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1.  平成25年3月期の連結業績（平成24年4月1日～平成25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 ％

25年3月期 716 24.6 22 ― 27 279.1 22 ―
24年3月期 575 5.8 5 ― 7 ― 5 ―

（注）包括利益 25年3月期 31百万円 （―％） 24年3月期 6百万円 （―％）

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 ％ ％ ％

25年3月期 6.66 ― 6.0 6.0 3.1
24年3月期 1.65 ― 1.6 1.7 0.9

（参考） 持分法投資損益 25年3月期 ―百万円 24年3月期 ―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

25年3月期 489 391 79.9 115.50
24年3月期 440 359 81.6 106.09

（参考） 自己資本 25年3月期 391百万円 24年3月期 359百万円

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

25年3月期 7 △30 △6 71
24年3月期 20 △12 △6 94

2.  配当の状況
年間配当金 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 ％ ％

24年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―
25年3月期 ― 0.00 ― 1.30 1.30 4 19.5 1.2
26年3月期(予想) ― 0.00 ― 1.00 1.00 21.8

3. 平成26年 3月期の連結業績予想（平成25年 4月 1日～平成26年 3月31日）
（％表示は、通期は対前期、四半期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(累計) 417 3.5 2 △88.1 2 △86.0 10 △40.1 3.14
通期 738 3.0 9 △57.4 9 △67.1 15 △31.2 4.58



※  注記事項
(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) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

（注）詳細は、１２ページ「会計上の見積もりの変更と区別することが困難な会計方針の変更」をご覧ください。

(3) 発行済株式数（普通株式）

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 有
② ①以外の会計方針の変更 ： 無
③ 会計上の見積りの変更 ： 無
④ 修正再表示 ： 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期 3,390,000 株 24年3月期 3,390,000 株
② 期末自己株式数 25年3月期 1,779 株 24年3月期 1,779 株
③ 期中平均株式数 25年3月期 3,388,221 株 24年3月期 3,388,221 株

（参考）個別業績の概要

1.  平成25年3月期の個別業績（平成24年4月1日～平成25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 ％

25年3月期 713 24.7 21 ― 28 ― 23 ―
24年3月期 571 5.6 △0 ― 1 ― 1 ―

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

25年3月期 6.84 ―
24年3月期 0.35 ―

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

25年3月期 459 382 83.2 112.79
24年3月期 420 355 84.5 104.79

（参考） 自己資本 25年3月期 382百万円 24年3月期 355百万円

2. 平成26年 3月期の個別業績予想（平成25年 4月 1日～平成26年 3月31日）
（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

※ 監査手続の実施状況に関する表示
この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり、この決算短信の開示時点において、財務諸表に対する監査手続を実施中です。

※ 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、当社が現時点で把握可能な情報から判断する一定の前提に基づいた見込みであり、多分に不確実な要素を含んでおります。
実際の業績は今後様々な要因によって当社の見込みと異なるかもしれないことをご承知おきください。

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) 415 3.5 14 △36.1 14 △28.2 22 23.0 6.65
通期 735 3.1 21 △0.4 21 △24.8 27 18.4 8.10
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(1）経営成績に関する分析

(1）業績

（当期の経営成績）

当連結会計年度におけるわが国経済は、12月の衆議院選挙における政権交代以降の金融緩和策等の影響から、円

高の是正や株式市況の回復など回復の兆しが表れてきたものの、一般消費者に景気回復を実感させる段階までには

至っていないほか、中国など新興国の経済成長率が鈍化するなど、全般的な景況感は停滞を続けております。

食品業界におきましては、消費者の健康や安心・安全・高品質に対する意識が高まる一方で、嗜好の多様化によ

る商品の短命化、いまだ脱却の図れないデフレ傾向に伴う低価格志向が続くほか、輸入の多い食品業界において円

安は短期的にはマイナスの影響が避けられないなど、非常に厳しい経営環境が続いております。

このような環境の中で当社グループでは、飲料事業においては、主力の「フジミネラル麦茶」について少子化に

伴う市場縮小と価格競争の激化の中で着実な売上高の維持を目指す一方、健康茶について、前期に大幅な成長を遂

げた「ごぼう茶」の更なる成長と、市場における地位の確保を目指しました。珍味事業においては、ビーフジャー

キーについて、ＯＥＭの更なる新規供給先開拓と、商品バリエーションの追加などにより、引き続き売上高の伸長

を目指しました。その他の事業は、着実な利益計上を図れる事業として、売上高確保を目指しました。損益面で

は、これらの増収に加え、国内工場及び海外生産子会社工場において原価低減活動を継続して行うことで、７期ぶ

りの黒字転換を果たした前期を更に上回る業績を目指しました。

これらの結果、収益面は、飲料事業においては、主力の麦茶が、春と梅雨明けに気温の低い日が続くなど天候

不順となり、 盛期全般でその影響を引きずる形となったことや、価格競争の激化などから売上を落とすこととな

りました。一方で、ごぼう茶が健康志向を受けたマスコミ報道やネット上の口コミ等の影響で、上半期に渡り原料

調達が間に合わず出荷調整を行うほどの好調となったほか、下半期に渡ってもリピーターの購買が続き、市場にお

いて一定の立場を確保するに至りました。このごぼう茶の好調は、麦茶の不振を補うに余りあるもので、飲料事業

合計では増収となりました。

珍味事業においては、自社ブランド商品の伸びは鈍化したものの、ＯＥＭ供給商品で、新規供給先の開拓を進

めたほか、小容量の駄菓子向け商品が大幅な伸びを見せ、珍味事業合計では増収を続けました。

その他の事業においては、乾燥野菜が前年度の中盤以降、受注のない状態が続いておりますが、業務用ナル

ト、だしのもとともに増収となりました。

損益面では、飲料事業においては、麦茶の不振をごぼう茶が補ったことで、工場稼働率や粗利率などが改善さ

れました。珍味事業においては、中国生産子会社工場の生産量は、過去 高レベルにまで達したものの、中国にお

ける人件費や原料牛肉価格の猛烈な高騰や、年度後半における円安進行が増益にブレーキをかける形となりまし

た。また、将来における中国元高に備えた外貨資産が、円安に伴う為替差益を計上することとなりました。

これらの結果、売上高716百万円（前連結会計年度比24.6％増）、営業利益22百万円（前連結会計年度比343.1％

増）、経常利益27百万円（前連結会計年度比279.1％増）、当期純利益22百万円（前連結会計年度比304.1％増）

と、大幅な増収・増益となりました。

セグメントの業績は次のとおりであります。

①飲料事業

麦茶の不振をごぼう茶が補って、売上高351百万円（前連結会計年度比33.2％増）、営業利益59百万円（前連結

会計年度比117.8％増）となりました。

②珍味事業

ＯＥＭ製品の好調で増収となったものの、中国の人件費・原料高騰により損益が悪化し、売上高356百万円（前

連結会計年度比19.5％増）、営業利益47百万円（前連結会計年度比0.3％減）となりました。

③その他

乾燥野菜の売上がなかったものの、業務用ナルト、だしのもとが好調で売上高9百万円（前連結会計年度比

30.6％減）、営業利益1百万円（前連結会計年度比12.2％増）となりました。

（次期の見通し）

当社グループの次期における業績は、売上高の微増と、当期並みの黒字と配当維持を見込んでおります。

飲料事業においては、麦茶について市場縮小と価格競争が続くこと、ごぼう茶について一時的な流行から落ち着

きを見せることから減収を見込んでいる一方、珍味事業においては、ビーフジャーキーについてＯＥＭ・ＰＢ供給拡

大に伴う増収を見込んでおります。

損益面においては、飲料事業の減収のほか、ビーフジャーキーについて生産国である中国の人件費や原材料価格

の高騰、円安に伴うコスト増加が減益要因となるものの、次期から基幹業務システムを低廉なものに刷新するほか、

工場において継続的に原価低減活動を図っていくことで利益の確保を図ってまいります。

以上から売上高738百万円、営業利益9百万円、経常利益9百万円、当期純利益15百万円と予想しております。

１．経営成績・財政状態に関する分析

石垣食品㈱ （２９０１） 平成２５年３月期決算単信

－ 2 －



なお、上記の予想は、当社が現時点で把握可能な情報から判断する一定の前提に基づいた見込みであり、多分に

不確定な要素を含んでおります。

実際の業績は今後様々な要因によって当社の見込みと異なるかもしれないことをご承知おきください。

(2）財政状態に関する分析

当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、税金等調整前当期純利益が

増加したものの、棚卸資産の増加や定期預金の預入による支出の増加等があったことにより、前連結会計年度末に比

べ22百万円減少し、当連結会計年度末には71百万円となりました。

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果獲得した資金は7百万円（前年同期は20百万円の獲得）となりました。これは主に、これは棚卸資

産や売上債権の増加があったものの、税金等調整前当期純利益が増加していること等によるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果使用した資金は31百万円（前年同期は12百万円の使用）となりました。これは主に定期預金の預入

に伴う支出及び有形固定資産の取得による支出が増加したこと及び敷金の差入による支出があったこと等によるもの

であります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果使用した資金は6百万円（前年同期は6百万円の使用）となりました。これはリース債務の返済によ

る支出が前年と同額の6百万円あったことによるものであります。

（キャッシュ・フロー関連指標の推移）

（注)１．自己資本比率：自己資本÷総資産

２．時価ベースの自己資本比率：株式時価総額÷総資産

３．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

４．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

５．いずれも連結ベースの財務数値により計算しています。

６．株式時価総額は、自己株式を除く期末発行済み株式数をベースに計算しています。

７．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・フローを利用して

おります。

８．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

います。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。

９．平成21年３月期、平成22年３月期、平成23年３月期におきましては営業活動によるキャッシュ・フローが

マイナスのため、平成24年３月期、平成25年３月期におきましては有利子負債がないため、キャッシュ・

フロー対有利子負債比率およびインタレスト・カバレッジ・レシオについては記載しておりません。

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

当社は、創業以来一貫して株主への利益還元を重要な課題のひとつと考えて事業の経営にあたっており、当期利益

の額に応じた一定水準の配当を行っていく方針でございます。

当社は、中間配当と期末配当の年２回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。当社は、「取締役会

の決議によって、毎年９月30日を基準日として中間配当をすることができる。」旨を定款に定めております。

これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。

今期は、平成24年６月28日開催の株主総会において減資等による欠損てん補を行って繰越欠損金を一掃しており、

また当連結会計年度において当期純利益22百万円を計上したことから、連結配当性向19.5％に当たる１株当たり1.3

円を配当することといたしました。

平成21年3月期 平成22年3月期 平成23年3月期 平成24年3月期 平成25年3月期

自己資本比率（％） 63.0 72.2 82.7 81.6 79.9

時価ベースの

自己資本比率（％）
56.9 60.8 69.8 84.7 101.0

キャッシュ・フロー

対有利子負債比率（年）
－ － － － －

インタレスト

・カバレッジ・レシオ
－ － － － －
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(4）事業等のリスク

①特定国での生産への依存について

当連結会計年度における連結売上高のうち49.7％が、中国生産子会社ウェイハン石垣食品有限公司など中国で生産

した商品の売上であり、高い比率を占めております。当社グループとしましては生産・輸入について安定した商品供

給に努め、この輸入販売を維持する方針であります。しかし、依存度の高い中国からの輸入について、日本および中

国の政策や貿易環境等が変化した場合には当社グループの業績に影響を与える可能性があります。

②麦茶市場について

麦茶市場は、嗜好品に対する消費者の節約傾向が続く中、少子化に伴う主要顧客の減少による市場縮小も続いてお

り、今後ますます競争が激化する可能性があります。当社グループとしましては、商品のリニューアルや積極的な販

売促進により売上の維持を目指していく方針であります。しかし、単価下落や顧客の減少、販売促進費の大幅な増加

傾向が今後も引き続いた場合には、当社グループは売上に影響を受ける可能性が高くなります。

当社グループは、当社及び当社の子会社１社で構成され、麦茶・烏龍茶・杜仲茶・ビーフジャーキー等の一般向商品

及び乾燥野菜・乾燥ナルト等の業務用商品の製造販売を主たる事業として行っております。以上を事業系統図によって

示すと、次のとおりであります。

食料品の製造販売事業・・・当社が製造・販売するほか、子会社１社が製造しております。

関係会社の状況は次の通りであります。

（注）１．特定子会社に該当しております。

２．株式会社神戸物産は有価証券報告書の提出会社であります。

２．企業集団の状況

食

料

品

の

製

造

販

売

事

業

ウェイハン石垣食品

有限公司（連結子会社）

製品の供給

→

←

材料の供給

当 社
販売

→

名称 住所 資本金 主要な事業内容

議決権の所有割合

又は被所有割合

（％）

関係内容

（連結子会社）

ウェイハン石垣食

品有限公司（注

１）

中国山東省

青州市

347千米

ドル

食料品の

製造販売事業
100

当社の仕入先

役員兼任あり

（その他の関係会

社）

株式会社

神戸物産

（注２）

兵庫県加古郡

稲美町

64,000

千円

業務用食材等の製

造、卸売、小売、フ

ランチャイズチェー

ン運営及び農業プロ

ジェクト 等

被所有

23.64

業務提携に関

する基本合意
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(1）会社の経営の基本方針

当社グループは、「良い新製品を開発、製造して利益をあげ国家社会に貢献する」ことを社是としております。具

体的には、お客様が「購入してよかった、また購入したい」と思っていただける商品を開発、製造、販売することに

経営努力し、企業価値向上に努めてまいります。

(2）目標とする経営指標

当社は、経営指標として、経常利益額と利益率を主に重視しております。経常利益額の増加と経常利益率の向上を

目標に経営努力してまいります。

(3）中長期的な会社の経営戦略

当社グループは「良い新食品を開発する」という方針のもと、特色を生かした研究及び商品開発活動を行っており

ます。飲料事業は、麦茶等の既存商品については、品質向上と生産性向上に関する技術の研究に取り組んでおりま

す。また、消費者の健康志向に適し通年型商品となり得る、ごぼう茶に続く新たな健康茶の研究・開発を進めており

ます。珍味事業は、ビーフジャーキーの既存商品については、品質向上と生産性向上に関する技術の研究に取り組ん

でおります。また、多様化する消費者の嗜好を捉えた新商品の研究・開発を進めております。更に、生産国である中

国の人件費や原料価格の高騰に対し、対応策を検討し実施してまいります。その他、乾燥野菜・業務用ナルト等につ

いては、当社の乾燥食品の加工技術のノウハウを供与し、高い品質の維持を図っております。

 (4）会社の対処すべき課題

当社グループにおきましては、飲料事業については、工場の夏季繁忙期と冬季閑散期の生産稼働率の平準化を図る

ことと、少子化に伴って長期的な市場縮小傾向が続く麦茶の売上の減少に歯止めをかけることが課題となっておりま

す。飲料業界に先駆けて投入しトップブランドの地位にあるごぼう茶は、これらの課題の解決に一役買っているもの

の、いまだ課題を一掃するには至っておらず、更なるごぼう茶の成長と地位の確保に加え、「フジミネラル麦茶」と

「ごぼう茶」のブランド力を活かした新たな健康茶の新商品を投入し、課題解決を目指してまいります。

珍味事業については、売上の伸長が続いており、これを更に続けていくことが課題となっております。当社グルー

プとしては、取扱店舗やＯＥＭ等による新規販路の拡大、商品バリエーションの拡充を引き続き図ることで、伸長を

目指してまいります。

その他の事業については、委託生産品であるナルトについて、着実な売上及び利益の計上が続くよう、目指してま

いります。

損益面においては、基幹業務システムの運用コストの低減や、工場の継続的な生産合理化など、重ねての採算改善

を目指してまいります。

(5）その他、会社の経営上重要な事項

該当事項はありません。

３．経営方針
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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24年３月31日)

当連結会計年度
(平成25年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 105,000 103,646

受取手形及び売掛金 101,480 115,610

商品及び製品 45,333 64,630

原材料及び貯蔵品 17,761 29,520

その他 3,040 3,662

貸倒引当金 △0 △0

流動資産合計 272,617 317,069

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 60,147 55,893

機械装置及び運搬具（純額） 14,074 19,969

土地 47,780 47,780

リース資産（純額） 1,426 －

その他（純額） 2,196 1,846

有形固定資産合計 125,625 125,489

無形固定資産

リース資産 5,161 －

その他 14,619 15,581

無形固定資産合計 19,780 15,581

投資その他の資産

投資有価証券 15,657 22,105

その他 6,595 9,451

投資その他の資産合計 22,253 31,557

固定資産合計 167,659 172,628

資産合計 440,276 489,698

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 39,965 55,933

リース債務 6,917 －

未払法人税等 2,671 3,560

賞与引当金 2,155 4,306

未払金 19,577 24,275

その他 8,136 6,334

流動負債合計 79,424 94,410

固定負債

繰延税金負債 1,410 3,927

固定負債合計 1,410 3,927

負債合計 80,835 98,337

純資産の部

株主資本

資本金 462,750 300,000

資本剰余金 328,450 53,293

利益剰余金 △416,012 44,486

自己株式 △782 △782

株主資本合計 374,404 396,996

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 2,548 6,479

為替換算調整勘定 △17,511 △12,116

その他の包括利益累計額合計 △14,963 △5,636

純資産合計 359,441 391,360

負債純資産合計 440,276 489,698
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書
（連結損益計算書）

（単位：千円）

前連結会計年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)

売上高 575,194 716,737

売上原価 329,644 426,330

売上総利益 245,549 290,407

販売費及び一般管理費 240,496 268,022

営業利益 5,052 22,384

営業外収益

受取利息 458 623

受取配当金 349 370

為替差益 1,427 4,414

雑収入 110 413

営業外収益合計 2,345 5,821

営業外費用

雑損失 75 451

営業外費用合計 75 451

経常利益 7,322 27,755

特別損失

本社移転費用 － 1,570

特別損失合計 － 1,570

税金等調整前当期純利益 7,322 26,185

法人税、住民税及び事業税 1,732 3,593

法人税等合計 1,732 3,593

少数株主損益調整前当期純利益 5,590 22,591

当期純利益 5,590 22,591
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（連結包括利益計算書）

（単位：千円）

前連結会計年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)

少数株主損益調整前当期純利益 5,590 22,591

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 907 3,931

為替換算調整勘定 △193 5,395

その他の包括利益合計 713 9,326

包括利益 6,304 31,918

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 6,304 31,918

少数株主に係る包括利益 － －
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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23年４月１日
至 平成24年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)

株主資本

資本金

当期首残高 462,750 462,750

当期変動額

資本金から剰余金への振替 － △162,750

当期末残高 462,750 300,000

資本剰余金

当期首残高 328,450 328,450

当期変動額

資本金から剰余金への振替 － 162,750

欠損填補 △437,906

当期変動額合計 － △275,156

当期末残高 328,450 53,293

利益剰余金

当期首残高 △421,602 △416,012

当期変動額

当期純利益 5,590 22,591

欠損填補 437,906

当期変動額合計 5,590 460,498

当期末残高 △416,012 44,486

自己株式

当期首残高 △782 △782

当期末残高 △782 △782

株主資本合計

当期首残高 368,814 374,404

当期変動額

当期純利益 5,590 22,591

当期変動額合計 5,590 22,591

当期末残高 374,404 396,996
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（単位：千円）

前連結会計年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

当期首残高 1,640 2,548

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 907 3,931

当期変動額合計 907 3,931

当期末残高 2,548 6,479

為替換算調整勘定

当期首残高 △17,318 △17,511

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △193 5,395

当期変動額合計 △193 5,395

当期末残高 △17,511 △12,116

その他の包括利益累計額合計

当期首残高 △15,677 △14,963

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 713 9,326

当期変動額合計 713 9,326

当期末残高 △14,963 △5,636

純資産合計

当期首残高 353,137 359,441

当期変動額

当期純利益 5,590 22,591

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 713 9,326

当期変動額合計 6,304 31,918

当期末残高 359,441 391,360
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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23年４月１日
至 平成24年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成24年４月１日
至 平成25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 7,322 26,185

減価償却費 18,316 16,343

貸倒引当金の増減額（△は減少） △140 0

賞与引当金の増減額（△は減少） 835 2,151

受取利息及び受取配当金 △808 △993

為替差損益（△は益） △1,393 △6,153

売上債権の増減額（△は増加） △14,506 △14,929

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,343 △28,828

仕入債務の増減額（△は減少） 9,889 13,179

未払消費税等の増減額（△は減少） 3,562 △2,077

未払金の増減額（△は減少） △317 4,322

その他 1,286 △373

小計 21,703 8,826

利息及び配当金の受取額 808 1,228

法人税等の支払額 △1,812 △2,199

営業活動によるキャッシュ・フロー 20,699 7,855

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 △9,864 △20,038

有形固定資産の取得による支出 △1,949 △7,962

有形固定資産の売却による収入 － 55

無形固定資産の取得による支出 △492 －

敷金の差入による支出 － △3,480

投資活動によるキャッシュ・フロー △12,305 △31,425

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出 △6,917 △6,917

財務活動によるキャッシュ・フロー △6,917 △6,917

現金及び現金同等物に係る換算差額 755 7,490

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,232 △22,996

現金及び現金同等物の期首残高 92,336 94,568

現金及び現金同等物の期末残高 94,568 71,571
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該当事項はありません。

１．連結の範囲に関する事項

子会社はウェイハン石垣食品有限公司であり、連結子会社であります。

２．連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社の決算日は12月31日です。

連結財務諸表の作成に当たっては、同決算日現在の財務諸表を使用しており、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おります。

３．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

決算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）を採用しております。

② たな卸資産

商品及び製品、原材料及び貯蔵品

主として総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算

定）

(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（リース資産を除く）

当社は定率法、在外連結子会社は所在地国の会計基準に基づく定額法によっております。

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

② 無形固定資産（リース資産を除く）

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、残存価額を零とする定額法を採用しております。

(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おります。

② 賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支払に充てるため、将来の支給見込額を計上しております。

(4）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。

(6）その他連結財務諸表作成のための重要な事項

① 当社は従業員の退職金の支給に備えるために中小企業退職金共済制度に加入しております。

② 消費税等の会計処理は税抜方式によっております。

（減価償却方法の変更）

当社は、法人税法の改正に伴い、当連結会計年度より、平成24年４月１日以後に取得した有形固定資産につい

て、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。

これによる損益に与える影響は軽微であります。

注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項）

建物及び構築物 17－50年

機械装置及び運搬具 10年

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更）
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※１ 連結会計年度末日満期手形

連結会計年度末日満期手形の会計処理については、当連結会計年度の末日が金融機関の休日でしたが、満期日に

決済が行われたものとして処理しております。当連結会計年度末日満期手形の金額は、次のとおりであります。

※２ 有形固定資産の減価償却累計額

※１ 期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の金額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価に含まれて

おります。

※２ 販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は以下のとおりです。

※３ 一般管理費及び製造費用に含まれる研究開発費

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
（平成24年３月31日）

当連結会計年度
（平成25年３月31日）

受取手形 252千円 473千円

前連結会計年度
（平成24年３月31日）

当連結会計年度
（平成25年３月31日）

242,701千円 238,290千円

（連結損益計算書関係）

前連結会計年度
（自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日）

当連結会計年度
（自 平成24年４月１日

至 平成25年３月31日）

――― 1,716千円

前連結会計年度
（自 平成23年４月１日

至 平成24年３月31日）

当連結会計年度
（自 平成24年４月１日

至 平成25年３月31日）

販売促進費 101,670千円 107,679千円

運賃 22,590 27,720

役員報酬 13,317 22,248

給料手当 43,231 42,971

賞与金 2,465 6,357

賞与引当金繰入額 1,461 2,807

前連結会計年度
（自 平成23年４月１日

至 平成24年３月31日）

当連結会計年度
（自 平成24年４月１日

至 平成25年３月31日）

11,390千円 12,566千円

石垣食品㈱ （２９０１） 平成２５年３月期決算単信

－ 13 －



※１ その他の包括利益に係る組替調整額

※２ その他の包括利益に係る税効果額

（連結包括利益計算書関係）

前連結会計年度
（自 平成23年４月１日

至 平成24年３月31日）

当連結会計年度
（自 平成24年４月１日

至 平成25年３月31日）

その他有価証券評価差額金

当期発生額 1,191千円 6,448千円

組替調整額 － －

計 1,191 6,448

為替換算調整勘定

当期発生額 △193 5,395

組替調整額 － －

計 △193 5,395

税効果調整前合計 998 11,843

税効果額 △284 △2,516

その他の包括利益合計 713 9,326

前連結会計年度
（自 平成23年４月１日

至 平成24年３月31日）

当連結会計年度
（自 平成24年４月１日

至 平成25年３月31日）

その他有価証券評価差額金

税効果調整前 1,191千円 6,448千円

税効果額 △284 △2,516

税効果調整後 907 3,931

為替換算調整勘定

税効果調整前 △193 5,395

税効果額 － －

税効果調整後 △193 5,395

その他の包括利益合計

税効果調整前 998 11,843

税効果額 △284 △2,516

税効果調整後 713 9,326
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前連結会計年度（自平成23年４月１日 至平成24年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

（注）１．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

該当事項はありません。

２．配当に関する事項

(1）配当金支払額

該当事項はありません。

(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

該当事項はありません。

当連結会計年度（自平成24年４月１日 至平成25年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

（注）１．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

該当事項はありません。

２．配当に関する事項

(1）配当金支払額

該当事項はありません。

(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）

当連結会計年度期
首株式数（株）

当連結会計年度増
加株式数（株）

当連結会計年度減
少株式数（株）

当連結会計年度末
株式数（株）

発行済株式

普通株式 3,390,000 － － 3,390,000

合計 3,390,000 － － 3,390,000

自己株式

普通株式 1,779 － － 1,779

合計 1,779 － － 1,779

当連結会計年度期
首株式数（株）

当連結会計年度増
加株式数（株）

当連結会計年度減
少株式数（株）

当連結会計年度末
株式数（株）

発行済株式

普通株式 3,390,000 － － 3,390,000

合計 3,390,000 － － 3,390,000

自己株式

普通株式 1,779 － － 1,779

合計 1,779 － － 1,779

（決議） 株式の種類
配当金の総額

（百万円）
配当の原資 

１株当たり

配当額

（円）

基準日 効力発生日

平成25年６月27日

定時株主総会
普通株式 4 利益剰余金 1.3 平成25年３月31日 平成25年６月28日
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※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に記載されている科目の金額との関係

（借主側）

ファイナンスリース取引

所有権移転外ファイナンス・リース取引

①リース資産の内容

（ア）有形固定資産

食料品の製造販売事業におけるホストコンピュータ及びコンピュータ端末機（その他）であります。

（イ）無形固定資産

ソフトウエアであります。

②リース資産の減価償却の方法

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「３．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」に記載のとおりであります。

１．金融商品の状況に関する事項

(1)金融商品に対する取組方針

当社グループは、資金運用については短期的かつ安全性の高い預金等に限定する方針であります。デリバ

ティブ取引は行っておりません。

(2)金融商品の内容及びそのリスク

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。

投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されておりま

す。

営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが３か月以内の支払期日であります。

(3)金融商品に係るリスク管理体制

① 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）

当社は、営業債権について、各事業部門における担当者が主要な取引先の状況を定期的にモニタリング

し、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。

② 市場リスク（市場価格の変動リスク）

投資有価証券は、定期的に時価や発行体（取引先企業）の財務状況等を把握し、保有状況を継続的に見直

しております。

③ 資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）

各部署からの報告に基づき担当部署が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性の維持な

どにより流動性リスクを管理しております。

(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が

含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用す

ることにより、当該価額が変動することがあります。

（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23年４月１日

至 平成24年３月31日）

当連結会計年度
（自 平成24年４月１日

至 平成25年３月31日）

現金及び預金勘定 105,000千円 103,646千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △10,432 △32,075

現金及び現金同等物 94,568 71,571

（リース取引関係）

（金融商品関係）
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２．金融商品の時価等に関する事項

連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

前連結会計年度（平成24年３月31日）

当連結会計年度（平成25年３月31日）

（注）１．金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

資 産

(1) 現金及び預金、(2)受取手形及び売掛金

これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該

帳簿価額によっております。 

(3) 投資有価証券

これらの時価について、株式等は取引所の価格によっております。また、保有目的ごとの有価

証券に関する事項については、注記事項「有価証券関係」をご参照下さい。

負 債

(1) 支払手形及び買掛金、(2) 未払金

これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該

帳簿価額によっております。 

２．金銭債権の連結決算日後の償還予定額

前連結会計年度（平成24年３月31日）

連結貸借対照表計上額

（千円）
時価（千円） 差額（千円）

(1) 現金及び預金 105,000 105,000 －

(2) 受取手形及び売掛金 101,480 101,480 －

(3) 投資有価証券

その他有価証券 15,657 15,657 －

資産計 222,138 222,138 －

(1) 支払手形及び買掛金 39,965 39,965 －

(2) 未払金 19,577 19,577 －

負債計 59,543 59,543 －

連結貸借対照表計上額

（千円）
時価（千円） 差額（千円）

(1) 現金及び預金 103,646 103,646 －

(2) 受取手形及び売掛金 115,610 115,610 －

(3) 投資有価証券

その他有価証券 22,105 22,105 －

資産計 241,363 241,363 －

(1) 支払手形及び買掛金 55,933 55,933 －

(2) 未払金 24,275 24,275 －

負債計 80,208 80,208 －

１年以内

（千円）

１年超

５年以内

（千円）

５年超

10年以内

（千円）

10年超

（千円）

現金及び預金 105,000 － － －

受取手形及び売掛金 101,480 － － －

合計 206,481 － － －
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当連結会計年度（自平成24年４月１日 至平成25年３月31日）

その他有価証券

前連結会計年度（平成24年３月31日）

当連結会計年度（平成25年３月31日）

当社グループはデリバティブ取引を全く利用していないため、該当事項はありません。

当社は、従業員の退職金の支給に備えるために中小企業退職金共済制度に加入しており、退職一時金制度は設定

していないため該当事項はありません。

該当事項はありません。

１年以内

（千円）

１年超

５年以内

（千円）

５年超

10年以内

（千円）

10年超

（千円）

現金及び預金 103,646 － － －

受取手形及び売掛金 115,610 － － －

合計 219,257 － － －

（有価証券関係）

種類
連結貸借対照表計上
額（千円）

取得原価（千円） 差額（千円）

連結貸借対照表計上

額が取得原価を超え

るもの

(1）株式 15,657 11,698 3,958

(2）債券 － － －

(3）その他 － － －

小計 15,657 11,698 3,958

連結貸借対照表計上

額が取得原価を超え

ないもの

(1）株式 － － －

(2）債券 － － －

(3）その他 － － －

小計 － － －

合計 15,657 11,698 3,958

種類
連結貸借対照表計上
額（千円）

取得原価（千円） 差額（千円）

連結貸借対照表計上

額が取得原価を超え

るもの

(1）株式 22,105 11,698 10,407

(2）債券 － － －

(3）その他 － － －

小計 22,105 11,698 10,407

連結貸借対照表計上

額が取得原価を超え

ないもの

(1）株式 － － －

(2）債券 － － －

(3）その他 － － －

小計 － － －

合計 22,105 11,698 10,407

（デリバティブ取引関係）

（退職給付関係）

（ストック・オプション等関係）
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１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因

となった主要な項目別の内訳

１．報告セグメントの概要

当社グループの報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締

役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているもので

あります。

当社グループは、本社が取り扱う製品・サービス別に国内及び海外の包括的な戦略を立案し、事業活動

を展開しております。その際の判断の基礎とする報告セグメントは、主にその取り扱う製品・サービスか

ら「飲料事業」及び「珍味事業」に分類しております。

「飲料事業」は、麦茶等の嗜好飲料及び烏龍茶等の健康飲料を生産しております。「珍味事業」は、ビ

ーフジャーキーを生産しております。

２．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事

項」における記載と概ね同一であります。

報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。

（税効果会計関係）

前連結会計年度
（平成24年３月31日）

当連結会計年度
（平成25年３月31日）

繰延税金資産

賞与引当金 819千円 1,636千円

未払費用否認 － 218

見越販売促進費 482 1,037

外形標準課税 382 174

未実現利益 － 276

繰越欠損金 83,227 67,106

その他 295 182

繰延税金資産小計 85,207 70,632

評価性引当額 △85,207 △70,632

繰延税金資産合計 － －

繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 △1,410 △3,927

繰延税金負債合計 △1,410 △3,927

前連結会計年度
（平成24年３月31日）

当連結会計年度
（平成25年３月31日）

法定実効税率 40.7％ 38.0％

（調整）

交際費等永久に損金に算入されない項目 6.2 9.5

受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △1.0 △0.3

住民税均等割 7.9 2.2

海外子会社の税率差異 △11.0 0.8

評価性引当額の増減 △19.1 △38.9

過年度法人税等 － 1.3

その他 － 1.1

税効果会計適用後の法人税等の負担率 23.7 13.7

（セグメント情報等）

ａ．セグメント情報
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３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報

前連結会計年度（自平成23年４月１日 至平成24年３月31日）

（単位：千円）

（注）１．その他の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、乾燥野菜事業、ナルト

事業等を含んでおります。

２．調整額は以下のとおりであります。

(1)セグメント利益の調整額71,356千円には、各報告セグメントに配分していない全社費用

71,356千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理

費であります。

(2)セグメント資産の調整額136,031千円には、各報告セグメントに配分していない全社資産

136,031千円が含まれております。全社資産は、主に当社での余資運用資金（現金及び預

金）、長期投資資金（投資有価証券）等であります。

３．セグメント利益は、連結財務諸表の営業利益と調整を行っております。

報告セグメント
その他

（注）１
合計

調整額

（注）２

連結

財務諸表

計上額

（注）３
飲料事業 珍味事業 計

売上高

外部顧客への売上高 263,992 298,121 562,113 13,080 575,194 － 575,194

セグメント間の内部

売上高又は振替高
－ － － － － － －

計 263,992 298,121 562,113 13,080 575,194 － 575,194

セグメント利益

又は損失（△）
27,178 47,452 74,631 1,777 76,409 △71,356 5,052

セグメント資産 181,183 119,953 301,137 3,107 304,245 136,031 440,276

その他の項目

減価償却費 9,517 1,829 11,347 204 11,551 6,765 18,316

有形固定資産及び

無形固定資産の

増加額

260 1,689 1,949 492 2,441 － 2,441
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当連結会計年度（自平成24年４月１日 至平成25年３月31日）

（単位：千円）

（注）１．その他の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ナルト事業等を含んで

おります。

２．調整額は以下のとおりであります。

(1)セグメント利益の調整額85,460千円には、各報告セグメントに配分していない全社費用

85,460千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理

費であります。

(2)セグメント資産の調整額137,452千円には、各報告セグメントに配分していない全社資産

137,452千円が含まれております。全社資産は、主に当社での余資運用資金（現金及び預

金）、長期投資資金（投資有価証券）等であります。

３．セグメント利益は、連結財務諸表の営業利益と調整を行っております。

前連結会計年度（自平成23年４月１日 至平成24年３月31日）

１．製品及びサービスごとの情報

（単位：千円）

２．地域ごとの情報

(1）売上高

本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。

(2）有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、

記載を省略しております。

報告セグメント
その他

（注）１
合計

調整額

（注）２

連結

財務諸表

計上額

（注）３
飲料事業 珍味事業 計

売上高

外部顧客への売上高 351,533 356,132 707,665 9,072 716,737 － 716,737

セグメント間の内部

売上高又は振替高
－ － － － － － －

計 351,533 356,132 707,665 9,072 716,737 － 716,737

セグメント利益

又は損失（△）
59,187 46,663 105,851 1,993 107,844 △85,460 22,384

セグメント資産 201,830 148,043 349,874 2,371 352,245 137,452 489,698

その他の項目

減価償却費 7,510 1,928 9,438 101 9,540 6,803 16,343

有形固定資産及び

無形固定資産の

増加額

3,804 3,800 7,605 357 7,962 － 7,962

ｂ．関連情報

飲料事業 珍味事業 その他 合計

外部顧客への売上高 263,992 298,121 13,080 575,194
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３．主要な顧客ごとの情報

（単位：千円）

当連結会計年度（自平成24年４月１日 至平成25年３月31日）

１．製品及びサービスごとの情報

（単位：千円）

２．地域ごとの情報

(1）売上高

本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。

(2）有形固定資産

３．主要な顧客ごとの情報

（単位：千円）

前連結会計年度（自平成23年４月１日 至平成24年３月31日）

該当事項はありません。

当連結会計年度（自平成24年４月１日 至平成25年３月31日）

該当事項はありません。

前連結会計年度（自平成23年４月１日 至平成24年３月31日）

該当事項はありません。

当連結会計年度（自平成24年４月１日 至平成25年３月31日）

該当事項はありません。

前連結会計年度（自平成23年４月１日 至平成24年３月31日）

該当事項はありません。

当連結会計年度（自平成24年４月１日 至平成25年３月31日）

該当事項はありません。

顧客の名称又は氏名 売上高 関連するセグメント名

国分㈱ 144,325 飲料事業、珍味事業

三菱食品㈱ 59,140 飲料事業、珍味事業

飲料事業 珍味事業 その他 合計

外部顧客への売上高 351,533 356,132 9,072 716,737

（単位：千円）

日本 中国 合計

112,204 13,284 125,489

顧客の名称又は氏名 売上高 関連するセグメント名

国分㈱ 157,713 飲料事業、珍味事業

三菱食品㈱ 101,410 飲料事業、珍味事業

㈱やおきん 95,223 珍味事業

㈱日本アクセス 71,987 飲料事業、珍味事業

ｃ．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

ｄ．報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

ｅ．報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
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関連当事者との取引

連結財務諸表提出会社と関連当事者の取引

連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等の場合に限る。）等

前連結会計年度（自平成23年４月１日 至平成24年３月31日）

当連結会計年度（自平成24年４月１日 至平成25年３月31日）

（注）１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含ま

れております。

２．取引条件および取引条件の決定方針等

上記各社への当社製品の販売については、市場価格を参考に決定しております。

該当事項はありません。

（注） １株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

該当事項はありません。

（関連当事者情報）

種類

会社等の

名称

又は氏名

所在地

資本金

又は出資金

（千円）

事業の内容

又は職業

議決権の所有

（被所有）

割合（％）

関連当事者

との関係
取引の内容

取引金額

（千円）
科目

期末残高

（千円）

その他の

関係会社
㈱神戸物産

兵庫県

加古郡

64,000 卸売業 （被所有）

直接 23.6

当社製品

の販売

ビーフジャーキー等の販売

（注）１
14,271 売掛金 2,191

種類

会社等の

名称

又は氏名

所在地

資本金

又は出資金

（千円）

事業の内容

又は職業

議決権の所有

（被所有）

割合（％）

関連当事者

との関係
取引の内容

取引金額

（千円）
科目

期末残高

（千円）

その他の

関係会社
㈱神戸物産

兵庫県

加古郡

64,000 卸売業 （被所有）

直接 23.6

当社製品

の販売

ビーフジャーキー等の販売

（注）１
13,512 売掛金 1,352

（企業結合等）

（１株当たり情報）

前連結会計年度
（自 平成23年４月１日

至 平成24年３月31日）

当連結会計年度
（自 平成24年４月１日

至 平成25年３月31日）

１株当たり純資産額 106円9銭

１株当たり当期純利益 1円65銭

１株当たり純資産額 115円50銭

１株当たり当期純利益 6円66銭

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

前連結会計年度
（自 平成23年４月１日

至 平成24年３月31日）

当連結会計年度
（自 平成24年４月１日

至 平成25年３月31日）

当期純利益（千円） 5,590 22,591

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る当期純利益（千円） 5,590 22,591

期中平均株式数（株） 3,388,221 3,388,221

（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24年３月31日)

当事業年度
(平成25年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 78,324 85,442

受取手形 431 436

売掛金 101,015 115,126

商品及び製品 31,383 47,503

原材料及び貯蔵品 13,429 13,226

前渡金 8,252 10,134

未収入金 44 －

流動資産合計 232,882 271,869

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 52,684 49,133

構築物（純額） 4,352 3,625

機械及び装置（純額） 8,365 11,004

車両運搬具（純額） 28 0

工具、器具及び備品（純額） 1,009 660

土地 47,780 47,780

リース資産（純額） 1,426 －

有形固定資産合計 115,646 112,204

無形固定資産

電話加入権 575 575

ソフトウエア 562 383

リース資産 5,161 －

無形固定資産合計 6,300 959

投資その他の資産

投資有価証券 15,657 22,105

関係会社出資金 42,945 42,945

長期前払費用 974 904

差入保証金 5,621 8,546

投資その他の資産合計 65,198 74,502

固定資産合計 187,145 187,667

資産合計 420,028 459,537
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（単位：千円）

前事業年度
(平成24年３月31日)

当事業年度
(平成25年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形 12,185 15,779

買掛金 13,146 19,374

リース債務 6,917 －

未払金 19,401 24,074

未払費用 2,500 2,481

未払法人税等 1,586 3,560

預り金 1,126 1,392

未払消費税等 4,537 2,460

賞与引当金 2,155 4,306

流動負債合計 63,558 73,429

固定負債

繰延税金負債 1,410 3,927

固定負債合計 1,410 3,927

負債合計 64,969 77,356

純資産の部

株主資本

資本金 462,750 300,000

資本剰余金

資本準備金 328,450 －

その他資本剰余金 － 53,293

資本剰余金合計 328,450 53,293

利益剰余金

利益準備金 9,888 －

その他利益剰余金

繰越利益剰余金 △447,794 23,190

利益剰余金合計 △437,906 23,190

自己株式 △782 △782

株主資本合計 352,510 375,700

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 2,548 6,479

評価・換算差額等合計 2,548 6,479

純資産合計 355,058 382,180

負債純資産合計 420,028 459,537
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（２）損益計算書

（単位：千円）

前事業年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

当事業年度
(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)

売上高 571,852 713,266

売上原価

製品期首たな卸高 22,439 28,551

当期製品製造原価 353,033 445,412

合計 375,472 473,964

製品期末たな卸高 28,551 31,183

製品売上原価 346,920 442,781

売上総利益 224,931 270,485

販売費及び一般管理費

販売費 153,659 163,476

一般管理費 71,356 85,460

販売費及び一般管理費合計 225,015 248,936

営業利益又は営業損失（△） △84 21,549

営業外収益

受取利息 99 169

受取配当金 349 370

為替差益 1,393 6,153

雑収入 55 33

営業外収益合計 1,897 6,726

営業外費用

雑損失 32 274

営業外費用合計 32 274

経常利益 1,781 28,001

特別損失

本社移転費用 － 1,570

特別損失合計 － 1,570

税引前当期純利益 1,781 26,431

法人税、住民税及び事業税 580 3,241

法人税等合計 580 3,241

当期純利益 1,201 23,190
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（原価計算の方法）

実際原価に基づく組別総合原価計算によっております。

（注） ※１ 主な内訳は次のとおりであります。

製造原価明細書

前事業年度
（自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日）

当事業年度
（自 平成24年４月１日

至 平成25年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

Ⅰ 材料費 293,990 82.9 357,143 77.8

Ⅱ 労務費 28,727 8.1 33,247 7.3

Ⅲ 外注加工費 11,486 3.3 44,172 9.6

Ⅳ 経費 ※１ 20,349 5.7 24,337 5.3

当期総製造費用 354,555 100.0 458,901 100.0

期首半製品たな卸高 1,309 2,831

合計 355,864 461,732

期末半製品たな卸高 2,831 16,320

当期製品製造原価 353,033 445,412

前事業年度
（自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日）

当事業年度
（自 平成24年４月１日

至 平成25年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

減価償却費 9,979 7,752

水道光熱費 2,106 2,212

消耗品費 1,819 3,918

福利厚生費 1,528 2,065

運 賃 766 1,285

修繕費 440 2,958

保管料 46 59
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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23年４月１日
至 平成24年３月31日)

当事業年度
(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)

株主資本

資本金

当期首残高 462,750 462,750

当期変動額

資本金から剰余金への振替 － △162,750

当期変動額合計 － △162,750

当期末残高 462,750 300,000

資本剰余金

資本準備金

当期首残高 328,450 328,450

当期変動額

準備金から剰余金への振替 － △328,450

当期変動額合計 － △328,450

当期末残高 328,450 －

その他資本剰余金

当期首残高 － －

当期変動額

資本金から剰余金への振替 － 162,750

準備金から剰余金への振替 － 328,450

欠損填補 － △437,906

当期変動額合計 － 53,293

当期末残高 － 53,293

資本剰余金合計

当期首残高 328,450 328,450

当期変動額

資本金から剰余金への振替 － 162,750

準備金から剰余金への振替 － －

欠損填補 － △437,906

当期変動額合計 － △275,156

当期末残高 328,450 53,293

利益剰余金

利益準備金

当期首残高 9,888 9,888

当期変動額

利益準備金の取崩 － △9,888

当期変動額合計 － △9,888

当期末残高 9,888 －

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

当期首残高 △448,995 △447,794

当期変動額

当期純利益 1,201 23,190

欠損填補 － 437,906

利益準備金の取崩 － 9,888

当期変動額合計 1,201 470,985

当期末残高 △447,794 23,190
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（単位：千円）

前事業年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

当事業年度
(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)

利益剰余金合計

当期首残高 △439,107 △437,906

当期変動額

当期純利益 1,201 23,190

欠損填補 － 437,906

利益準備金の取崩 － －

当期変動額合計 1,201 461,096

当期末残高 △437,906 23,190

自己株式

当期首残高 △782 △782

当期末残高 △782 △782

株主資本合計

当期首残高 351,309 352,510

当期変動額

当期純利益 1,201 23,190

当期変動額合計 1,201 23,190

当期末残高 352,510 375,700

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

当期首残高 1,640 2,548

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 907 3,931

当期変動額合計 907 3,931

当期末残高 2,548 6,479

評価・換算差額等合計

当期首残高 1,640 2,548

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 907 3,931

当期変動額合計 907 3,931

当期末残高 2,548 6,479

純資産合計

当期首残高 352,950 355,058

当期変動額

当期純利益 1,201 23,190

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 907 3,931

当期変動額合計 2,108 27,121

当期末残高 355,058 382,180
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該当事項はありません。

１．有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部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）を採用しております。 

２．たな卸資産の評価基準及び評価方法

商品及び製品、原材料及び貯蔵品

主として総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算

定）

３．固定資産の減価償却の方法

有形固定資産（リース資産を除く）

定率法

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

無形固定資産（リース資産を除く）

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を採用しております。

４．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おります。

(2）賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支払に充てるため、将来の支給見込額を計上しております。

５．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

(1）従業員の退職金の支給に備えるために中小企業退職金共済制度に加入しております。

(2）消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

（減価償却方法の変更）

当社は、法人税法の改正に伴い、当事業年度より、平成24年４月１日以後に取得した有形固定資産につい

て、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。

これによる損益に与える影響は軽微であります。

注記事項

（継続企業の前提に関する事項）

（重要な会計方針）

建物 17－50年

機械及び装置 10年

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更）
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※１ 期末日満期手形

期末日満期手形の会計処理については、当事業年度の末日が金融機関の休日でしたが、満期日に決済が

行われたものとして処理しております。期末日満期手形の金額は、次のとおりであります。

※２ 有形固定資産の減価償却累計額

※３ 関係会社に対するものが次のとおり含まれております。

※１ 期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の金額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価に含ま

れております。 

※２ 販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額

(1）販売費

(2）一般管理費

※３ 一般管理費及び当期総製造費用に含まれる研究開発費

（貸借対照表関係）

前事業年度
（平成24年３月31日）

当事業年度
（平成25年３月31日）

受取手形 252千円 473千円

前事業年度
（平成24年３月31日）

当事業年度
（平成25年３月31日）

224,710千円 217,308千円

前事業年度
（平成24年３月31日）

当事業年度
（平成25年３月31日）

売掛金 2,191千円 1,352千円

前渡金 7,410 9,292

（損益計算書関係）

前事業年度
（自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日）

当事業年度
（自 平成24年４月１日

至 平成25年３月31日）

――― 1,716千円

前事業年度
（自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日）

当事業年度
（自 平成24年４月１日

至 平成25年３月31日）

販売促進費 101,670千円 107,679千円

運賃 19,174 22,601

広告宣伝費 65 65

給料手当 18,807 15,850

賞与金 1,258 2,854

賞与引当金繰入額 677 1,219

前事業年度
（自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日）

当事業年度
（自 平成24年４月１日

至 平成25年３月31日）

役員報酬 13,317千円 22,248千円

給料手当 16,344 17,293

減価償却費 6,725 6,664

賞与金 1,206 3,503

賞与引当金繰入額 783 1,588

前事業年度
（自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日）

当事業年度
（自 平成24年４月１日

至 平成25年３月31日）

11,390千円 12,517千円

石垣食品㈱ （２９０１） 平成２５年３月期決算単信

－ 31 －



※４ 各科目に含まれている関係会社に対するものは、次のとおりであります。

前事業年度（自平成23年４月１日 至平成24年３月31日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

当事業年度（自平成24年４月１日 至平成25年３月31日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

子会社株式（当事業年度の貸借対照表計上額は関係会社出資金42,945千円、前事業年度の貸借対照表計上額

は関係会社出資金42,945千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることか

ら、記載しておりません。

前事業年度
（自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日）

当事業年度
（自 平成24年４月１日

至 平成25年３月31日）

材料費 159,772千円 198,272千円

（株主資本等変動計算書関係）

当事業年度期首株
式数（株）

当事業年度増加株
式数（株）

当事業年度減少株
式数（株）

当事業年度末株式
数（株）

普通株式 1,779 － － 1,779

合計 1,779 － － 1,779

当事業年度期首株
式数（株）

当事業年度増加株
式数（株）

当事業年度減少株
式数（株）

当事業年度末株式
数（株）

普通株式 1,779 － － 1,779

合計 1,779 － － 1,779

（リース取引関係）

前事業年度
（自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日）

当事業年度
（自 平成24年４月１日

至 平成25年３月31日）

１．ファイナンスリース取引（借主側）

(1)所有権移転外ファイナンス・リース取引

①リース資産の内容

（ア）有形固定資産

食料品の製造販売事業におけるホストコンピュ

ータ及びコンピュータ端末機（工具、器具及び

備品）であります。

１．ファイナンスリース取引（借主側）

(1)所有権移転外ファイナンス・リース取引

①リース資産の内容

（ア）有形固定資産

食料品の製造販売事業におけるホストコンピュ

ータ及びコンピュータ端末機（工具、器具及び

備品）であります。

（イ）無形固定資産

ソフトウエアであります。

（イ）無形固定資産

ソフトウエアであります。

②リース資産の減価償却の方法

重要な会計方針「３．固定資産の減価償却の方

法」に記載のとおりであります。

②リース資産の減価償却の方法

重要な会計方針「３．固定資産の減価償却の方

法」に記載のとおりであります。

（有価証券関係）
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１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因

となった主要な項目別の内訳

（注） １株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

該当事項はありません。

（税効果会計関係）

前事業年度
（平成24年３月31日）

当事業年度
（平成25年３月31日）

繰延税金資産

賞与引当金 819千円 1,636千円

未払費用否認 － 218

見越販売促進費 482 1,037

外形標準課税 382 174

繰越欠損金 83,227 67,106

その他 295 182

繰延税金資産小計 85,207 70,356

評価性引当額 △85,207 △70,356

繰延税金資産合計 － －

繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 △1,410 △3,927

繰延税金負債合計 △1,410 △3,927

前事業年度
（平成24年３月31日）

当事業年度
（平成25年３月31日）

法定実効税率 40.7％ 38.0％

（調整）

交際費等永久に損金に算入されない項目 11.5 9.4

受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △3.9 △0.3

住民税均等割 32.6 2.2

評価性引当額の増減 △48.3 △37.3

その他 － 0.3

税効果会計適用後の法人税等の負担率 32.6 12.3

（１株当たり情報）

前事業年度
（自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日）

当事業年度
（自 平成24年４月１日

至 平成25年３月31日）

１株当たり純資産額 104円79銭

１株当たり当期純利益 0円35銭

１株当たり純資産額 112円79銭

１株当たり当期純利益 6円84銭

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

前事業年度
（自 平成23年４月１日

至 平成24年３月31日）

当事業年度
（自 平成24年４月１日

至 平成25年３月31日）

当期純利益（千円） 1,201 23,190

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る当期純利益（千円） 1,201 23,190

期中平均株式数（株） 3,388,221 3,388,221

（重要な後発事象）
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