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1.  22年2月期の連結業績（平成21年3月1日～平成22年2月28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 ％

22年2月期 18,234 △1.4 536 34.5 583 41.0 322 58.9
21年2月期 18,502 3.5 399 39.3 413 10.7 202 △1.5

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利

益率 総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

22年2月期 50.40 ― 6.1 5.1 2.9
21年2月期 31.71 ― 4.0 3.9 2.2

（参考） 持分法投資損益 22年2月期  △14百万円 21年2月期  △16百万円

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

22年2月期 11,992 5,445 45.4 851.29
21年2月期 10,729 5,181 48.3 810.15

（参考） 自己資本   22年2月期  5,443百万円 21年2月期  5,180百万円

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

22年2月期 779 △869 519 883
21年2月期 636 △128 △408 453

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

21年2月期 ― ― ― 10.00 10.00 63 31.5 1.3
22年2月期 ― ― ― 10.00 10.00 63 19.8 1.2
23年2月期 

（予想） ― ― ― 10.00 10.00 ―

3.  23年2月期の連結業績予想（平成22年3月1日～平成23年2月28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

10,173 8.4 365 6.0 408 6.9 195 △8.9 30.59

通期 19,555 7.2 623 16.1 670 14.9 330 2.6 51.70
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4.  その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

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

（注）詳細は、18ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」及び23ページ「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、30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） 22年2月期 6,398,000株 21年2月期 6,398,000株
② 期末自己株式数 22年2月期  3,226株 21年2月期  3,226株

（参考）個別業績の概要 

1.  22年2月期の個別業績（平成21年3月1日～平成22年2月28日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

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

22年2月期 15,450 △1.6 463 32.8 511 42.8 276 74.5
21年2月期 15,704 3.9 349 40.1 358 21.6 158 1.6

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

22年2月期 43.24 ―
21年2月期 24.78 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

22年2月期 11,223 5,818 51.8 909.86
21年2月期 10,215 5,600 54.8 875.76

（参考） 自己資本 22年2月期  5,818百万円 21年2月期  5,600百万円

2.  23年2月期の個別業績予想（平成22年3月1日～平成23年2月28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 
上記の予想は、現時点で入手された情報に基づき判断した予想であり、潜在的なリスクや不確実性が含まれております。従いまして、実際の業績は様々
な要因により上記の業績予想とは異なることがありますことをご承知おきください。なお、上記の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３ページを参照してください。 

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

8,517 8.9 350 18.2 397 18.2 206 11.7 32.33

通期 16,253 5.2 602 29.9 657 28.4 341 23.6 53.45
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①当期の経営成績 

  当連結会計年度におけるわが国経済は、前年度に発生した米国発世界同時不況の影響を受け、企業の

設備投資意欲の減退、雇用不安や所得減少に伴う消費者の生活防衛意識の高まりに加え、新型インフル

エンザの流行等により明るい兆しが見えない一年でした。 

 食品業界におきましては、「内食」傾向の強まりはあったものの、商品販売単価の下落、百貨店やＧ

ＭＳの相次ぐ閉店、外食チェーンの不振等、一段と厳しい状況が続きました。 

 このような状況のもと当社グループは、全国の製造・販売拠点を活用した積極的な新規得意先の開拓

と、ＮＢ商品の開発・育成を実施いたしました。製品面では、料理研究家相田幸二氏との共同企画キム

チ「ご飯がススム」、新たなカレーの付け合わせとして「カレーに合うキャベツの甘酢漬」、地域ブラ

ンドを活用した「なまらうまいキムチ」などの商品開発を行いました。これらの新商品のうち、特に

「ご飯がススム」が消費者の支持を受け、積極的な広告展開を実施したことにより、大きく売上を伸ば

しました。これら、好調なＮＢ商品を武器に、新規得意先の獲得、惣菜売場への拡販を全国で行い、

「ピックルスブランド」の浸透を図ってまいりました。また、新たな取り組みとして、浅漬、キムチ等

をインターネットにより販売する「ピックルスネットショップ」の運営を開始いたしました。 

 製造面では、関西地区の生産能力増強を図るため、新工場建設を行いました。また、原料野菜の契約

栽培に関する取り組みが評価され、「第２回国産野菜の生産・利用拡大優良事業者」の生産局長賞等を

受賞することができました。 

 管理面では、品質管理の国際規格ISO9001の認証継続、NDF-HACCPの認定事業所拡大、環境面の国際規

格であるISO14001の認証継続の他、内部統制の構築にも注力し、教育面ではグループ従業員を対象とし

た「ピックルス塾」を通年で開催し、従業員のレベルアップを図りました。 

 以上の取り組みの結果、当連結会計年度の業績は、売上高18,234百万円（前年同期比1.4％減）、営

業利益536百万円（同34.5％増）、経常利益583百万円（同41.0％増）、当期純利益322百万円（同

58.9％増）となりました。 

 ②次期の見通し 

 景気回復の先行きが見えず、消費者の購買意欲の減退が続く中、当社グループは、ＮＢ商品の拡販を

軸としたブランド力の向上により、グループネットワークの強化と新規得意先の開拓を行い、売上と利

益の拡大を図ってまいります。 

 製品面ではグループネットワークを活用した「ご飯がススムキムチ」の全国での拡販、食シーンの変

化を先取りした新たなＮＢ商品の開発、各種データを活用したベンダー機能の強化、当社の強みである

提案型営業活動を行い、新規得意先の獲得、惣菜売場への拡販を図ります。また、４月に完成する㈱ピ

ックルスコーポレーション関西の新工場を関西地区での基幹工場と位置づけ、「ピックルスブランド」

の浸透と、関西地区での更なる拡販に努めます。 

 製造面では「ご飯がススムキムチ」の全国グループ各社での製造、機械化の推進を行う他、ISO9001

の認証及びHACCPの仕組みを最大限に活用した品質管理レベルの向上を図ります。また、原料野菜の安

定調達と資材購買方法の見直しを継続実施し、コストの削減を図ってまいります。 

 仕入商品につきましては、仕入調達コストの改善に取り組むと共に、全国レベルでの出荷・配送体制

の構築、物流コストの削減に取り組んでまいります。 

 管理面では「ピックルス塾」を柱とした教育体制の充実と、内部統制の効率的な運用、管理体制の改

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析
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善を図ってまいります。 

 以上の取り組みにより、次期の見通しにつきましては、売上高は19,555百万円、営業利益は623百万

円、経常利益は670百万円、当期純利益は330百万円を見込んでおります。 

  

①資産、負債及び純資産の状況  

(流動資産)  

 当連結会計年度末の流動資産の残高は3,196百万円（前連結会計年度末比609百万円増加）となりまし

た。主な要因は現金及び預金と受取手形及び売掛金が増加したことによります。  

(固定資産)  

 当連結会計年度末の固定資産の残高は8,795百万円（同652百万円増加）となりました。主な要因は土

地の取得と建設仮勘定の計上による増加であります。よって、当連結会計年度末の資産合計は11,992百

万円（同1,262百万円増加）となりました。  

(流動負債)  

 当連結会計年度末の流動負債の残高は3,670百万円（同751百万円減少）となりました。主な要因は１

年以内返済予定の長期借入金が減少したことによります。  

(固定負債)  

 当連結会計年度末の固定負債の残高は2,876百万円（同1,749百万円増加）となりました。主な要因は

長期借入金が増加したことによります。よって、当連結会計年度末の負債合計は6,546百万円（同998百

万円増加）となりました。  

(純資産合計)  

 当連結会計年度末の純資産合計は5,445百万円（同264百万円増加）となりました。  

                                     

②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）  

 営業活動によって得られた資金は779百万円となり、前年同期比143百万円増加いたしました。収入の

主な要因は税金等調整前当期純利益584百万円、減価償却費288百万円であり、支出の主な要因は売上債

権の増加106百万円、法人税等の支払額181百万円であります。  

（投資活動によるキャッシュ・フロー）  

 投資活動によって使用した資金は869百万円となり、前年同期比740百万円増加いたしました。主な要

因は有形固定資産の取得によるものです。  

（財務活動によるキャッシュ・フロー）  

 財務活動によって得られた資金は519百万円となり、前年同期比928百万円増加いたしました。主な要

因は長期借入れによる収入によるものです。          

                                   

(2) 財政状態に関する分析
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(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

  

 
 （注） 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／営業活動によるキャッシュ・フロー  

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業活動によるキャッシュ・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。  

※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、利払いにつきましては、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。  

  

当社の利益配分につきましては、将来の事業展開と経営体質の強化のために必要な内部留保を確保し

つつ、安定した配当を継続的に実施していくことを基本方針としております。内部留保資金につきまし

ては、製品開発・研究体制の強化及び設備投資等に充当してまいります。 

  当期の配当につきましては、１株当たり10円の配当を予定しております。次期の配当につきまして

は、１株当たり10円を予定しております。 

  

当社グループの経営成績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。ま

た、当社グループとして必ずしも事業上のリスクとは考えていない事項についても、投資判断上で、あ

るいは当社の事業活動を理解する上で重要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。当社グループは、これらのリスクの発生の可能性を認識した上で事

業展開を行っております。なお、文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末(平成22年２月

28日)現在において判断したものであります。 

平成18年２月期 平成19年２月期 平成20年２月期 平成21年２月期 平成22年２月期

自己資本比率 42.0 45.7 46.9 48.3 45.4

時価ベースの自己資本比率 25.3 11.2 24.7 18.8 18.9

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率

7.0 5.6 5.8 3.8 3.9

インタレスト・カバレッジ・
レシオ

13.9 16.0 13.6 20.8 21.5

(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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 ①特定の得意先等への高い依存度について 

 当社グループの㈱セブン＆アイ・ホールディングス（同社及び同社の関係会社）への依存度は下記の

とおりであります。当社グループは、当該取引先との安定的な取引を確保できるように努めてまいりま

すが、当該取引先の経営施策や取引方針等の変更によっては、当社グループの業績に影響を及ぼす可能

性があります。 

 
  

 ②東海漬物㈱との取引関係について 

  当社グループは販売先からの要請に応じるため、東海漬物㈱（支配力基準による親会社）より同社製

品を仕入れております。なお、その仕入高は下記のとおりであります。 

 
  

 ③東海漬物㈱との人的関係について 

 当社の役員９名（取締役６名、監査役３名）のうち、取締役１名は東海漬物㈱と兼任しております。

兼任の状況は下記のとおりであります。 

 
  

 ④異常天候による業績への影響について 

 当社グループが取り扱っております浅漬・惣菜製品等の主な原材料である野菜は、契約栽培により年

間を通じて、数量の確保、価格の取り決め等を行うことを基本方針としておりますが、一部、市場調達

を行うものもあります。今後は、更に契約率を高めていくことで影響を少なくする方針でありますが、

異常な天候により当社グループの損益に影響を与える可能性があります。 

  

 該当事項はありません。 

  

 相手先 第33期

平成21年２月期

第34期

平成22年２月期

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％）

㈱セブン－イレブン・ジャパン 3,701,420 20.0 3,249,894 17.8

㈱イトーヨーカ堂 3,119,813 16.9 2,920,733  16.0

その他（株）セブン＆アイ・ホールデ

ィングスグループ
2,669,862 14.4 2,417,825 13.3

合計 9,491,097 51.2 8,588,453 47.1

        第33期
平成21年２月期

第34期
平成22年２月期

金額 百分比 金額 百分比

仕入高 518,117 3.9 456,582 4.3

全体の仕入高 13,298,955 100.0 10,696,450 100.0

当社における役職 氏名 東海漬物㈱における役職

取締役（非常勤） 大羽恭史 代表取締役社長

  (5) 継続企業の前提に関する重要事象等
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 当社グループ（当社、連結子会社及び関連会社）は、当社、子会社６社、関連会社５社により構成されて

おり、浅漬・惣菜の製造、販売及び青果物・漬物等の販売を主たる業務としております。 

当社グループの事業内容及び当社と主要な関係会社の当該事業に係る位置づけを事業系統図で示すと次のと

おりであります。 

  

  

 

（注）㈱札幌フレストは平成21年３月１日に商号を㈱ピックルスコーポレーション札幌に変更しております。また、

㈱彩旬館は平成22年４月１日に商号を㈱ピックルスコーポレーション関西に変更しております。 

2. 企業集団の状況
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(１)会社の経営の基本方針 

 当社は「おいしくて安全、安心な商品を消費者にお届けし、同時に地球環境に配慮した企業経営を目指し

ます」を経営理念とし、 

① 安全でおいしい製品を作るための品質管理 

② 地球環境に配慮した企業経営 

③ 従業員のモラルアップと安全・健康を第一とした職場づくりを経営の方針としております。 

 この方針に則り、品質管理の国際規格であるISO9001認証、HACCP認定及び環境管理の国際規格である

ISO14001認証を取得してまいりました。また、人事制度、教育制度などの充実を図り、従業員教育に力を注

いでまいりました。 

 今後ともこの方針を基に企業活動を行うことで、「安全・安心」な食品の提供という、食品会社の基本姿

勢を貫き、消費者の信頼獲得と社会への貢献を果たしていきます。 

                              

（２）目標とする経営指標 

 当社グループでは、更なる成長を目指し、「連結売上高」「連結営業利益」を重要な経営指標として企業

経営を実施しています。 

                                     

（３）中長期的な会社の経営戦略 

 当社グループは、2008年３月からの新たな中期３ヶ年計画を策定しました。今期は３ヶ年計画の最終年と

して、その実現のために以下の諸施策を推進してまいります。 

①全国の製造・営業拠点の活用による売上拡大 

 当社グループの強みである北海道から九州までの製造・営業拠点を活用し、全国どの地域にも同じ味・同

じ品質の浅漬・惣菜を販売することで、得意先の信頼を獲得し、売上高の拡大を図ります。また、グループ

内の販売情報、商品情報を共有化し、組織的な営業活動を進めてまいります。更に、グループ力を最大に発

揮するためのシステム構築、物流体制の強化を行ってまいります。 

②「安全・安心」を徹底した製品づくりと自社製品比率の向上 

 自社製品である浅漬・惣菜に関しては、100％国産原料による製品展開を基本とし、安定確保と品質向上

のため、契約栽培の取り組みを進めます。また、ISO9001及びHACCPの仕組みを活用し、品質管理レベルの向

上を図ります。 

③長期的展望に立った新製品の開発 

 従来の概念に捉われない、消費者・得意先の立場に立った浅漬、惣菜分野の新製品の開発を行います。ま

た、ブランド戦略、価格戦略に則り浅漬、キムチのナショナルブランド商品の開発・育成を行います。 

④自ら考え、自ら行動できる人材の育成 

 消費者や得意先ニーズを的確に捉え、迅速に対応するためには、全従業員が目的意識を共有し、積極的に

自己変革することが必要です。そのためには目標管理制度の推進、教育プログラムの充実、人事諸制度の改

善を行い、従業員のスキルアップ、積極性の醸成を図ることで、「自ら考え、自ら行動できる人材の育成」

を行ってまいります。 

                             

3. 経営方針

（４）会社の対処すべき課題 

 消費者の「食の安全・安心」意識の高まり、景気後退に伴う買い控え、販売単価の下落傾向等、食品業
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界を取り巻く環境は一段と厳しくなっております。 

 このような状況のもと、当社グループは以下のことに取り組んでまいります。 

①全国の製造・営業拠点の活用による売上拡大 

 全国に製品供給できる唯一の浅漬メーカーとして、当社グループ力を最大限に活用し、新製品開発、提

案型営業により新規得意先の獲得と売上高の拡大を行います。 

②従業員のコスト意識向上 

 原材料費、人件費、物流費、消耗品費等の上昇が予想される中、全ての従業員がコスト意識を持ち、そ

れぞれの立場でロス、ムダを排しコスト削減に努めます。 

③製品管理の強化 

 ISO9001及びHACCPを実効性のあるものにし、消費者の信頼を得ていくためにも、情報共有化を図り、上

司・同僚・部下・他部門への気配りと思いやりを持った行動を取り、製造上のミスや事故を防止してまい

ります。 

④教育プログラムの活用と人材育成の強化 

 将来にわたって成長力、収益力のある企業体質確立のため、人材の育成は急務となっております。目標

管理制度、教育プログラムを活用すると共に、職場環境の改善、人事諸制度の充実により、モチベーショ

ンの向上、優れた人材の確保を図ってまいります。 

              

（５）内部管理体制の整備・運用状況 

「コーポレート・ガバナンスに関する報告書」に記載のとおりであります。 

  

（６）その他、会社の経営上重要な事項 

 該当事項はありません。

9

㈱ピックルスコーポレーション（2925）平成22年２月期決算短信



4.【連結財務諸表】 
(1)【連結貸借対照表】 

(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成21年２月28日) 

当連結会計年度 
(平成22年２月28日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 453,965 883,993

受取手形及び売掛金 1,835,382 1,941,935

たな卸資産 229,228 －

商品及び製品 － 88,148

仕掛品 － 32,455

原材料及び貯蔵品 － 125,089

繰延税金資産 47,179 49,292

その他 24,447 79,224

貸倒引当金 △3,761 △3,774

流動資産合計 2,586,442 3,196,365

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 ※2  4,943,535 ※2  4,972,565

減価償却累計額 △3,333,420 △3,488,905

建物及び構築物（純額） 1,610,115 1,483,660

機械装置及び運搬具 ※2  2,284,362 ※2  2,381,627

減価償却累計額 △1,889,718 △1,944,746

機械装置及び運搬具（純額） 394,644 436,881

土地 ※2  5,395,346 ※2  5,897,684

リース資産 － 6,434

減価償却累計額 － △76

リース資産（純額） － 6,357

建設仮勘定 21,000 254,275

その他 128,886 131,105

減価償却累計額 △104,486 △111,700

その他（純額） 24,399 19,404

有形固定資産合計 7,445,505 8,098,264

無形固定資産   

その他 43,428 41,153

無形固定資産合計 43,428 41,153

投資その他の資産   

投資有価証券 ※1  322,102 ※1  304,299

破産更生債権等 202,394 －

繰延税金資産 243,335 258,711

その他 89,169 296,384

貸倒引当金 △202,412 △203,106

投資その他の資産合計 654,589 656,287

固定資産合計 8,143,523 8,795,705
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成21年２月28日) 

当連結会計年度 
(平成22年２月28日) 

資産合計 10,729,965 11,992,070

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,599,662 1,611,590

短期借入金 950,000 850,000

1年内返済予定の長期借入金 ※2  1,175,782 ※2  119,782

リース債務 － 965

未払法人税等 101,123 202,480

賞与引当金 86,246 88,731

役員賞与引当金 18,800 23,600

その他 490,246 773,031

流動負債合計 4,421,859 3,670,179

固定負債   

長期借入金 ※2  293,136 ※2  2,032,568

リース債務 － 5,710

退職給付引当金 198,925 230,017

役員退職慰労引当金 90,872 99,958

繰延税金負債 1,516 975

負ののれん 539,220 502,429

その他 3,314 5,102

固定負債合計 1,126,985 2,876,761

負債合計 5,548,844 6,546,940

純資産の部   

株主資本   

資本金 740,900 740,900

資本剰余金 669,100 669,100

利益剰余金 3,781,613 4,039,941

自己株式 △1,334 △1,334

株主資本合計 5,190,279 5,448,606

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △9,522 △4,798

評価・換算差額等合計 △9,522 △4,798

少数株主持分 364 1,321

純資産合計 5,181,121 5,445,129

負債純資産合計 10,729,965 11,992,070
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(2)【連結損益計算書】 

(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成20年３月１日 
 至 平成21年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成22年２月28日) 

売上高 18,502,478 18,234,689

売上原価 ※4  14,649,678 ※4  14,154,561

売上総利益 3,852,799 4,080,127

販売費及び一般管理費 ※1, ※4  3,453,499 ※1, ※4  3,543,142

営業利益 399,299 536,985

営業外収益   

受取利息 9 3

受取配当金 3,065 2,524

負ののれん償却額 37,540 37,540

受取賃貸料 15,964 17,149

事業分量配当金 7,513 6,987

容器リサイクル費用返戻金 14,118 12,716

その他 17,641 18,076

営業外収益合計 95,853 94,997

営業外費用   

支払利息 31,702 33,855

有価証券償還損 33,555 －

持分法による投資損失 16,242 14,820

営業外費用合計 81,499 48,675

経常利益 413,654 583,307

特別利益   

投資有価証券売却益 5,000 5,850

特別利益合計 5,000 5,850

特別損失   

固定資産売却損 ※2  287 ※2  －

固定資産除却損 ※3  40,017 ※3  4,222

会員権評価損 9,392 －

特別損失合計 49,697 4,222

税金等調整前当期純利益 368,956 584,935

法人税、住民税及び事業税 171,543 283,223

法人税等調整額 △5,719 △21,271

法人税等合計 165,824 261,952

少数株主利益 364 707

当期純利益 202,768 322,274
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(3)【連結株主資本等変動計算書】 

(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成20年３月１日 
 至 平成21年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成22年２月28日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 740,900 740,900

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 740,900 740,900

資本剰余金   

前期末残高 669,100 669,100

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 669,100 669,100

利益剰余金   

前期末残高 3,642,801 3,781,613

当期変動額   

剰余金の配当 △63,956 △63,947

当期純利益 202,768 322,274

当期変動額合計 138,812 258,327

当期末残高 3,781,613 4,039,941

自己株式   

前期末残高 △1,025 △1,334

当期変動額   

自己株式の取得 △309 －

当期変動額合計 △309 －

当期末残高 △1,334 △1,334

株主資本合計   

前期末残高 5,051,775 5,190,279

当期変動額   

剰余金の配当 △63,956 △63,947

当期純利益 202,768 322,274

自己株式の取得 △309 －

当期変動額合計 138,503 258,327

当期末残高 5,190,279 5,448,606
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成20年３月１日 
 至 平成21年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成22年２月28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 △7,345 △9,522

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,176 4,723

当期変動額合計 △2,176 4,723

当期末残高 △9,522 △4,798

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △7,345 △9,522

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,176 4,723

当期変動額合計 △2,176 4,723

当期末残高 △9,522 △4,798

少数株主持分   

前期末残高 － 364

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 364 957

当期変動額合計 364 957

当期末残高 364 1,321

純資産合計   

前期末残高 5,044,430 5,181,121

当期変動額   

剰余金の配当 △63,956 △63,947

当期純利益 202,768 322,274

自己株式の取得 △309 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,812 5,681

当期変動額合計 136,690 264,008

当期末残高 5,181,121 5,445,129
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(4)【連結キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成20年３月１日 
 至 平成21年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成22年２月28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 368,956 584,935

減価償却費 336,380 288,097

固定資産除売却損益（△は益） 40,304 －

固定資産除却損 － 4,222

投資有価証券売却損益（△は益） △5,000 △5,850

投資有価証券償還損益（△は益） 33,555 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 968 707

賞与引当金の増減額（△は減少） 4,597 2,485

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 2,300 4,800

退職給付引当金の増減額（△は減少） 13,577 31,091

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 8,702 9,086

負ののれん償却額 △36,790 △37,540

持分法による投資損益（△は益） 16,242 14,820

受取利息及び受取配当金 △3,074 △2,527

支払利息 31,702 33,855

売上債権の増減額（△は増加） △160,637 △106,553

たな卸資産の増減額（△は増加） △9,467 △16,464

仕入債務の増減額（△は減少） 112,588 11,927

その他 62,855 178,019

小計 817,758 995,111

利息及び配当金の受取額 3,494 2,947

利息の支払額 △30,617 △36,272

法人税等の支払額 △154,436 △181,866

営業活動によるキャッシュ・フロー 636,198 779,921

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △185,677 △878,071

有形固定資産の売却による収入 1,047 －

無形固定資産の取得による支出 △17,554 △8,494

投資有価証券の取得による支出 △6,961 △13,622

投資有価証券の売却による収入 13,844 30,000

投資有価証券の償還による収入 66,445 －

その他 140 520

投資活動によるキャッシュ・フロー △128,715 △869,667
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成20年３月１日 
 至 平成21年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成22年２月28日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） 100,000 △100,000

長期借入れによる収入 － 1,850,000

長期借入金の返済による支出 △444,354 △1,166,568

リース債務の返済による支出 － △76

少数株主からの払込みによる収入 － 250

配当金の支払額 △63,829 △63,830

自己株式の取得による支出 △309 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △408,492 519,774

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 98,991 430,028

現金及び現金同等物の期首残高 354,974 453,965

現金及び現金同等物の期末残高 453,965 883,993
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該当事項はありません。 

              

(5)継続企業の前提に関する注記

17

㈱ピックルスコーポレーション（2925）平成22年２月期決算短信



  

  

(6) 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前連結会計年度

(自 平成20年３月１日
至 平成21年２月28日)

当連結会計年度
(自 平成21年３月１日
至 平成22年２月28日)

１ 連結の範囲に関する事項  子会社は全て連結しております。

連結子会社の数  ４社

㈱札幌フレスト

  ㈱彩旬館

  ㈱八幡屋

  ㈲右京

 子会社は全て連結しております。

連結子会社の数  ６社

㈱ピックルスコーポレーション札  

 幌 

 ㈱札幌フレスト 

 ㈱彩旬館 

 ㈱八幡屋 

 ㈲右京 

 ㈱紀州梅家 

   当連結会計年度において、㈱札幌

 フレスト及び㈱紀州梅家は新規設立 

 により連結範囲に含めております。

２ 持分法の適用に関する事

項

 関連会社は全て持分法を適用してお

ります。

持分法適用の関連会社数  ６社

㈱デイリー開発福島 

㈱セキグチデイリー 

㈱ピックルスコーポレーション長

野 

㈱デイリー開発静岡 

㈱ピックルスコーポレーション旭

川 

㈱デイリー開発福岡 

 従来関連会社であった㈱デイリ

ー開発広島は保有株式を一部売却

し、当連結会計年度より、持分法

の適用から除外しております。

 関連会社は全て持分法を適用してお

ります。

持分法適用の関連会社数  ５社

㈱デイリー開発福島 

㈱セキグチデイリー 

㈱ピックルスコーポレーション長

野 

㈱ピックルスコーポレーション旭

川 

㈱デイリー開発福岡 

 従来関連会社であった㈱デイリ

ー開発静岡は保有株式を全て売却

し、当連結会計年度より、持分法

の適用から除外しております。

３ 連結子会社の事業年度等

に関する事項

 すべての連結子会社の事業年度の末

日は、連結決算日と一致しておりま

す。

       同左
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項目
前連結会計年度

(自 平成20年３月１日
至 平成21年２月28日)

当連結会計年度
(自 平成21年３月１日
至 平成22年２月28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 

 

(1) 有価証券 

  その他有価証券 

   時価のあるもの

当連結会計年度末日の市場価

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 

  その他有価証券 

   時価のあるもの

     同左

   時価のないもの 

    移動平均法による原価法

   時価のないもの 

    同左

(2) たな卸資産 

  商品 ―先入先出法による原価法 

  製品 ―先入先出法による原価法 

  原材料―先入先出法による原価法 

  仕掛品―先入先出法による原価法 

  貯蔵品―最終仕入原価法

    ―――――――――

(2) たな卸資産 

 評価基準は原価法（収益性の

低下による簿価切下げの方法）

によっております。

 商品 ―先入先出法 

 製品 ―先入先出法 

 原材料―先入先出法 

 仕掛品―先入先出法 

 貯蔵品―最終仕入原価法

（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）を適用しております。 

 これによる損益に与える影響は軽

微であります。
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項目
前連結会計年度

(自 平成20年３月１日
至 平成21年２月28日)

当連結会計年度
(自 平成21年３月１日
至 平成22年２月28日)

 (2) 重要な減価償却資産の

減価償却の方法

(1) 有形固定資産

   定率法を採用しております。ただ

し、当社及び連結子会社は平成10年

４月１日以降に取得した建物(附属設

備を除く)については定額法によって

おります。なお、主な耐用年数は以

下の通りであります。   

  建物及び構築物  ５～50年

  機械装置及び運搬具２～15年

             

（追加情報） 

 法人税法の改正に伴い、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年間で均等償却する方法によっ

ております。  

 なお、この変更に伴う営業利益、

経常利益、税金等調整前当期純利益

に与える影響は軽微であります。

(1) 有形固定資産（リース資産を除

く）

   定率法を採用しております。ただ

し、当社及び連結子会社は平成10年

４月１日以降に取得した建物(附属設

備を除く)については定額法によって

おります。なお、主な耐用年数は以

下の通りであります。   

  建物及び構築物  ５～50年

  機械装置及び運搬具２～15年

   ―――――――――

   

  （追加情報） 

 有形固定資産の耐用年数の変更 

 機械装置については、従来、耐用

年数を７年としておりましたが、法

人税法の改正を契機として見直しを

行い、当連結会計年度より改正後の

法人税法に基づく耐用年数10年に変

更しました。 

 これにより、営業利益、経常利益

及び税金等調整前当期純利益は、そ

れぞれ34,133千円増加しておりま

す。

(2) 無形固定資産

  定額法を採用しております。な

お、ソフトウェア(自社利用)につい

ては、社内における見込利用可能期

間(５年)に基づく定額法によってお

ります。

(2) 無形固定資産（リース資産を除

く）

  定額法を採用しております。な

お、ソフトウェア(自社利用)につい

ては、社内における見込利用可能期

間(５年)に基づく定額法によってお

ります。

                   
        ―――――――――   

(3)リース資産

  所有権移転外ファイナンス・リー

ス取引に係るリース資産 

 リース期間を耐用年数とし、残存

価額をゼロとする定額法によってお

ります。              
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項目
前連結会計年度

(自 平成20年３月１日
至 平成21年２月28日)

当連結会計年度
(自 平成21年３月１日
至 平成22年２月28日)

 (3) 重要な引当金の計上基

準

(1) 貸倒引当金

  債権の貸倒れによる損失に備える

ため、一般債権については貸倒実績

率により、貸倒懸念債権等の特定の

債権については個別に回収可能性を

勘案し、回収不能見込額を計上して

おります。

(1) 貸倒引当金

    同左

(2) 賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支

出に充てるため、支給見込額に基づ

き当連結会計年度負担額を計上して

おります。

(2) 賞与引当金

  同左

(3) 役員賞与引当金

  役員に対して支給する賞与の支出

に充てるため、支給見込額に基づき

当連結会計年度に見合う分を計上し

ております。

(3) 役員賞与引当金

    同左

(4) 退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、

当連結会計年度末における退職給付

債務見込額に基づき計上しておりま

す。

(4) 退職給付引当金 

      同左   

(5) 役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の支出に備える

ため、当社及び連結子会社の一部

は、役員退職慰労金規定に基づく期

末要支給額を計上しております。

(5) 役員退職慰労引当金 

   同左
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項目
前連結会計年度

(自 平成20年３月１日
至 平成21年２月28日)

当連結会計年度
(自 平成21年３月１日
至 平成22年２月28日)

 (4) 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

会計処理によっております。

    ――――――――――  

 (5) 重要なヘッジ会計の方

法

(1) ヘッジ会計の方法

  繰延ヘッジ処理によっておりま

す。

     また、金利スワップについては、

特例処理の要件を満たしております

ので特例処理を採用しております。

        ――――――――――

   

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

  ヘッジ手段…金利スワップ 

  ヘッジ対象…借入金

    ―――――――――― 

    

(3) ヘッジ方針

  金利リスクの低減並びに資金調達

コスト削減のため、対象債務の範囲

内でヘッジを行っております。

    ―――――――――― 

    

(4) ヘッジの有効性評価の方法

  ヘッジ開始時から有効性判定時点

までの期間において、ヘッジ対象と

ヘッジ手段の相場変動の累計を比較

して、両者の変動額等を基礎にして

判断しております。 

 ただし、特例処理の要件を満たし

ている金利スワップについては、有

効性の評価を省略しております。

    ――――――――――

    

 (6) その他連結財務諸表作

成のための基本となる

重要な事項

消費税等の会計処理 

 消費税及び地方消費税の会計処理は

税抜き処理によっております。

消費税等の会計処理

    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に

ついては全面時価評価法を採用してお

ります。

    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については、

20年間の均等償却を行っております。

    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

 連結キャッシュ・フロー計算書にお

ける資金(現金及び現金同等物)は、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か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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 (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 

 
  

前連結会計年度
(自 平成20年３月１日
至 平成21年２月28日)

当連結会計年度
(自 平成21年３月１日
至 平成22年２月28日)

―――――――――――― (リース取引に関する会計基準等)

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、

従来、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理に

よっておりましたが、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

計処理によっております。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のう

ち、リース取引開始日が平成21年２月28日以前のものに

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。

これにより営業利益、経常利益及び税金等調整前当期

純利益に与える影響はありません。
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【表示方法の変更】

前連結会計年度
(自 平成20年３月１日
至 平成21年２月28日)

当連結会計年度
(自 平成21年３月１日
至 平成22年２月28日)

  （連結貸借対照表） 

１ 前連結会計年度において「短期借入金」に含め

て表示しておりました「１年以内返済予定の長期借

入金」（前連結会計年度459,568千円）は、重要性が

増したため、当連結会計年度においては区分掲記す

ることに変更しました。 

２ 前連結会計年度まで区分掲記していた「未払

金」（当連結会計年度179,487千円）は、総資産の

100分の５以下のため、流動資産の「その他」に含め

て表示しております。 

 （連結キャッシュ・フロー計算書） 

 前連結会計年度まで区分掲記していた「未収入金

の増減額」（当連結会計年度△517千円）、「その他

の流動資産の増減額」（当連結会計年度1,564千

円）、「未払金の増減額」（当連結会計年度△5,651

千円）、「未払消費税等の増減額」（当連結会計年

度20,315千円）、「未払給与の増減額」（当連結会

計年度9,026千円）、「その他の流動負債の増減額」

（当連結会計年度41,939千円）は重要性が乏しいた

め、当連結会計年度から「その他」に含めて表示し

ております。

 （連結貸借対照表） 

１ 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」とし

て掲記されたものは、当連結会計年度から「商品及び

製品」「仕掛品」「原材料及び貯蔵品」に区分掲記し

ております。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90,428千円、24,500千円、

114,300千円であります。 

２ 前連結会計年度まで区分掲記していた「破産更正

債権等」（当連結会計年度203,118千円）は、総資産

の100分の５以下のため、投資その他の資産の「その

他」に含めて表示しております。 

 （連結キャッシュ・フロー計算書） 

 前連結会計年度において、「固定資産除売却損益」

（当連結会計年度4,222千円）として掲記されたもの

は、明瞭性の観点から当連結会計年度から「固定資産

除却損」（当連結会計年度4,222千円、前連結会計年

度40,017千円）及び「固定資産売却損益」（当連結会

計年度―千円、前連結会計年度287千円）に分割して

掲記しております。
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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21年２月28日)

当連結会計年度 
(平成22年２月28日)

※１ 関連会社に対するものは、次のとおりでありま

す。

投資有価証券(株式) 149,208千円

※１ 関連会社に対するものは、次のとおりでありま

す。

投資有価証券(株式) 115,818千円

※２ 担保に供している資産

  (1) 担保資産

 建物及び構築物 1,198,813千円

 機械装置及び運搬具 23,073千円

 土地 5,126,102千円

  計 6,347,989千円

※２ 担保に供している資産

  (1) 担保資産

 建物及び構築物 1,097,052千円

 機械装置及び運搬具 18,320千円

 土地 5,616,040千円

  計 6,731,413千円

  (2) 対応債務

 １年以内返済予定の 

 長期借入金
875,782千円

 長期借入金 293,136千円

  (2) 対応債務

 １年以内返済予定の 

 長期借入金
119,782千円

 長期借入金 1,632,568千円

 ３ 当社及び連結子会社は、運転資金の効率的な調達

を行うため取引銀行３行と当座貸越契約を締結して

おります。これらの契約に基づく当連結会計年度末

の借入未実行残高は、次のとおりであります。

 当座貸越限度額 220,000千円

 借入実行残高 ―千円

 差引額 220,000千円

  ３ 当社及び連結子会社は、運転資金の効率的な調達

を行うため取引銀行３行と当座貸越契約を締結して

おります。これらの契約に基づく当連結会計年度末

の借入未実行残高は、次のとおりであります。

 当座貸越限度額 250,000千円

 借入実行残高 ―千円

 差引額 250,000千円
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(連結損益計算書関係)

前連結会計年度
(自 平成20年３月１日
至 平成21年２月28日)

当連結会計年度
(自 平成21年３月１日
至 平成22年２月29日)

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は下記のとおりであります。

 物流費 1,723,217千円

 給与諸手当 996,276千円

 賞与引当金繰入額 56,273千円

 役員賞与引当金繰入額 18,800千円

 退職給付費用 23,964千円

 役員退職慰労引当金繰入額 8,702千円

 減価償却費 60,246千円

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は下記のとおりであります。

 運搬費 1,736,596千円

 給与及び手当 1,021,616千円

 賞与引当金繰入額 58,090千円

 役員賞与引当金繰入額 23,600千円

 退職給付費用 25,717千円

 役員退職慰労引当金繰入額 9,086千円

 減価償却費 51,258千円

※２ 固定資産売却損の内訳は下記のとおりでありま

す。

 機械装置及び運搬具 287千円
 

※２             ―――――――――

 

 

※３ 固定資産除却損の内訳は下記のとおりでありま

す。

 機械装置及び運搬具 38,763千円

 工具器具備品 1,254千円

  計 40,017千円

 

※３ 固定資産除却損の内訳は下記のとおりでありま

す。

 建物及び構築物 816千円

 機械装置及び運搬具     3,385千円

 工具器具備品 20千円

  計 4,222千円

※４ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発

費は183,332千円です。

※４ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発

費は180,367千円です。
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前連結会計年度(自 平成20年３月１日 至 平成21年２月28日） 

１ 発行済株式に関する事項 

 
  

２ 自己株式に関する事項 

 
（注）普通株式の自己株式の株式数の増加は、単元未満株式の買取による増加であります。 
                                     
  

３ 配当に関する事項 

 (1) 配当金支払額 

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

 
  

当連結会計年度(自 平成21年３月１日 至 平成22年２月28日） 

１ 発行済株式に関する事項 

 
  

２ 自己株式に関する事項 

 
                              

３ 配当に関する事項 

 (1) 配当金支払額 

 
  

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

 
  

(連結株主資本等変動計算書関係)

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 6,398,000 ― ― 6,398,000

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) 2,400 826 ― 3,226

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成20年５月29日 
定時株主総会

普通株式 63,956 10 平成20年２月29日 平成20年５月30日

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成21年５月28日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 63,947 10 平成21年２月28日 平成21年５月29日

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) 6,398,000 ― ― 6,398,000

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) 3,226 ― ― 3,226

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成21年５月28日 
定時株主総会

普通株式 63,947 10 平成21年２月28日 平成21年５月29日

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成22年５月27日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 63,947 10 平成22年２月28日 平成22年５月28日
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(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20年３月１日
至 平成21年２月28日)

当連結会計年度
(自 平成21年３月１日
至 平成22年２月28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

 現金及び預金勘定 453,965千円

 現金及び現金同等物 453,965千円
 

 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

 現金及び預金勘定 883,993千円

 現金及び現金同等物 883,993千円
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前連結会計年度及び当連結会計年度において、同一セグメントに属する浅漬製品等の製造、加

工、販売を行っており、当該事業以外に事業の種類がないため該当事項はありません。 

  

前連結会計年度及び当連結会計年度において、本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び

重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 

  

前連結会計年度及び当連結会計年度において、海外売上高がないため該当事項はありません。 

  

リース取引、関連当事者との取引、税効果会計、有価証券、デリバティブ取引、退職給付、スト

ック・オプション等、企業結合等に関する注記事項については、決算短信における開示の必要性が

大きくないと考えられるため開示を省略しております。 

 (セグメント情報)

１ 事業の種類別セグメント情報

２ 所在地別セグメント情報

３ 海外売上高

（開示の省略）
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(注) 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

 
   

２ １株当たり当期純利益 

 
            

    該当事項はありません。 

(１株当たり情報)

前連結会計年度
(自 平成20年３月１日
至 平成21年２月28日)

当連結会計年度
(自 平成21年３月１日
至 平成22年２月28日)

１株当たり純資産額 810円15銭 １株当たり純資産額 851円29銭

１株当たり当期純利益 31円71銭 １株当たり当期純利益 50円40銭

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、潜在株式が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について

は、潜在株式がないため記載しておりません。

前連結会計年度
(平成21年２月28日)

当連結会計年度
(平成22年２月28日)

連結貸借対照表の純資産の部の合計額(千円) 5,181,121 5,445,129

普通株式に係る純資産額(千円) 5,180,757 5,443,808

差額の主な内訳（千円）

 少数株主持分 364 1,321

普通株式の発行済株式数(株) 6,398,000 6,398,000

普通株式の自己株式数(株) 3,226 3,226

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式
の数(株)

6,394,774 6,394,774

前連結会計年度
(自 平成20年３月１日
至 平成21年２月28日)

当連結会計年度
(自 平成21年３月１日
至 平成22年２月28日)

連結損益計算書上の当期純利益(千円) 202,768 322,274

普通株式に係る当期純利益(千円) 202,768 322,274

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式の期中平均株式数(株) 6,394,925 6,394,774

（重要な後発事象）
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5.【個別財務諸表】 
(1)【貸借対照表】 

(単位：千円)

前事業年度 
(平成21年２月28日) 

当事業年度 
(平成22年２月28日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 281,326 745,758

売掛金 1,542,304 1,650,139

商品 55,922 －

製品 3,128 －

商品及び製品 － 56,735

原材料 49,151 －

仕掛品 19,055 25,260

貯蔵品 2,743 －

原材料及び貯蔵品  49,389

前払費用 13,617 23,376

繰延税金資産 43,250 44,127

短期貸付金 60,000 50,000

その他 12,681 50,805

貸倒引当金 △1,290 △1,596

流動資産合計 2,081,891 2,693,996

固定資産   

有形固定資産   

建物 3,868,073 3,867,674

減価償却累計額 △2,488,058 △2,605,691

建物（純額） 1,380,015 1,261,983

構築物 593,190 614,526

減価償却累計額 △466,587 △487,419

構築物（純額） 126,602 127,107

機械及び装置 1,956,621 2,042,866

減価償却累計額 △1,629,423 △1,668,450

機械及び装置（純額） 327,197 374,415

車両運搬具 43,900 45,978

減価償却累計額 △38,479 △40,408

車両運搬具（純額） 5,421 5,569

工具、器具及び備品 122,916 125,135

減価償却累計額 △100,612 △106,890

工具、器具及び備品（純額） 22,303 18,244

土地 5,224,514 5,726,853

リース資産 － 6,434

減価償却累計額 － △76

リース資産（純額） － 6,357

建設仮勘定 21,000 －

有形固定資産合計 7,107,055 7,520,531
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(単位：千円)

前事業年度 
(平成21年２月28日) 

当事業年度 
(平成22年２月28日) 

無形固定資産   

ソフトウエア 31,105 29,805

電話加入権 5,045 5,045

水道施設利用権 2,034 1,479

無形固定資産合計 38,186 36,330

投資その他の資産   

投資有価証券 127,801 142,866

関係会社株式 377,353 368,103

出資金 2,110 2,110

長期貸付金 166,000 126,000

破産更生債権等 202,394 203,077

差入保証金 23,110 23,009

繰延税金資産 238,617 253,366

その他 53,467 56,880

貸倒引当金 △202,545 △203,179

投資その他の資産合計 988,308 972,235

固定資産合計 8,133,549 8,529,096

資産合計 10,215,441 11,223,093

負債の部   

流動負債   

買掛金 1,339,808 1,416,111

短期借入金 950,000 850,000

1年内返済予定の長期借入金 1,175,782 119,782

リース債務 － 965

未払金 129,203 151,590

未払法人税等 92,700 185,124

未払費用 177,424 189,822

未払消費税等 45,233 47,768

前受金 2,336 1,808

預り金 22,797 26,456

賞与引当金 75,253 76,435

役員賞与引当金 18,800 21,300

営業外支払手形 25,927 75,591

その他 3 93

流動負債合計 4,055,269 3,162,850

固定負債   

長期借入金 293,136 1,932,568

リース債務 － 5,710

退職給付引当金 180,933 208,722

役員退職慰労引当金 85,794 94,880
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(単位：千円)

前事業年度 
(平成21年２月28日) 

当事業年度 
(平成22年２月28日) 

固定負債合計 559,863 2,241,881

負債合計 4,615,132 5,404,731

純資産の部   

株主資本   

資本金 740,900 740,900

資本剰余金   

資本準備金 707,674 707,674

資本剰余金合計 707,674 707,674

利益剰余金   

利益準備金 176,376 176,376

その他利益剰余金   

別途積立金 1,909,431 1,909,431

繰越利益剰余金 2,077,133 2,289,710

利益剰余金合計 4,162,942 4,375,518

自己株式 △1,334 △1,334

株主資本合計 5,610,181 5,822,758

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △9,872 △4,396

評価・換算差額等合計 △9,872 △4,396

純資産合計 5,600,308 5,818,361

負債純資産合計 10,215,441 11,223,093
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(2)【損益計算書】 

(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成20年３月１日 
 至 平成21年２月28日) 

当事業年度 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成22年２月28日) 

売上高 15,704,671 15,450,232

売上原価   

製品期首たな卸高 7,416 3,128

当期製品製造原価 6,138,987 5,908,877

合計 6,146,404 5,912,006

製品期末たな卸高 3,128 7,499

製品売上原価 6,143,275 5,904,506

商品期首たな卸高 52,351 55,922

当期商品仕入高 6,349,859 6,166,038

合計 6,402,210 6,221,961

商品期末たな卸高 55,922 49,236

商品売上原価 6,346,288 6,172,724

売上原価合計 12,489,564 12,077,231

売上総利益 3,215,107 3,373,000

販売費及び一般管理費   

役員報酬 57,173 59,190

給料及び手当 870,254 887,742

賞与引当金繰入額 50,994 52,455

役員賞与引当金繰入額 18,800 21,300

退職給付費用 22,382 23,978

役員退職慰労引当金繰入額 7,832 9,086

運搬費 1,355,276 1,351,284

広告宣伝費 32,428 73,040

減価償却費 52,703 44,939

その他 398,136 386,294

販売費及び一般管理費合計 2,865,981 2,909,310

営業利益 349,125 463,690

営業外収益   

受取利息 2,669 2,724

受取配当金 8,482 11,769

受取賃貸料 47,164 48,349

事業分量配当金 6,699 6,224

容器リサイクル費用返戻金 14,009 12,716

雑収入 14,179 15,683

営業外収益合計 93,205 97,467

営業外費用   

支払利息 31,236 33,753

投資有価証券償還損 33,555 －

賃貸費用 19,012 15,581

営業外費用合計 83,803 49,335
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(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成20年３月１日 
 至 平成21年２月28日) 

当事業年度 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成22年２月28日) 

経常利益 358,527 511,822

特別利益   

関係会社株式売却益 5,000 10,000

特別利益合計 5,000 10,000

特別損失   

固定資産売却損 287 －

固定資産除却損 39,770 4,153

関係会社株式評価損 7,400 －

会員権評価損 9,392 －

特別損失合計 56,850 4,153

税引前当期純利益 306,677 517,668

法人税、住民税及び事業税 160,587 260,529

法人税等調整額 △12,404 △19,385

法人税等合計 148,183 241,144

当期純利益 158,493 276,524
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(3)【株主資本等変動計算書】 

(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成20年３月１日 
 至 平成21年２月28日) 

当事業年度 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成22年２月28日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 740,900 740,900

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 740,900 740,900

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 707,674 707,674

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 707,674 707,674

資本剰余金合計   

前期末残高 707,674 707,674

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 707,674 707,674

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 176,376 176,376

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 176,376 176,376

その他利益剰余金   

特別償却準備金   

前期末残高 593 －

当期変動額   

特別償却準備金の取崩 △593 －

当期変動額合計 △593 －

当期末残高 － －

別途積立金   

前期末残高 1,909,431 1,909,431

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,909,431 1,909,431

繰越利益剰余金   

前期末残高 1,982,003 2,077,133

当期変動額   

剰余金の配当 △63,956 △63,947

当期純利益 158,493 276,524
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(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成20年３月１日 
 至 平成21年２月28日) 

当事業年度 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成22年２月28日) 

特別償却準備金の取崩 593 －

当期変動額合計 95,130 212,576

当期末残高 2,077,133 2,289,710

利益剰余金合計   

前期末残高 4,068,404 4,162,942

当期変動額   

剰余金の配当 △63,956 △63,947

当期純利益 158,493 276,524

特別償却準備金の取崩 － －

当期変動額合計 94,537 212,576

当期末残高 4,162,942 4,375,518

自己株式   

前期末残高 △1,025 △1,334

当期変動額   

自己株式の取得 △309 －

当期変動額合計 △309 －

当期末残高 △1,334 △1,334

株主資本合計   

前期末残高 5,515,952 5,610,181

当期変動額   

剰余金の配当 △63,956 △63,947

当期純利益 158,493 276,524

自己株式の取得 △309 －

当期変動額合計 94,228 212,576

当期末残高 5,610,181 5,822,758

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 △12,586 △9,872

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 2,713 5,476

当期変動額合計 2,713 5,476

当期末残高 △9,872 △4,396

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △12,586 △9,872

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 2,713 5,476

当期変動額合計 2,713 5,476

当期末残高 △9,872 △4,396
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(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成20年３月１日 
 至 平成21年２月28日) 

当事業年度 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成22年２月28日) 

純資産合計   

前期末残高 5,503,366 5,600,308

当期変動額   

剰余金の配当 △63,956 △63,947

当期純利益 158,493 276,524

自己株式の取得 △309 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 2,713 5,476

当期変動額合計 96,942 218,052

当期末残高 5,600,308 5,818,361
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 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

 該当事項はありません。 

  

(4)継続企業の前提に関する注記

6. その他

(1) 役員の異動

(2) その他
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