 小麦粉製品の輸出にかかる原料小麦の政府払下価

格と、加工貿易原料の輸入割当に伴う輸入見込価

格の差額209百万円を含んでいる。

※２ 小麦粉製品の輸出にかかる原料小麦の政府払下価

格と、加工貿易原料の輸入割当に伴う輸入見込価

格の差額388百万円を含んでいる。

 

※３ 担保資産及び担保付債務

  担保に供している資産は次のとおりである。

建物 10,217百万円

土地 1,867 〃

 計 12,084 〃

  担保付債務は次のとおりである。

１年内返済予定の 

長期借入金
375百万円

長期借入金 2,662 〃

 計 3,037 〃

 

※３ 担保資産及び担保付債務

  担保に供している資産は次のとおりである。

建物 9,809百万円

土地 1,867 〃

計 11,676 〃

  担保付債務は次のとおりである。

１年内返済予定の 

長期借入金
375百万円

長期借入金 2,287 〃

計 2,662 〃

 ４ 偶発債務

  保証債務

相手先 摘要 金額(百万円)

(関係会社)

㈱昭産ビジネス 
サービス

銀行等借入金 16,020

昭産商事㈱他４件 銀行借入金等 3,197

小計 ― 19,217

(取引先関係)

川嶋畜産他25件 銀行等借入金 402

小計 ― 402

計 ― 19,619

 ４ 偶発債務

  保証債務

相手先 摘要 金額(百万円)

(関係会社)

㈱昭産ビジネス
サービス

銀行等借入金 12,610

昭産商事㈱他４件 銀行借入金等 3,113

小計 ― 15,723

(取引先関係)

川嶋畜産他24件 銀行等借入金 321

小計 ― 321

計 ― 16,044

※５ 財務諸表等規則第32条第１項第10号に該当する債

権である。

※５          同左 
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(損益計算書関係)

前事業年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

 

※１ 関係会社に関する項目

製品売上高 26,721百万円

商品売上高 2,600 〃

技術指導料 153 〃

技術指導料以外の 
営業外収益

169 〃

    (受取利息、受取配当金及び雑収入)
 

※１ 関係会社に関する項目

製品売上高 30,268百万円

商品売上高 3,066 〃

技術指導料 113 〃

技術指導料以外の
営業外収益

132 〃

    (受取利息、受取配当金及び雑収入)

※２ 製品他勘定振替高の内訳は次のとおりである。主

なものは他部門に対する原材料勘定への振替高で

ある。

内訳 金額

小麦粉及びふすま 1,307百万円

油脂及び油粕 2,088

ぶどう糖及び水飴 1,036

食品 96

飼料 82

計 4,611百万円

※２ 製品他勘定振替高の内訳は次のとおりである。主

なものは他部門に対する原材料勘定への振替高で

ある。

内訳 金額

小麦粉及びふすま 2,126百万円

油脂及び油粕 1,905

ぶどう糖及び水飴 1,390

食品 65

飼料 43

計 5,531百万円

 

 

※３      ────────── 

 

※４ 販売費と一般管理費のおおよその割合は販売費

51.6％、一般管理費48.4％である。

   販売費及び一般管理費のうち、主要な費目及び金

額は次のとおりである。

発送配達費 7,690百万円

広告宣伝費 886

販売諸費 577

社員給料 2,629

賞与及び諸手当 1,274

賞与引当金繰入額 441

退職給付費用 447

減価償却費 572

 

※３ 通常の販売目的で保有する棚卸資産の収益性の低

下による簿価切下額

売上原価 112百万円

※４ 販売費と一般管理費のおおよその割合は販売費 

50.9％、一般管理費49.1％である。

   販売費及び一般管理費のうち、主要な費目及び金

額は次のとおりである。

発送配達費 7,788百万円

広告宣伝費 928

販売諸費 699

社員給料 2,652

賞与及び諸手当 1,550

賞与引当金繰入額 464

退職給付費用 589

減価償却費 567

債務保証損失引当金繰入額 49

※５ 一般管理費に含まれる研究開発費は1,488百万円

である。なお、当期製造費用に含まれる研究開発

費はない。

※５ 一般管理費に含まれる研究開発費は1,550百万円

である。なお、当期製造費用に含まれる研究開発

費はない。

※６       ────────── ※６  関係会社㈱ショウレイ、関係会社東葛食品㈱、関

係会社㈱昭産エンジニアリング及び関係会社㈱菜

花堂に係るものである。

※７ この内主なものは、鹿島工場の機械及び装置の廃

棄である。

※７ この内主なものは、鹿島工場の機械及び装置の廃

棄である。

※８ この内主なものは、賃貸用建物の売却である。 ※８      ──────────
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前事業年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

 

 

※９ (1) 減損損失を認識した資産グループの概要

    (イ) 厚生施設

場所: 愛知県江南市

用途 厚生施設

種類 土地、建物、その他

金額 土地 3百万円

建物 31百万円

その他 0百万円

合計 35百万円

    (ロ) 遊休資産

場所: 兵庫県神戸市東灘区 他３件

用途 生産設備

種類 機械及び装置、その他

金額 機械及び装置 16百万円

その他 3百万円

合計 19百万円

 

 

※９ (1) 減損損失を認識した資産グループの概要 

   (イ) 事業用資産
    ①生産設備

場所: 茨城県神栖市 他２件

用途 生産設備

種類 機械及び装置、建設仮勘定

金額 機械及び装置 56百万円

建設仮勘定 18百万円

合計 75百万円

    ②研究用資産

場所: 茨城県つくば市

用途 研究設備

種類
土地、構築物、機械及び装
置、工具、器具及び備品、そ
の他

金額 土地 776百万円

構築物 8百万円

機械及び装置 0百万円

工具、器具及び
備品

9百万円

その他 0百万円

合計 794百万円

   (ロ) 厚生施設

場所: 栃木県那須郡 他１件

用途 厚生施設

種類
土地、建物、構築物、機械及
び装置

金額 土地 40百万円

建物 205百万円

構築物 2百万円

機械及び装置 0百万円

合計 248百万円

   (2) 資産のグルーピングの方法

   事業用資産については管理会計上の事業を基本と

し、遊休資産・厚生施設については、当該資産単

独で資産のグルーピングを行っている。

   (3) 減損損失の認識に至った経緯

   厚生施設は、当事業年度中の売買契約締結に伴

い、帳簿価額を回収可能価額（正味売却価額）ま

で減額している。 

遊休資産は、将来において使用予定の無いことが

判明した資産について、帳簿価額を回収可能価額

（正味売却価額）まで減額している。

   (4) 回収可能価額（正味売却価額）の算定方法

   厚生施設については、売買契約書に記載される売

却価額より諸経費を控除した金額にて評価してい

る。 

遊休資産については、備忘価額にて評価してい

る。

   (2) 資産のグルーピングの方法

           同左 

  

 

   (3) 減損損失の認識に至った経緯

   事業用資産のうち、生産設備については遊休資産

化の決定により、また研究用資産については研究

所閉鎖決定により保有目的が変更されたためであ

る。 

厚生施設については、施設の閉鎖決定により保有

目的が変更されたためである。

   (4) 回収可能価額（正味売却価額）の算定方法

   事業用資産の生産設備については備忘価額にて評

価している。事業用資産のうち研究用資産につい

ては、不動産鑑定評価額にて評価している。 

厚生施設については、取引相場価額や固定資産税

評価額を基に評価している。

※10  関係会社㈱ショウレイ、関係会社東葛食品㈱、関

係会社㈱昭産エンジニアリング及び関係会社㈱菜

花堂に係るものである。

※10       ──────────

※11  関係会社㈱スウィングベーカリー、関係会社㈱内

外製粉及び関係会社昭和冷凍食品㈱に係るもので

ある。

※11       ──────────
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前事業年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

  自己株式に関する事項 

   
  （変動事由の概要） 

  増加数の主な内訳は、次のとおりである。 

   取締役会決議に基づく自己株式の取得による増加      1,214,000株 

   単元未満株式の買取による増加                         69,755株 

  

当事業年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

  自己株式に関する事項 

   
  （変動事由の概要） 

  増加数の主な内訳は、次のとおりである。 

   取締役会決議に基づく自己株式の取得による増加      3,000,000株 

   単元未満株式の買取による増加                         93,060株 

  

(株主資本等変動計算書関係)

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株） 225,458 1,283,755 ─ 1,509,213

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株） 1,509,213 3,093,060 ─ 4,602,273
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子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはない。 

  

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはない。 

  

(リース取引関係)

前事業年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21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・リース取引に係る注記

 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

 リース取引に関する会計基準適用初年度開始前の所有

権移転外ファイナンス・リース取引

 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

 

車輛 
運搬具 

(百万円)

工具、器具
及び備品 
(百万円)

その他 
(百万円)

合計
(百万円)

取得価額 
相当額

82 318 57 458

減価償却 
累計額 
相当額

61 113 42 216

期末残高 
相当額

20 205 15 241

 

車輛
運搬具 

(百万円)

工具、器具
及び備品
(百万円)

その他 
(百万円)

合計
(百万円)

取得価額
相当額

67 450 57 575

減価償却
累計額 
相当額

57 151 46 255

期末残高
相当額

10 298 10 319

 

 ② 未経過リース料期末残高相当額

 １年内 66百万円

 １年超 174百万円

 合計 241百万円
 

 ② 未経過リース料期末残高相当額

１年内 93百万円

１年超 226百万円

合計 319百万円

 

 

 ③ 支払リース料及び減価償却費相当額

支払リース料 61百万円

減価償却費相当額 61百万円
 

 ③ 支払リース料及び減価償却費相当額

支払リース料 99百万円

減価償却費相当額 99百万円

 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

定額法によっている。

 (注) 取得価額相当額及び未経過リース料期末残高相

当額は有形固定資産の期末残高等に占める未経過

リース料期末残高の割合が低いため、「支払利子

込み法」により算定している。

 ④ 減価償却費相当額の算定方法

                      同左

 (注)        同左

 

(有価証券関係)

前事業年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日)

当事業年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日)
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(税効果会計関係)

前事業年度 
(平成20年３月31日)

当事業年度 
(平成21年３月31日)

 

(1) 繰延税金資産・繰延税金負債の主な発生要因

  ① 流動の部

繰延税金資産

賞与引当金 293百万円

未払事業税 80

為替予約時価評価 37

その他 94

繰延税金資産合計 506

繰延税金負債

為替予約時価評価 25百万円

その他 4

繰延税金負債合計 29

繰延税金資産の純額 476
  

(1) 繰延税金資産・繰延税金負債の主な発生要因

  ① 流動の部

繰延税金資産

賞与引当金 316百万円

未払事業税 193

棚卸資産評価損 45

その他 109

繰延税金資産合計 664

繰延税金負債

為替予約時価評価 24百万円

その他 2

繰延税金負債合計 27

繰延税金資産の純額 637

  ② 固定の部

繰延税金資産

貸倒引当金 323百万円

債務保証損失引当金 622

退職給付引当金 586

役員退職慰労引当金 72

投資有価証券 501

減損損失 132

その他 78

繰延税金資産小計 2,317

評価性引当額 △871

繰延税金資産合計 1,445

繰延税金負債

固定資産圧縮積立金 4,280百万円

投資有価証券 1,651

繰延税金負債合計 5,932

繰延税金負債の純額 4,486

  ② 固定の部

繰延税金資産

貸倒引当金 316百万円

債務保証損失引当金 642

退職給付引当金 845

役員退職慰労引当金 61

投資有価証券 594

減損損失 551

その他 80

繰延税金資産小計 3,093

評価性引当額 △1,431

繰延税金資産合計 1,662

繰延税金負債

固定資産圧縮積立金 4,067百万円

投資有価証券 699

繰延税金負債合計 4,767

繰延税金負債の純額 3,105

 

(2) 法定実効税率と税効果会計適用後の税負担率の差異

原因

法定実効税率 40.5％

(調整)

交際費等永久に損金に算入されない額 6.8％

受取配当金等永久に益金に 
算入されない額

△3.9％

住民税均等割 2.6％

評価性引当額 35.5％

その他 △5.0％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 76.5％
 

(2) 法定実効税率と税効果会計適用後の税負担率の差異

原因

法定実効税率 40.5％

(調整)

交際費等永久に損金に算入されない額 2.7％

受取配当金等永久に益金に
算入されない額

△1.1％

住民税均等割 0.8％

評価性引当額 12.6％

その他 △2.2％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 53.3％
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(注) 算定上の基礎 

  
    １ １株当り純資産額 
   

 
  
    ２ １株当り当期純利益 
  

 
  

該当事項なし。 

  

該当事項なし。 

  

平成21年４月28日付で別途開示いたしました「役員の異動および人事に関するお知らせ」をご参照く

ださい。 

該当事項はありません。 

(１株当たり情報)

前事業年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

１株当り純資産額 257.20円 １株当り純資産額 255.10円

１株当り当期純利益 1.79円 １株当り当期純利益 12.07円

潜在株式調整後１株当り当期純利益については、潜在株

式が存在しないため記載していない。

           同左

項目
前事業年度

(平成20年３月31日)
当事業年度

(平成21年３月31日)

貸借対照表の純資産の部の合計額（百万円） 46,075 44,909

普通株式に係る純資産額（百万円） 46,075 44,909

普通株式の発行済株式数（株） 180,649,898 180,649,898

普通株式の自己株式数（株） 1,509,213 4,602,273

１株当り純資産額の算定に用いられた
普通株式の数（株）

179,140,685 176,047,625

項目
前事業年度

(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

損益計算書上の当期純利益(百万円) 322 2,149

普通株式に係る当期純利益(百万円) 322 2,149

普通株主に帰属しない金額(百万円) ─ ―

普通株式の期中平均株式数(株) 180,073,221 178,081,759

(重要な後発事象)

前事業年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日)

当事業年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日)

6. その他

(1)役員の異動

(2)その他
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