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第一部 【企業情報】 

第１ 【企業の概況】 

１ 【主要な経営指標等の推移】 

 

回次 第46期 第47期 第48期 第49期 第50期 

決算年月 平成11年９月 平成12年９月 平成13年９月 平成14年９月 平成15年９月

売上高 (千円) 16,591,667 16,781,857 16,596,462 16,747,167 17,242,284

経常利益 (千円) 627,785 714,918 361,877 878,420 984,159

当期純利益 (千円) 319,450 301,212 147,865 427,515 496,917

持分法を適用した 
場合の投資利益 

(千円) ― ― ― ― ―

資本金 (千円) 814,340 814,340 814,340 814,340 814,340

発行済株式総数 (株) 5,098,096 5,098,096 5,098,096 5,098,096 5,098,096

純資産額 (千円) 6,951,551 7,158,396 7,251,378 7,583,501 7,971,925

総資産額 (千円) 10,135,835 10,160,389 10,365,771 10,354,440 10,361,002

１株当たり純資産額 (円) 1,363.56 1,404.13 1,422.37 1,488.29 1,559.99

１株当たり配当額 
(内１株当たり 
中間配当額) 

(円) 
14.00

(―)

14.00

(―)

14.00

(―)

14.00 

(―) 

14.00

(―)

１株当たり当期純利益 (円) 62.66 59.08 29.00 83.89 92.17

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 

(円) ― ― ― ― ―

自己資本比率 (％) 68.6 70.5 70.0 73.2 76.9

自己資本利益率 (％) 4.7 4.3 2.1 5.8 6.4

株価収益率 (倍) 12.8 12.3 25.2 10.3 9.4

配当性向 (％) 22.3 23.7 48.3 16.7 14.3

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

(千円) ― 650,018 △170,604 866,702 447,225

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

(千円) ― △180,745 △333,460 △65,458 △54,012

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

(千円) ― △521,326 378,349 △522,736 △523,692

現金及び現金同等物 
の期末残高 

(千円) ― 522,640 396,924 675,432 544,952

従業員数 
(外、平均臨時雇用者数) 

(人) 
280
(156)

260
(164)

244
(172)

219 
(179) 

214
(188)

(注) １ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 
２ 持分法を適用した場合の投資利益については、対象となる関連会社がないため記載しておりません。 
３ 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。 
４ 第49期から自己株式を資本に対する控除項目としており、また、１株当たりの各数値(配当額は除く。)

の計算については発行済株式数から自己株式数を控除して算出しております。 
５ 第50期から「１株当たり当期純利益に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成14年９月25日 企

業会計基準第２号)及び「１株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会 
平成14年９月25日 企業会計基準適用指針第４号)を適用しております。 

  なお、同会計基準及び適用指針の適用に伴う影響については、(１株当たり情報)注記事項に記載のとお
りであります。 
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２ 【沿革】 

 

年月 概要 

昭和30年３月 大阪市福島区大野町に、加工海苔の製造販売を目的に資本金450万円をもって、株式会社大森屋

を設立。 

昭和30年７月 大阪市福島区十六町に、新工場並びに原料倉庫を建設。 

昭和31年９月 大阪市福島区十六町(現在地)に、本社を移転。 

昭和41年５月 現在地に本社新社屋建設。 

昭和45年６月 福岡県山門郡大和町に福岡工場建設。 

昭和46年４月 九州地区販路開拓のため、福岡市に福岡営業所を開設。 

昭和47年１月 大阪市此花区に大阪配送センター建設。 

昭和48年６月 福岡工場増築、第二期工事完成。 

昭和51年６月 東京都練馬区に東京支店の新社屋を建設。 

昭和54年10月 西宮市山口町に大阪配送センターを新築移転し、関西物流センターに名称変更。 

昭和55年１月 大阪工場を此花区西九条に新築移転(現特販部)。 

昭和55年９月 「しらすふりかけ」の製造販売を開始。 

昭和60年11月 福岡工場第三期工事竣工。 

昭和61年11月 当社専用の加工海苔製造工場として、大森実業株式会社九州工場(現当社広川工場)完成。 

平成２年10月 本社営業部を大阪支店に名称変更。 

平成４年９月 平成３年12月に大森実業株式会社より九州大森実業株式会社へ営業譲渡が行われた後、生産工程

の一貫化をはかるため、九州大森実業株式会社を吸収合併。 

平成５年６月 お茶漬け海苔詰め合わせの新シリーズの製造販売を開始。 

平成５年11月 中国・東南アジア進出のため、子会社香港大森屋有限公司を設立(平成11年６月解散)。 

平成６年３月 「緑黄野菜ふりかけ」の製造販売を開始。 

平成７年６月 日本証券業協会に登録。 

平成10年４月 大森実業株式会社を吸収合併。 

平成12年11月 福岡工場、広川工場において、国際品質管理規格ＩＳＯ9002の認証を取得。(平成15年５月にＩ

ＳＯ9001:2000年版へ移行。) 
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３ 【事業の内容】 

当社は、味付け海苔、焼き海苔等の海苔製品及びふりかけ等の製造販売を主な事業としております。

なお、当社は子会社及び関連会社を一切有しておりません。 

よって、事業系統図は作成しておりません。 

 

４ 【関係会社の状況】 

該当事項はありません。 

 

５ 【従業員の状況】 

(1) 提出会社の状況 

平成15年９月30日現在 

従業員数(名) 平均年齢(歳) 平均勤続年数(年) 平均年間給与(円) 

214 
(188) 

43.8 16.1 4,469,400 

(注) １ 従業員数は就業人員であります。 

２ 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。 

３ 従業員数の欄の( )書は外書で、臨時従業員(パートタイマー及び嘱託)の年間平均雇用人員であります。 

 

(2) 労働組合の状況 

当社は労使協調を旨とし、労働組合は結成されておらず、特記すべき事項はありません。 
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第２ 【事業の状況】 

１ 【業績等の概要】 
(1) 業績 

当期におけるわが国の経済は、設備投資の増加や株価の回復、コスト削減等による企業の合理化

努力を背景として、企業収益の改善が一部にみられたものの、個人消費は資産デフレが続く中、所

得・雇用情勢の停滞により引き続き低迷するなど、依然として大変厳しい状況が続きました。 

当業界におきましても、消費者マインドの冷え込みにより、ますます競争が激化し、店頭での販

売価格の低下という大変厳しい状況でありました。 

本年度は、有明海の海苔生産量は平年並みとなり、原料価格も平年の水準に戻ったこともあり、

積極的に売上増強施策を展開いたしました。一方、利益重視の観点から、新製品の開発と経費の見

直し等、全社一丸となった経営効率の向上と利益目標の達成に取り組んでまいりました。 

新製品につきましては、昨年８月に発売しました「炊き込みごはんの素 きのこ」「炊き込みごは

んの素 五目」の２品が売上増加に寄与いたしました。本年２月より発売しました「赤い野菜ふりか

け」は、当社ふりかけ製品のメインである「緑黄野菜ふりかけ」の姉妹品として成長してきており

ます。また、本年８月より新発売しました「緑黄野菜 混ぜご飯の素」「小魚 混ぜご飯の素」の２

品も順調に市場からの評価を得ております。 

ギフト面では、「舞すがた卓上タイプシリーズ」が引き続き好調に推移するとともに、パーソナ

ルギフト、冠婚葬祭等、幅広い販売ルートに拡充してきております。 

経費につきましては、ローコストオペレーションを推し進めるため、生産コストの低減、物流費

等の削減を図る一方、売上増加に伴う販売促進費の増加についても効率的な使用により全社的な経

営合理化に努力してまいりました。 

その結果、当期の売上高は17,242百万円（前期比3.0％増）、経常利益は984百万円(前期比12.0％

増)、当期純利益は496百万円（前期比16.2％増）と増収増益になりました。 

以下、品目別売上高の状況は次のとおりであります。 

家庭用海苔につきましては、販売競争が一層激化する中で、販売促進活動に注力するとともに採

算重視の観点から販売施策の効率化を推し進めた結果、売上高は6,766百万円（前期比0.3％増）と

なりました。進物品は、4,085百万円（前期比1.2％増）となり、特にふりかけ等につきましては、

新製品の寄与もあり2,573百万円（前期比8.6％増）と好調に推移いたしました。業務用海苔につき

ましても、コンビニエンスストア市場の中で、おにぎり、お弁当類が好調を維持していることと、

新規取引先も着実に増えており、3,745百万円（前期比6.6％増）と大幅に増加いたしました。 

(2) キャッシュ・フローの状況 

キャッシュ・フロー計算書 

 前期(百万円) 当期(百万円) 増減(百万円) 

営業活動によるキャッシュ・フロー 866 447 △419

投資活動によるキャッシュ・フロー △65 △54 11

財務活動によるキャッシュ・フロー △522 △523 △0

現金及び現金同等物の増加額(または減少額) 278 △130 △408

現金及び現金同等物の期首残高 396 675 278

現金及び現金同等物の期末残高 675 544 △130

営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前当期純利益が960百万円と前期に比べ128百万円増

加したものの、法人税等の支払額が増加したことやたな卸資産の増加、売上債権の増加などにより、

447百万円と前期に比べ419百万円（前期比48.4％減）の減少となりました。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、前期に計上したゴルフ会員権の解約による収入が当期に

は無かったものの、有形固定資産の取得による支出が前期に比べ減少したことなどにより、前期に

比べ11百万円支出が減少しました。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の返済等により△523百万円と前期並の支出と

なりました。 

以上により、当期末時点での現金及び現金同等物は、前期末に比べて130百万円減少し544百万円

となりました。 
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２ 【生産、受注及び販売の状況】 

(1) 生産実績 

当期における生産実績を品目別に示すと、次のとおりであります。 

 

区分 生産高(千円) 前年同期比(％) 

家庭用海苔 3,642,340 96.0 

進物品 2,183,080 108.2 

ふりかけ等 1,536,672 113.4 

業務用海苔 2,960,415 107.2 

その他 46,228 70.3 

合計 10,368,738 103.7 

(注) 上記金額は、製造原価によっております。また、上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

(2) 受注実績 

当社は見込生産方式をとっておりますので、該当する事項はありません。 

 

(3) 販売実績 

当期における販売実績を品目別に示すと、次のとおりであります。 

 

区分 販売高(千円) 前年同期比(％) 

家庭用海苔 6,766,749 100.3 

進物品 4,085,624 101.2 

ふりかけ等 2,573,379 108.6 

業務用海苔 3,745,174 106.6 

その他 71,356 87.1 

合計 17,242,284 103.0 

(注) １ 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

２ 主な相手先別の販売実績及びそれぞれの総販売実績に対する割合は次のとおりであります。 

 

第49期 
(自 平成13年10月１日 
至 平成14年９月30日) 

第50期 
(自 平成14年10月１日 
至 平成15年９月30日) 相手先 

金額(千円) 割合(％) 金額(千円) 割合(％) 

三菱商事㈱ 2,720,655 16.2 3,919,647 22.7

伊藤忠商事㈱ 2,644,550 15.8 2,687,042 15.6
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３ 【対処すべき課題】 

今後の見通しにつきましては、経営環境は依然厳しい状況が続くものと予想され雇用・所得情勢か

らみて個人消費の回復は当面期待が難しい状況であります。 

このような状況の中、当社といたしましては、引き続きコスト削減運動を展開しつつ、販売促進に

ウエイトを置いた方針で経営を進めてまいります。今後とも「消費者的視点に立った経営」を経営理

念のもと、優れた価値ある製品をお客様に提供し、どのような環境の変化にも対応できる販売競争力

のある強固な企業体質の確立と経営効率の向上に邁進してまいります。 

施策といたしましては、中期経営戦略として以下の４点を掲げております。 

(1) 多様化、個性化する消費者の支持を得られる新製品の開発を推進していくこと。 

(2) 東日本マーケットのさらなる開拓強化を行うこと。 

(3) 平成12年11月に全工場で国際品質管理規格である「ＩＳＯ9002」の認証を取得し、本年５月に

「ＩＳＯ9001：2000年版」の認証を取得いたしましたが、さらに製品の安全性、品質の安定性、顧

客への安心感を高めていくこと。 

(4) 生産性向上と全社的経費削減を継続していくこと。 

以上を意欲的に取り組み、強固な企業体質の確立と業績の向上に邁進してまいる所存であります。 

 

４ 【経営上の重要な契約等】 

特記すべき事項はありません。 

 

５ 【研究開発活動】 

当社は、「消費者的視点に立った製品づくり」という企業理念のもとに、「消費者の健康を考えた

製品」の開発を基本方針として、研究開発及び品質管理等の分野において積極的に課題に取り組んで

おります。 

(1) 研究分野 

当社では、のり・ふりかけ・お茶漬海苔という乾燥食品を基幹に商品展開を行っておりますが、前

期からの継続テーマである、「レトルト技術及び高温充填技術を利用した商品開発」を掲げ、各種市

場の調査を重ねてまいりました。長期的な課題として、介護食品市場・健康食品市場への参入の可能

性を探っております。 

介護食品市場は、各種栄養強化食、摂食機能補助食等、様々な方面から検討が行われております。

そこで当社でも、摂食機能補助食の分野に注力し研究を重ねております。 

また、消費者の健康志向は益々高まり、その方向性は生活習慣病の予防に効果を有する機能性素材

に向けられております。そこで、海苔に含まれる機能性素材を利用した栄養補助食品についても参入

の方向性を模索しております。 

(2) 品質管理分野 

福岡工場および広川工場について、国際品質管理規格である「ＩＳＯ９００１：2000年版」への移

行審査が終了し認証を取得いたしました。 

 

なお、当期に支出いたしました研究開発費は、45百万円であります。 
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第３ 【設備の状況】 

１ 【設備投資等の概要】 

当期におきましては、製品の原価低減と品質向上を目的とした生産設備の更新など、総額60,589千

円の設備投資を行いました。 

 

２ 【主要な設備の状況】 

 

帳簿価額(千円) 

土地 
事業所名 
(所在地) 

主要生産 
品目及び 
事業内容 

設備の内容 

面積(㎡) 金額 

建物 機械装置 その他 合計 

従業
員数
(人)

福岡工場 
(福岡県山門郡大和町) 

家庭用海苔 
進物品 
ふりかけ等 

生産設備 
11,773.50
(1,780.87) 77,225 247,519 147,320 5,609 477,674 71

広川工場 
(福岡県八女郡広川町) 

家庭用海苔 
業務用海苔 生産設備 9,450.48 183,944 265,590 68,722 3,924 522,182 23

本社・大阪支店 
(大阪市福島区) 

統括管理業務 
販売業務 その他の設備 919.81 24,307 32,194 16 28,801 85,320 41

特販部 
(大阪市此花区) 販売業務 その他の設備 840.06 60,021 16,756 402 1,529 78,708 8

大森モータープール 
(大阪市北区) 賃貸駐車場 その他の設備 1,140.92 787,932 ― ― 1,270 789,202 ―

関西物流センター 
・西宮作業所 
(兵庫県西宮市) 

物流業務 
包装作業他 その他の設備 5,341.93 231,225 65,937 7,942 2,722 307,827 11

東京支店 
(東京都練馬区) 販売業務 その他の設備 350.67 37,800 26,267 67 4,178 68,313 19

(注) １ 帳簿価額のうち「その他」は、構築物、車両運搬具及び工具器具備品であります。 

２ 面積欄の( )書は外書で賃借面積を記載しております。 

３ リース契約による主な賃借設備は下記のとおりであります。 

 

名称 台数 リース期間
年間リース
料(千円) 

リース契約
残高(千円)

摘要 

発電装置 １台 13年 6,850 64,511
所有権移転外 
ファイナンス・リース 

車両運搬具 58台 ４～５年 27,368 64,187
所有権移転外 
ファイナンス・リース 

(注) 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

３ 【設備の新設、除却等の計画】 

(1) 重要な設備の新設等 

特記すべき事項はありません。 

 

(2) 重要な設備の除却等 

該当事項はありません。 
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第４ 【提出会社の状況】 

１ 【株式等の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 

 

種類 会社が発行する株式の総数(株) 

普通株式 11,561,360

計 11,561,360

 

② 【発行済株式】 

 

種類 
事業年度末現在 
発行数(株) 

(平成15年９月30日) 

提出日現在 
発行数(株) 

(平成15年12月22日)

上場証券取引所名又
は登録証券業協会名

内容 

普通株式 5,098,096 5,098,096 日本証券業協会 ― 

計 5,098,096 5,098,096 ― ― 

 

(2) 【新株予約権等の状況】 

該当事項はありません。 

 

(3) 【発行済株式総数、資本金等の推移】 

 

年月日 
発行済株式 
総数増減数 

(株) 

発行済株式
総数残高 
(株) 

資本金増減額
 

(千円) 

資本金残高
 

(千円) 

資本準備金 
増減額 
(千円) 

資本準備金
残高 
(千円) 

平成10年４月１日 36,808 5,098,096 1,840 814,340 36,080 1,043,871

(注) 大森実業㈱との合併 

 合併比率 １：1.111 
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(4) 【所有者別状況】 

平成15年９月30日現在 

株式の状況(１単元の株式数1,000株) 

区分 政府及び 
地方公共 
団体 

金融機関 証券会社
その他の
法人 

外国 
法人等

外国法人
等のうち
個人 

個人 
その他 

計 

単元未満
株式の状況

(株) 

株主数 
(人) 

― 8 3 45 ― ― 745 801 ―

所有株式数 
(単元) 

― 603 51 349 ― ― 4,041 5,044 54,096

所有株式数 
の割合(％) 

― 11.95 1.01 6.92 ― ― 80.12 100.00 ―

(注) 上記「個人その他」及び「単元未満株式の状況」の中には、自己名義の株式が、５単元及び464株含まれて

おります。 

 

(5) 【大株主の状況】 

平成15年９月30日現在 

氏名又は名称 住所 
所有株式数 
(千株) 

発行済株式総数に対する
所有株式数の割合(％)

楠 瀬 好 房 兵庫県芦屋市朝日ケ丘町31―21 868 17.04

稲 野 幸 治 兵庫県西宮市城山４―12 408 8.02

大森屋共栄持株会 大阪市福島区野田４―３―34 399 7.83

稲 野 龍 平 兵庫県西宮市剣谷町８―24 388 7.63

大森屋社員持株会 大阪市福島区野田４―３―34 151 2.96

株式会社三井住友銀行 東京都千代田区有楽町１―１―２ 140 2.75

農林中央金庫 東京都千代田区有楽町１―13―２ 140 2.75

株式会社ＵＦＪ銀行 名古屋市中区錦３―21―24 140 2.75

日本マスタートラスト信託銀行 
株式会社 

東京都港区浜松町２－11－３ 130 2.55

稲 野 達 郎 東京都練馬区貫井３－29－４ 84 1.66

計 ― 2,851 55.93

(注) １ 上記所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は以下のとおりであります。 

  日本マスタートラスト信託銀行株式会社   130千株 

２ 大森屋共栄持株会は、当社と継続的取引関係のある業者で組織されております。 

３ 主要株主である楠瀬好房氏は、平成14年11月28日及び11月29日に株式のクロス取引を行い、一時的に主

要株主でなくなり、この間、野村證券株式会社が主要株主となりました。 

  なお、クロス取引前後の楠瀬好房氏の所有株式数に変更はありません。この主要株主の異動に際し、平

成14年11月28日及び11月29日付で臨時報告書を提出しております。 
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(6) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成15年９月30日現在 

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容 

無議決権株式 ― ― ― 

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ― 

議決権制限株式(その他) ― ― ― 

完全議決権株式(自己株式等) 
(自己保有株式) 

普通株式 5,000
― 

権利内容に何ら限定のない当社にお
ける標準となる株式 

完全議決権株式(その他) 普通株式 5,039,000 5,039 同上 

単元未満株式 普通株式 54,096 ― 同上 

発行済株式総数 5,098,096 ― ― 

総株主の議決権 ― 5,039 ― 

(注) 上記「単元未満株式数」の中には、当社所有の自己株式464株が含まれております。 

 

② 【自己株式等】 

平成15年９月30日現在 

所有者の氏名 
又は名称 

所有者の住所 
自己名義
所有株式数

(株) 

他人名義
所有株式数

(株) 

所有株式数 
の合計 
(株) 

発行済株式総数
に対する所有 

株式数の割合(％)

(自己保有株式) 
株式会社 大森屋 

大阪市福島区野田 
４丁目３番34号 

5,000 ― 5,000 0.10

計 ― 5,000 ― 5,000 0.10

 

(7) 【ストックオプション制度の内容】 

該当事項はありません。 
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２ 【自己株式の取得等の状況】 

(1) 【定時総会決議又は取締役会決議による自己株式の買受け等の状況】 

① 【前決議期間における自己株式の取得等の状況】 

該当事項はありません。 

 

② 【当定時株主総会における自己株式取得に係る決議状況】 

該当事項はありません。 

 

(2) 【資本減少、定款の定めによる利益による消却又は償還株式の消却に係る自己株式の買受け等の

状況】 

① 【前決議期間における自己株式の買受け等の状況】 

該当事項はありません。 

 

② 【当定時株主総会における自己株式取得に係る決議状況等】 

該当事項はありません。 

 

３ 【配当政策】 

当社は配当については、業績に対応した配当を行うことを基本としつつ、企業体質の強化と将来の

事業展開に備えて、内部留保に努めてまいりました。 

このような基本方針に基づき、当期の配当金につきましては、１株当たり普通配当14円といたしま

した。この結果、当期の配当性向は14.3％、株主資本利益率は6.4％、株主資本配当率は0.9％となっ

ております。 

内部留保資金につきましては、経営体質の一層の充実、競争力強化並びに市場のニーズに応える新

製品の開発等に有効投資してまいりたいと存じます。 
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４ 【株価の推移】 

(1) 【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】 

 

回次 第46期 第47期 第48期 第49期 第50期 

決算年月 平成11年９月 平成12年９月 平成13年９月 平成14年９月 平成15年９月 

最高(円) 940 820 795 880 920

最低(円) 690 645 645 670 750

(注) 最高・最低株価は、日本証券業協会の公表のものであります。 

 

(2) 【最近６月間の月別最高・最低株価】 

 

月別 平成15年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

最高(円) 900 860 890 900 872 920

最低(円) 840 820 826 880 849 850

(注) 最高・最低株価は、日本証券業協会の公表のものであります。 
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５ 【役員の状況】 

 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 
所有株式数
(千株) 

昭和28年４月 楠瀬商店(当社の前身)入社 

昭和36年７月 当社取締役就任 

昭和39年４月 専務取締役就任 

昭和49年11月 代表取締役専務就任 

取締役社長 
代表取締役 

 稲 野 幸 治 昭和12年11月25日 

昭和52年11月 代表取締役社長就任(現) 

408

昭和33年４月 当社入社 

昭和36年７月 監査役就任 

昭和40年１月 取締役就任 

昭和40年４月 常務取締役就任 

昭和49年11月 代表取締役常務就任 

昭和52年11月 代表取締役専務就任 

取締役副社長 
代表取締役 

製造本部長 稲 野 龍 平 昭和15年３月４日 

昭和63年11月 代表取締役副社長製造本部長就任

(現) 

388

昭和48年４月 松下鈴木㈱(現 伊藤忠食品㈱)入

社 

昭和52年４月 当社入社 取締役就任 

昭和52年11月 常務取締役就任 

専務取締役 営業本部長 楠 瀬 好 房 昭和23年９月23日 

昭和63年11月 専務取締役営業本部長就任(現) 

868

昭和46年７月 大阪市東淀川区役所入所 

昭和49年12月 当社入社 

平成４年４月 営業本部部長 

平成５年12月 取締役営業本部部長就任 

平成６年10月 取締役東日本ブロック長兼東京支

店長 

平成14年12月 取締役営業副本部長兼東日本ブロ

ック長兼営業本部広域流通部長 

常務取締役 

営業副本部長 
兼東日本 

ブロック長 
兼営業本部 
広域流通部長 

川 口 良 夫 昭和24年５月24日 

平成15年12月 常務取締役営業副本部長兼東日本

ブロック長兼営業本部広域流通部

長(現) 

1

昭和63年４月 ㈱松坂屋入社 

平成５年５月 当社入社 

平成12年４月 営業本部営業企画担当兼商品開発

担当部長 

平成13年12月 取締役営業本部営業企画担当兼商

品開発担当部長就任 

平成14年４月 取締役東京支店副支店長 

取締役 東京支店長 稲 野 達 郎 昭和39年７月29日 

平成14年12月 取締役東京支店長(現) 

84

昭和52年４月 当社入社 

平成12年４月 近畿ブロック長兼大阪支店長 
取締役 

近畿ブロック長 
兼大阪支店長 

菊 本 幹 茂 昭和29年８月８日 
平成13年12月 取締役近畿ブロック長兼大阪支店

長就任(現) 

6

昭和45年８月 当社入社 

平成４年４月 仕入部次長 

平成７年４月 仕入部長 
取締役 仕入部長 松 本 嘉 道 昭和21年12月８日 

平成14年12月 取締役仕入部長就任(現) 

8

昭和28年４月 ㈱住友銀行(現 ㈱三井住友銀行)

入行 

昭和63年10月 当社入社 

昭和63年11月 常務取締役営業副本部長 

監査役 
常勤 

 坂 江 和 夫 昭和９年７月24日 

平成14年12月 監査役就任(現) 

6

昭和39年４月 報国水産㈱入社 

昭和42年１月 当社入社 

昭和47年１月 福岡工場長 

昭和49年11月 取締役福岡工場長就任 

昭和63年11月 常務取締役製造副本部長兼福岡工

場長就任 

監査役  村 川 義 夫 昭和13年11月11日 

平成15年12月 監査役就任(現) 

23
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 
所有株式数
(千株) 

昭和52年４月 大阪府弁護士会登録 

昭和55年４月 弁護士事務所設立(現) 監査役  叶   智加羅 昭和22年８月５日 

平成３年３月 監査役就任(現) 

―

計 1,795

(注) １ 監査役 叶智加羅は株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第18条第１項に定める社外監査

役であります。 

２ 代表取締役副社長 稲野龍平および専務取締役 楠瀬好房は、代表取締役社長 稲野幸治の弟でありま

す。また、取締役 稲野達郎は代表取締役社長 稲野幸治の子であります。 
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第５ 【経理の状況】 

１ 財務諸表の作成方法について 

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59

号。以下「財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。 

なお、第49期事業年度(平成13年10月１日から平成14年９月30日まで)は、改正前の財務諸表等規則

に基づき、第50期事業年度(平成14年10月１日から平成15年９月30日まで)は、改正後の財務諸表等規

則に基づいて作成しております。 

 

２ 監査証明について 

当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、第49期事業年度(平成13年10月１日から平成14年

９月30日まで)及び第50期事業年度(平成14年10月１日から平成15年９月30日まで)の財務諸表について、

監査法人東明会計社により監査を受けております。 

 

３ 連結財務諸表について 

当社は、子会社がないため、連結財務諸表は作成しておりません。 
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【財務諸表等】 

(1) 【財務諸表】 

① 【貸借対照表】 
 

  
第49期 

(平成14年９月30日) 
第50期 

(平成15年９月30日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

(資産の部)    

Ⅰ 流動資産   

１ 現金及び預金  900,432  769,952

２ 受取手形  70,851  64,561

３ 売掛金  2,469,290  2,549,401

４ 製品  1,070,038  1,101,898

５ 原材料  2,733,770  2,839,786

６ 仕掛品  76,532  83,939

７ 貯蔵品  6,140  5,492

８ 前払費用  741  361

９ 繰延税金資産  59,910  57,470

10 未収収益  64  48

11 未収入金  28,341  33,392

12 その他  6,274  4,893

貸倒引当金  △5,874  △2,306

流動資産合計  7,416,512 71.6  7,508,892 72.5

Ⅱ 固定資産   

１ 有形固定資産 ※１  

(1) 建物  1,985,931 1,989,481 

減価償却累計額  1,261,996 723,935 1,312,019 677,462

(2) 構築物  80,917 81,976 

減価償却累計額  69,290 11,627 70,811 11,165

(3) 機械装置  840,249 878,661 

減価償却累計額  598,225 242,024 653,550 225,111

(4) 車両運搬具  46,237 46,839 

減価償却累計額  39,658 6,578 37,124 9,714

(5) 工具器具備品  210,787 214,545 

減価償却累計額  162,417 48,370 184,007 30,537

(6) 土地  1,410,886  1,410,886

有形固定資産合計  2,443,422 23.6  2,364,877 22.8

２ 無形固定資産   

(1) ソフトウェア  1,817  5,264

(2) 電話加入権  9,873  9,873

(3) その他  4,621  4,428

無形固定資産合計  16,312 0.2  19,567 0.2
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第49期 

(平成14年９月30日) 
第50期 

(平成15年９月30日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

３ 投資その他の資産   

(1) 投資有価証券  237,770  231,080

(2) 出資金  33,610  33,610

(3) 従業員長期貸付金  2,505  2,560

(4) 破産債権、更生債権 
  その他これらに 
  準ずる債権 

 ―  290

(5) 長期前払費用  6,102  3,840

(6) 繰延税金資産  76,557  94,000

(7) 会員権  94,220  68,300

(8) その他  72,636  74,275

貸倒引当金  △45,209  △40,294

投資その他の資産合計  478,192 4.6  467,664 4.5

固定資産合計  2,937,928 28.4  2,852,109 27.5

資産合計  10,354,440 100.0  10,361,002 100.0

   

(負債の部)    

Ⅰ 流動負債   

１ 支払手形  231,183  234,274

２ 買掛金  569,007  600,090

３ 短期借入金 ※１ 450,000  ―

４ 未払金  651,159  802,358

５ 未払費用  56,140  54,346

６ 未払法人税等  357,000  247,000

７ 未払消費税等  43,097  42,506

８ 前受金  1,744  1,468

９ 預り金  9,156  12,169

10 賞与引当金  107,796  104,839

11  その他  ―  36

流動負債合計  2,476,286 23.9  2,099,089 20.3

Ⅱ 固定負債   

１ 退職給付引当金  290,172  285,822

２ 預り保証金  4,480  4,165

固定負債合計  294,652 2.9  289,987 2.8

負債合計  2,770,938 26.8  2,389,076 23.1

― 18 ― 



ファイル名:060_0096600101512 更新日時:12/5/2003 5:09 PM 印刷日時:04/10/29 11:36 

― 19 ― 

 

  
第49期 

(平成14年９月30日) 
第50期 

(平成15年９月30日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

(資本の部)   

Ⅰ 資本金 ※２ 814,340 7.8  ― ―

Ⅱ 資本準備金  1,043,871 10.1  ― ―

Ⅲ 利益準備金  93,500 0.9  ― ―

Ⅳ その他の剰余金   

１ 任意積立金   

(1) 特別償却準備金  5,067 ― 

(2) 役員退職積立金  450,000 ― 

(3) 別途積立金  4,673,000 5,128,067 ― ―

２ 当期未処分利益  470,720  ―

その他の剰余金合計  5,598,787 54.1  ― ―

Ⅴ その他有価証券評価差額金  35,019 0.3  ― ―

Ⅵ 自己株式  △2,016 △0.0  ― ―

資本合計  7,583,501 73.2  ― ―

   

Ⅰ 資本金  ― ―  814,340 7.8

Ⅱ 資本剰余金   

１ 資本準備金  ―  1,043,871

資本剰余金合計  ― ―  1,043,871 10.1

Ⅲ 利益剰余金   

１ 利益準備金  ―  93,500

２ 任意積立金   

(1) 特別償却準備金  ― 4,222 

(2) 役員退職積立金  ― 450,000 

(3) 別途積立金  ― ― 5,003,000 5,457,222

３ 当期未処分利益  ―  538,346

利益剰余金合計  ― ―  6,089,068 58.7

Ⅳ その他有価証券 
  評価差額金 

※４ ― ―  29,017 0.3

Ⅴ 自己株式 ※３ ― ―  △4,372 △0.0

資本合計  ― ―  7,971,925 76.9

負債・資本合計  10,354,440 100.0  10,361,002 100.0
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② 【損益計算書】 

 

  
第49期 

(自 平成13年10月１日 
至 平成14年９月30日) 

第50期 
(自 平成14年10月１日 
至 平成15年９月30日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
百分比
(％)

金額(千円) 
百分比
(％)

Ⅰ 売上高  16,747,167 100.0  17,242,284 100.0

Ⅱ 売上原価   

１ 期首製品たな卸高  1,325,705 1,070,038 

２ 当期製品製造原価  9,997,913 10,368,738 

３ 当期製品仕入高  30,252 25,155 

合計  11,353,871 11,463,932 

４ 他勘定振替高 ※１ 22,703 22,494 

５ 期末製品たな卸高  1,070,038 10,261,129 61.3 1,101,898 10,339,539 60.0

売上総利益  6,486,037 38.7  6,902,744 40.0

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※２  

１ 販売促進費  3,376,227 3,683,124 

２ 運賃  419,742 424,936 

３ 倉庫料  44,766 40,634 

４ 広告宣伝費  370,688 379,556 

５ 貸倒損失  ― 28 

６ 給料手当  641,668 624,672 

７ 賞与  96,558 104,793 

８ 賞与引当金繰入額  60,868 65,412 

９ 退職給付費用  21,263 17,757 

10 法定福利費  82,386 85,957 

11 福利厚生費  14,567 15,564 

12 交際費  21,370 19,602 

13 旅費交通費  66,615 62,584 

14 通信費  36,713 35,475 

15 公租公課  19,082 17,195 

16 地代家賃  42,901 39,965 

17 リース料  60,258 56,111 

18 研究開発費  45,228 45,563 

19 減価償却費  34,824 37,161 

20 事務用品費  12,556 12,090 

21 雑費  136,312 5,604,601 33.5 146,007 5,914,195 34.3

営業利益  881,435 5.2  988,549 5.7
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第49期 

(自 平成13年10月１日 
至 平成14年９月30日) 

第50期 
(自 平成14年10月１日 
至 平成15年９月30日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
百分比
(％)

金額(千円) 
百分比
(％)

Ⅳ 営業外収益   

１ 受取利息  164 85 

２ 受取配当金  3,121 3,410 

３ 雑収入  8,212 11,498 0.1 4,405 7,902 0.1

Ⅴ 営業外費用   

１ 支払利息  13,542 11,079 

２ 雑損失  971 14,513 0.1 1,212 12,292 0.1

経常利益  878,420 5.2  984,159 5.7

Ⅵ 特別利益   

１ 貸倒引当金戻入益  5,024 3,282 

２ 固定資産売却益 ※３ ― 5,024 0.1 189 3,471 0.0

Ⅶ 特別損失   

１ 役員退職金  ― 5,400 

２ 固定資産除却損 ※４ 883 1,028 

３ 投資有価証券売却損  47 ― 

４ 投資有価証券評価損  9,002 ― 

５ 会員権等解約損  9,500 ― 

６ ゴルフ会員権評価損  4,571 3,000 

７ 貸倒引当金繰入額  27,500 51,505 0.3 17,600 27,028 0.1

税引前当期純利益  831,940 5.0  960,602 5.6

法人税、住民税 
及び事業税 

 455,311 472,673 

法人税等調整額  △50,887 404,424 2.4 △8,989 463,684 2.7

当期純利益  427,515 2.6  496,917 2.9

前期繰越利益  43,204  41,428

当期未処分利益  470,720  538,346
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製造原価明細書 

 

  
第49期 

(自 平成13年10月１日 
至 平成14年９月30日) 

第50期 
(自 平成14年10月１日 
至 平成15年９月30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  8,513,247 85.4 8,895,443 85.7

Ⅱ 労務費  729,342 7.3 726,631 7.0

Ⅲ 経費 ※１ 722,013 7.3 754,070 7.3

当期総製造費用  9,964,603 100.0 10,376,144 100.0

期首仕掛品たな卸高  109,842 76,532 

合計  10,074,446 10,452,677 

期末仕掛品たな卸高  76,532 83,939 

当期製品製造原価  9,997,913 10,368,738 

(脚注) 

 

第49期 第50期 

※１ 経費の主な内訳は次のとおりであります。 

外注加工費 429,575千円

減価償却費 118,613千円

リース料 18,744千円

動力費 42,508千円
 

※１ 経費の主な内訳は次のとおりであります。 

外注加工費 471,318千円

減価償却費 103,506千円

リース料 15,537千円

動力費 41,535千円
 

 ２ 原価計算の方法 

   原価計算の方法は予定原価による総合原価計

算であります。 

 ２ 原価計算の方法 

同左 
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③ 【キャッシュ・フロー計算書】 
 

  
第49期 

(自 平成13年10月１日 
至 平成14年９月30日) 

第50期 
(自 平成14年10月１日 
至 平成15年９月30日) 

区分 
注記
番号

金額(千円) 金額(千円) 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー    

１ 税引前当期純利益  831,940 960,602 

２ 減価償却費  153,991 141,065 

３ 有形固定資産売却益  ― △189 

４ 有形固定資産除却損  883 1,028 

５ 投資有価証券売却損  47 ― 

６ 投資有価証券評価損  9,002 ― 

７ 会員権等解約損  9,500 ― 

８ ゴルフ会員権評価損  4,571 3,000 

９ 貸倒引当金の増減額  22,475 14,317 

10 賞与引当金の増減額  △5,452 △2,957 

11 退職給付引当金の増減額  △6,732 △4,350 

12 受取利息及び受取配当金  △3,285 △3,496 

13 支払利息  13,542 11,079 

14 役員賞与の支払額  △16,800 △28,800 

15 売上債権の増減額  437,359 △74,113 

16 たな卸資産の増減額  △296,621 △144,635 

17 仕入債務の増減額  △276,861 36,184 

18 未収消費税等の増減額  18,925 ― 

19 未払消費税等の増減額  43,097 △591 

20 その他の資産・負債の増減額  65,073 129,423 

小計  1,004,657 1,037,567 

21 利息及び配当金の受取額  3,515 3,512 

22 利息の支払額  △13,363 △10,866 

23 預り保証金の受取額  1,500 500 

24 預り保証金の返戻額  △3,295 △815 

25 法人税等の支払額  △126,311 △582,673 

営業活動によるキャッシュ・フロー  866,702 447,225 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー    

１ 有形固定資産の取得による支出  △84,523 △43,319 

２ 有形固定資産の売却による収入  ― 700 

３ 無形固定資産の取得による支出  △1,102 △4,240 

４ 投資有価証券の取得による支出  △17,543 △5,326 

５ 投資有価証券の売却による収入  5,068 ― 

６ 会員権等の解約による収入  32,780 ― 

７ その他の投資等による収入  ― 91 

８ その他の投資等の取得による支出  △1,611 △1,863 

９ 貸付による支出  △600 △2,200 

10 貸付金の回収による収入  2,073 2,145 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △65,458 △54,012 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー    

１ 短期借入れによる収入  2,300,000 2,600,000 

２ 短期借入金の返済による支出  △2,750,000 △3,050,000 

３ 自己株式の取得による支出  △1,375 △2,356 

４ 配当金の支払額  △71,361 △71,336 

財務活動によるキャッシュ・フロー  △522,736 △523,692 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額 
  (または減少額) 

 278,507 △130,479 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  396,924 675,432 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高  675,432 544,952 
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④ 【利益処分計算書】 

 

  
第49期 

(平成14年12月20日) 
第50期 

(平成15年12月19日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 金額(千円) 

Ⅰ 当期未処分利益  470,720  538,346

Ⅱ 任意積立金取崩額   

特別償却準備金取崩額  844 844 728 728

合計  471,564  539,074

Ⅲ 利益処分額   

１ 配当金  71,336 71,296 

２ 役員賞与金  28,800 27,450 

(うち監査役賞与金)  (800)      (1,050)

３ 任意積立金   

別途積立金  330,000 430,136 400,000 498,746

Ⅳ 次期繰越利益  41,428  40,327

(注) 日付は株主総会承認年月日であります。 
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重要な会計方針 

 

項目 
第49期 

(自 平成13年10月１日 
至 平成14年９月30日) 

第50期 
(自 平成14年10月１日 
至 平成15年９月30日) 

１ 有価証券の評価基準及び

評価方法 

(1) 満期保有目的の債券 

   償却原価法(定額法) 

(2) 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、全部資

本直入法により処理し、売却原

価は移動平均法により算定) 

  時価のないもの 

   総平均法による原価法 

――― 

 

その他有価証券 

  時価のあるもの 

同左 

 

 

 

  時価のないもの 

同左 

２ たな卸資産の評価基準及

び評価方法 

(1) 製品・原材料・仕掛品 

  総平均法による原価法 

(1) 製品・原材料・仕掛品 

同左 

 (2) 貯蔵品 

  最終仕入原価法 

(2) 貯蔵品 

同左 

３ 固定資産の減価償却の方

法 

(1) 有形固定資産 

  定率法 

  なお、耐用年数及び残存価額につ

いては、法人税法に規定する方法と

同一の基準によっております。 

  ただし、平成10年４月１日以降に

取得した建物(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。 

(1) 有形固定資産 

同左 

 (2) 無形固定資産 

  定額法 

  なお、耐用年数については、法人

税法に規定する方法と同一の基準に

よっております。 

  ただし、ソフトウエア(自社利用

分)については、社内における利用

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 

同左 

 (3) 長期前払費用 

  均等償却 

  なお、償却期間については、法人

税法に規定する方法と同一の基準に

よっております。 

(3) 長期前払費用 

同左 

４ 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、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おります。

同左 

５ 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。 

(1) 貸倒引当金 

同左 

 (2) 賞与引当金 

  従業員に対する賞与の支給に備え

るため、支給見込額に基づき計上し

ております。 

(2) 賞与引当金 

同左 
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項目 
第49期 

(自 平成13年10月１日 
至 平成14年９月30日) 

第50期 
(自 平成14年10月１日 
至 平成15年９月30日) 

 (3) 退職給付引当金 
  従業員の退職給付に備えるため、

当期末における退職給付債務(期末
自己都合要支給額に比較指数を乗じ
た金額)及び年金資産に基づき、当
期末において発生していると認めら
れる額を計上しております。 

(3) 退職給付引当金 
同左 

６ 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。 

同左 

７ キャッシュ・フロー計算
書における資金の範囲 

 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ヵ月以内に償還期限の到来
する短期投資からなっております。 

 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からなっ
ております。 

８ その他財務諸表作成のた
めの重要な事項 

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
税抜方式によっております。 

(1) 消費税等の会計処理 
同左 

  (2) 自己株式及び法定準備金取崩等に
関する会計基準 

  当期から「企業会計基準第１号
自己株式及び法定準備金の取崩等に
関する会計基準」(平成14年２月21
日 企業会計基準委員会)を適用し
ております。 

  この変更による損益に与える影響
はありません。 

  なお、財務諸表等規則の改正によ
り当期における貸借対照表の資本の
部については、改正後の財務諸表等
規則により作成しております。 

  (3) １株当たり当期純利益に関する会
計基準等 

  当期から「１株当たり当期純利益
に関する会計基準」(企業会計基準
委員会 平成14年９月25日 企業会
計基準第２号)及び「１株当たり当
期純利益に関する会計基準の適用指
針」(企業会計基準委員会 平成14
年９月25日 企業会計基準適用指針
第４号)を適用しております。 

  なお、同会計基準及び適用指針の
適用に伴う影響については、(１株
当たり情報)注記事項に記載のとお
りであります。 

 

追加情報 

 

第49期 
(自 平成13年10月１日 
至 平成14年９月30日) 

第50期 
(自 平成14年10月１日 
至 平成15年９月30日) 

(自己株式) 
 前期まで流動資産に掲記しておりました「自己株式」
は、財務諸表等規則の改正に伴い、当期から資本に対す
る控除項目として資本の部の末尾に表示しております。

――― 
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注記事項 

(貸借対照表関係) 

 

第49期 
(平成14年９月30日) 

第50期 
(平成15年９月30日) 

※１ 有形固定資産のうち、担保に供している資産及び

当該担保権によって担保されている債務は、次のと

おりであります。 

   担保に供している資産(帳簿価額) 

建物 207,837千円

土地 147,559千円

計 355,396千円

   担保されている債務 

短期借入金 371,000千円
 

――― 

※２ 授権株数11,561,360株、発行済株式総数は

5,098,096株であります。 

※２ 会社が発行する株式 

普通株式 11,561,360株

   発行済株式総数 

普通株式 5,098,096株
 

――― 

 

※３ 会社が保有する自己株式の数 

普通株式 5,464株
 

――― 

 

※４ 配当制限 

   有価証券の時価評価により、純資産額が29,017千

円増加しております。 

   なお、当該金額は商法施行規則第124条第3号の規

定により、配当に充当することが制限されておりま

す。 

 

(損益計算書関係) 

 

第49期 
(自 平成13年10月１日 
至 平成14年９月30日) 

第50期 
(自 平成14年10月１日 
至 平成15年９月30日) 

※１ 他勘定振替高 

販売費及び一般管理費 22,703千円
 

※１ 他勘定振替高 

販売費及び一般管理費 22,494千円
 

※２ 研究開発費の総額 

一般管理費に含まれる研究開発費 45,228千円
 

※２ 研究開発費の総額 

一般管理費に含まれる研究開発費 45,563千円
 

※３                  ――― 

 

※３ 固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。

車両運搬具 189千円
 

※４ 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

機械装置 807千円

工具器具備品 75千円

計 883千円
 

※４ 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

機械装置 1,028千円
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(キャッシュ・フロー計算書関係) 

 

第49期 
(自 平成13年10月１日 
至 平成14年９月30日) 

第50期 
(自 平成14年10月１日 
至 平成15年９月30日) 

現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に記載され

ている科目の金額との関係 

現金及び預金勘定 900,432千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △225,000千円

現金及び現金同等物 675,432千円
 

現金及び現金同等物の期末残高と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 769,952千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △225,000千円

現金及び現金同等物 544,952千円
 

 

(リース取引関係) 

 

第49期 
(自 平成13年10月１日 
至 平成14年９月30日) 

第50期 
(自 平成14年10月１日 
至 平成15年９月30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 

 リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引 

１ リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額 

１ リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額 

 
取得価額
相当額 
(千円) 

減価償却 
累計額 
相当額 
(千円) 

期末残高
相当額 
(千円) 

機械装置 69,660 16,043 53,616

 

 
取得価額
相当額 
(千円) 

減価償却 
累計額 
相当額 
(千円) 

期末残高
相当額 
(千円) 

機械装置 66,000 18,192 47,807

 
２ 未経過リース料期末残高相当額 

１年以内 5,009千円

１年超 51,726千円

計 56,736千円
 

２ 未経過リース料期末残高相当額 

１年以内 4,444千円

１年超 47,282千円

計 51,726千円
 

３ 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額 

支払リース料 7,638千円

減価償却費相当額 5,808千円

支払利息相当額 2,849千円
 

３ 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額 

支払リース料 7,638千円

減価償却費相当額 5,808千円

支払利息相当額 2,628千円
 

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

額法によっております。 

４ 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

５ 利息相当額の算定方法 

  リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差

額を利息相当額とし、各期への配分方法については、

利息法によっております。 

５ 利息相当額の算定方法 

同左 
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(有価証券関係) 

第49期(自 平成13年10月１日 至 平成14年９月30日) 

有価証券 

１ その他有価証券で時価のあるもの 
 

区分 取得原価(千円) 
貸借対照表計上額 

(千円) 
差額(千円) 

貸借対照表計上額が取得原価を 
超えるもの 

 

１ 株式 99,798 167,148 67,350

２ 債券 ― ― ―

３ その他 ― ― ―

  小計 99,798 167,148 67,350

貸借対照表計上額が取得原価を 
超えないもの 

 

１ 株式 68,213 61,241 △6,972

２ 債券 ― ― ―

３ その他 ― ― ―

  小計 68,213 61,241 △6,972

合計 168,012 228,390 60,377

(注) 上記の取得原価は減損処理を行った後の金額であります。なお、当期において「その他有価証券で時価の

あるもの」について8,998千円の減損処理を行っております。 

 

２ 時価評価されていない有価証券 

 

区分 貸借対照表計上額(千円) 

  その他有価証券 

    非上場株式(店頭売買株式を除く) 9,380
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第50期(自 平成14年10月１日 至 平成15年９月30日) 

有価証券 

１ その他有価証券で時価のあるもの 
 

区分 取得原価(千円) 
貸借対照表計上額 

(千円) 
差額(千円) 

貸借対照表計上額が取得原価を 
超えるもの 

 

１ 株式 110,073 169,714 59,641

２ 債券 ― ― ―

３ その他 ― ― ―

  小計 110,073 169,714 59,641

貸借対照表計上額が取得原価を 
超えないもの 

 

１ 株式 63,265 51,985 △11,279

２ 債券 ― ― ―

３ その他 ― ― ―

  小計 63,265 51,985 △11,279

合計 173,338 221,700 48,361

 

２ 時価評価されていない有価証券 

 

区分 貸借対照表計上額(千円) 

  その他有価証券 

    非上場株式(店頭売買株式を除く) 9,380
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(デリバティブ取引関係) 

 

第49期 
(自 平成13年10月１日 
至 平成14年９月30日) 

第50期 
(自 平成14年10月１日 
至 平成15年９月30日) 

当社は、デリバティブ取引を全く利用しておりませんの

で、該当事項はありません。 

同左 

 

(退職給付関係) 

 

第49期 
(自 平成13年10月１日 
至 平成14年９月30日) 

第50期 
(自 平成14年10月１日 
至 平成15年９月30日) 

１ 採用している退職給付制度の概要 

  当社は、確定給付型の退職金制度として適格退職年

金制度及び退職一時金制度を設けております。 

１ 採用している退職給付制度の概要 

  当社は、確定給付型の退職金制度として適格退職年

金制度及び退職一時金制度を設けております。 

２ 退職給付債務に関する事項 

イ 退職給付債務 △381,941千円

ロ 年金資産 91,768千円

ハ 退職給付引当金 △290,172千円

 (注) 当社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法

を採用しております。 

２ 退職給付債務に関する事項 

イ 退職給付債務 △377,200千円

ロ 年金資産 91,378千円

ハ 退職給付引当金 △285,822千円

 (注) 当社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法

を採用しております。 

３ 退職給付費用に関する事項 

退職給付費用 37,903千円

 (注) 当社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法

を採用しております。 

３ 退職給付費用に関する事項 

退職給付費用 28,838千円

 (注) 当社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法

を採用しております。 

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

  当社は簡便法を採用しておりますので、基礎率等に

ついて記載しておりません。 

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

  当社は簡便法を採用しておりますので、基礎率等に

ついて記載しておりません。 
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(税効果会計関係) 

第49期 
(自 平成13年10月１日 
至 平成14年９月30日) 

第50期 
(自 平成14年10月１日 
至 平成15年９月30日) 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因

別の内訳 

繰延税金資産 

賞与引当金損金算入限度超過額 30,183千円

未払事業税否認 28,594千円

退職給付引当金損金算入限度超過額 75,264千円

投資有価証券評価損 3,779千円

ゴルフ会員権評価損 11,160千円

貸倒引当金損金算入限度超過額 13,944千円

その他 1,958千円

繰延税金資産合計 164,883千円

繰延税金負債 

特別償却準備金 3,057千円

その他有価証券評価差額金 25,358千円

繰延税金負債合計 28,416千円

繰延税金資産の純額 136,407千円

 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負
担率との間の差異の原因となった主要な項目別の内
訳 

 

法定実効税率 42.0％

（調整） 

交際費等永久に損金に算入されない項目 1.5％

住民税均等割 3.0％

その他 2.1％

税効果適用後の法人税等の負担率 48.6％

 

 

 

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 

繰延税金資産 

賞与引当金損金算入限度超過額 36,693千円

未払事業税否認 19,651千円

退職給付引当金損金算入限度超過額 83,256千円

投資有価証券評価損 3,599千円

ゴルフ会員権評価損 11,828千円

貸倒引当金損金算入限度超過額 16,058千円

その他 2,056千円

繰延税金資産合計 173,144千円

繰延税金負債 

特別償却準備金 2,329千円

その他有価証券評価差額金 19,344千円

繰延税金負債合計 21,674千円

繰延税金資産の純額 151,470千円

 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負
担率との間の差異の原因となった主要な項目別の内
訳 

 

法定実効税率 42.0％

（調整） 

交際費等永久に損金に算入されない項目 1.1％

住民税均等割 2.5％

税率変更による期末繰延税金資産の減額
修正 

0.6％

その他 2.1％

税効果適用後の法人税等の負担率 48.3％

 

３ 地方税法等の一部を改正する法律（平成15年法律第

９号）が平成15年３月31日に公布されたことに伴い、

当期の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算（ただ

し、平成16年10月１日以降解消が見込まれるものに限

る。）に使用した法定実効税率は、前期の42.0％から

40.0％に変更されました。 

  その結果、繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金

額を控除した金額）が4,710千円減少し、当期に計上

された法人税等調整額が5,677千円、その他有価証券

評価差額金が967千円、それぞれ増加しております。

 

(持分法損益等) 

 

第49期 
(自 平成13年10月１日 
至 平成14年９月30日) 

第50期 
(自 平成14年10月１日 
至 平成15年９月30日) 

当社は関連会社を有していないため、該当事項はありま

せん。 

同左 
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【関連当事者との取引】 

 

第49期 
(自 平成13年10月１日 
至 平成14年９月30日) 

第50期 
(自 平成14年10月１日 
至 平成15年９月30日) 

該当事項はありません。 同左 

 

(１株当たり情報) 

 

第49期 第50期 

１ １株当たり純資産額 1,488円29銭
 

１ １株当たり純資産額 1,559円99銭
 

２ １株当たり当期純利益 83円89銭
 

２ １株当たり当期純利益 92円17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、潜在株式がないため記載しておりません。 

  当期から「１株当たり当期純利益に関する会計基準」

(企業会計基準委員会 平成14年９月25日 企業会計基

準第２号)及び「１株当たり当期純利益に関する会計基

準の適用指針」(企業会計基準委員会 平成14年９月25

日 企業会計基準適用指針第４号)を適用しておりま

す。 

 なお、従来と同様の方法により算出した場合の１株当

たり純資産額は1,565円38銭、１株当たり当期純利益は

97円56銭となります。 

(注) １株当たり当期純利益の算定上の基礎 

項目 第49期 第50期 

当期純利益 (千円) ― 496,917

普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 (千円)

 利益処分による役員賞与金  ― 27,450

普通株式に係る当期純利益 (千円) ― 469,467

普通株式の期中平均株式数 (株) ― 5,093,499
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⑤ 【附属明細表】 

【有価証券明細表】 

【株式】 

 

銘柄 株式数(株) 貸借対照表計上額(千円) 

(投資有価証券)   

その他有価証券   

シャディ㈱ 25,300 28,639 

㈱セブン-イレブン・ジャパン 7,967 28,442 

㈱イトーヨーカ堂 7,071 26,304 

杉村倉庫㈱ 58,000 21,286 

㈱関西スーパーマーケット 28,233 18,634 

㈱ＵＦＪホールディングス 35 15,544 

㈱焼津水産化学工業 14,000 12,208 

㈱菱食 3,000 10,440 

㈱イチネン 15,435 10,187 

イズミヤ㈱ 19,488 9,939 

その他(15銘柄) 63,464 49,454 

計 241,994 231,080 
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【有形固定資産等明細表】 

 

資産の種類 
前期末残高 
(千円) 

当期増加額
(千円) 

当期減少額
(千円) 

当期末残高
(千円) 

当期末減価
償却累計額
又は償却 

累計額(千円)

当期償却額 
(千円) 

差引当期末
残高 
(千円) 

有形固定資産   

建物 1,985,931 3,550 ― 1,989,481 1,312,019 50,022 677,462

構築物 80,917 1,059 ― 81,976 70,811 1,521 11,165

機械装置 840,249 45,716 7,304 878,661 653,550 61,600 225,111

車両運搬具 46,237 6,506 5,905 46,839 37,124 2,860 9,714

工具器具備品 210,787 3,757 ― 214,545 184,007 21,590 30,537

土地 1,410,886 ― ― 1,410,886 ― ― 1,410,886

有形固定資産計 4,575,010 60,589 13,209 4,622,391 2,257,513 137,595 2,364,877

無形固定資産   

ソフトウェア ― ― ― 7,576 2,311 793 5,264

電話加入権 ― ― ― 9,873 ― ― 9,873

その他 ― ― ― 7,199 2,770 192 4,428

無形固定資産計 ― ― ― 24,649 5,081 985 19,567

長期前払費用 22,997 400 200 23,197 19,356 2,484 3,840

繰延資産   

― ― ― ― ― ― ― ―

繰延資産計 ― ― ― ― ― ― ―

（注）無形固定資産の金額が資産総額の１％以下であるため「前期末残高」「当期増加額」及び「当期減少額」

の記載を省略しております。 

 

【社債明細表】 

該当事項はありません。 
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【借入金等明細表】 

 

区分 
前期末残高 
(千円) 

当期末残高 
(千円) 

平均利率 
(％) 

返済期限 

短期借入金 450,000 ― ― ― 

１年以内に返済予定の長期借入金 ― ― ― ― 

長期借入金(１年以内に返済予定
のものを除く。) 

― ― ― ― 

その他の有利子負債 ― ― ― ― 

合計 450,000 ― ― ― 

(注) 「平均利率」については、当期末残高がないため記載しておりません。 
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【資本金等明細表】 

 

区分 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高 

資本金(千円) 814,340 ― ― 814,340

普通株式(注)１ (株) (5,098,096) (     ―) (     ―) (  5,098,096)

普通株式(注)１ (千円) 808,755 ― ― 808,755

計 (株) (5,098,096) (     ―) (     ―) (  5,098,096)

資本金のうち 
既発行株式 

計 (千円) 808,755 ― ― 808,755

資本準備金  

 株式払込剰余金 (千円) 1,007,790 ― ― 1,007,790

合併差益 (千円) 36,080 ― ― 36,080

資本準備金及び 
その他 
資本剰余金 

計 (千円) 1,043,871 ― ― 1,043,871

利益準備金 (千円) 93,500 ― ― 93,500

任意積立金  

 特別償却準備金 
 (注)２ 

(千円) 5,067 ― 844 4,222

 役員退職積立金 (千円) 450,000 ― ― 450,000

 別途積立金(注)２ (千円) 4,673,000 330,000 ― 5,003,000

利益準備金及び 
任意積立金 

計 (千円) 5,221,567 330,000 844 5,550,722

(注) １ 当期末における自己株式は5,464株であります。 

２ 任意積立金の当期増加額及び当期減少額は、全て前期決算の利益処分によるものであります。 

 

【引当金明細表】 

 

区分 
前期末残高 
(千円) 

当期増加額 
(千円) 

当期減少額 
(目的使用) 
(千円) 

当期減少額 
(その他) 
(千円) 

当期末残高 
(千円) 

貸倒引当金 51,083 20,201 22,800 5,883 42,601

賞与引当金 107,796 104,839 107,796 ― 104,839

(注) 貸倒引当金の当期減少額「その他」は、一般債権の貸倒実績率洗替額であります。 
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(2) 【主な資産及び負債の内容】 

① 資産の部 

イ 現金及び預金 

 

区分 金額(千円) 

現金 3,153

預金の種類 

当座預金 463,554

普通預金 16,244

通知預金 62,000

定期預金 225,000

計 766,798

合計 769,952

 

ロ 受取手形 

(イ)相手先別内訳 

 

相手先 金額(千円) 

三菱商事㈱ 27,201

広川㈱ 20,345

㈱梅澤 6,553

㈱コスモス食品 3,984

㈱マルトダイ 2,212

その他 4,264

合計 64,561

 

(ロ)期日別内訳 

 

期日別 金額(千円) 

平成15年10月満期 63,615

平成15年11月満期 945

計 64,561
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ハ 売掛金 

(イ)相手先別内訳 
 

相手先 金額(千円) 

三菱商事㈱ 731,096

伊藤忠商事㈱ 334,239

国分㈱ 296,979

㈱雪印アクセス 253,022

旭食品㈱ 220,049

その他 714,014

合計 2,549,401

 

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況 
 

前期繰越高(千円) 
 

(Ａ) 

当期発生高(千円) 
 

(Ｂ) 

当期回収高(千円)
 

(Ｃ) 

次期繰越高(千円)
 

(Ｄ) 

回収率(％) 
 

(Ｃ) 
(Ａ)＋(Ｂ) 

×100 
 

滞留期間(日) 
(Ａ)＋(Ｄ)

２ 
(Ｂ) 
365 
 

2,469,290 18,104,398 18,024,286 2,549,401 87.6 50.6

 

ニ 製品 
 

品目 金額(千円) 

家庭用海苔 180,474

進物品 683,001

ふりかけ等 102,761

業務用海苔 135,661

合計 1,101,898
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ホ 原材料 
 

品目 金額(千円) 

原料海苔 2,686,193

補助材料 49,087

調味液加工材料 9,756

ふりかけ原材料 27,185

お茶漬け原材料 29,238

青海苔粉原材料 1,949

その他 36,376

合計 2,839,786

 

ヘ 仕掛品 

 

品目 金額(千円) 

家庭用海苔 934

進物品 22,302

ふりかけ等 13,455

業務用海苔 47,248

合計 83,939

 

ト 貯蔵品 

 

品目 金額(千円) 

荷造り用材料 1,371

その他 4,121

合計 5,492
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② 負債の部 

イ 支払手形 

(イ)相手先別内訳 

 

相手先 金額(千円) 

ミヤコ化学㈱ 31,418

サンパック㈱ 23,523

大江化学工業㈱ 17,355

㈱マルホ 16,033

佐藤製缶㈱ 10,419

その他 135,524

合計 234,274

 

(ロ)期日別内訳 

 

期日別 金額(千円) 

平成15年10月満期 234,274

 

ロ 買掛金 

 

相手先 金額(千円) 

ミヤコ化学㈱ 64,152

三菱商事パッケージング㈱ 51,040

伊藤忠食品㈱ 47,179

サンパック㈱ 38,609

大江化学工業㈱ 27,095

その他 372,012

合計 600,090
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ハ 未払金 

 

区分 金額(千円) 

販売促進費 575,233

外注加工費 65,798

運賃 47,192

広告宣伝費 19,550

その他 94,583

合計 802,358

 



ファイル名:111_0096600101512 更新日時:12/2/2003 6:17 PM 印刷日時:04/10/29 11:47 

(3) 【その他】 

該当事項はありません。 
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第６ 【提出会社の株式事務の概要】 

決算期 ９月30日 

定時株主総会 12月中 

株主名簿閉鎖の期間 ― 

基準日 ９月30日 

株券の種類 1,000株券、10,000株券 

中間配当基準日 ３月31日 

１単元の株式数 1,000株 

株式の名義書換え  

  取扱場所 
大阪市中央区北浜二丁目４番６号 
 株式会社だいこう証券ビジネス 本社証券代行部 

  代理人 
大阪市中央区北浜二丁目４番６号 
 株式会社だいこう証券ビジネス 

  取次所 株式会社だいこう証券ビジネス 各支社 

  名義書換手数料 無料 

  新券交付手数料 １枚につき300円 

単元未満株式の買取り  

  取扱場所 
大阪市中央区北浜二丁目４番６号 
 株式会社だいこう証券ビジネス 本社証券代行部 

  代理人 
大阪市中央区北浜二丁目４番６号 
 株式会社だいこう証券ビジネス 

  取次所 株式会社だいこう証券ビジネス 各支社 

  買取手数料 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額 

公告掲載新聞名 
日本経済新聞 
従来、決算公告は日本経済新聞に掲載しておりましたが、当期から当社ホームページ
上に掲載しております。（ホームページアドレス http://www.ohmoriya.com/） 

株主に対する特典 
９月30日現在の1,000株以上所有の株主に対し、3,000円相当の自社製品を贈呈いたし
ます。また、３月31日現在の1,000株以上所有の株主に対し、2,000円相当の自社製品
を贈呈いたします。 
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第７ 【提出会社の参考情報】 

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

 

(1)  
 
 

臨時報告書 
 
 

企業内容等の開示に関する内閣府令第
19条第２項第４号(主要株主の異動)の
規定に基づくもの 

 
平成14年11月28日 
近畿財務局長に提出。 
 

     
(2)  
 
 

臨時報告書 
 
 

企業内容等の開示に関する内閣府令第
19条第２項第４号(主要株主の異動)の
規定に基づくもの 

 
平成14年11月29日 
近畿財務局長に提出。 
 

      
(3) 
 

有価証券報告書 
及びその添付書類 

事業年度 
(第49期) 

自 平成13年10月１日
至 平成14年９月30日

 
平成14年12月24日 
近畿財務局長に提出。 

      
(4) 
 

半期報告書 
 

(第50期中) 
 

自 平成14年10月１日
至 平成15年３月31日

 
平成15年６月17日 
近畿財務局長に提出。 
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】 

該当事項はありません。 
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監 査 報 告 書 

 

 

平成14年12月20日 

株式会社 大 森 屋 

代表取締役社長 稲 野 幸 治 殿 

監査法人 東明会計社 

 

代表社員
関与社員

 公認会計士  松  井     章  ㊞ 

 

代表社員
関与社員

 公認会計士  西  川  寿  雄  ㊞ 

 

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げら

れている株式会社大森屋の平成13年10月１日から平成14年９月30日までの第49期事業年度の財務諸表、

すなわち、貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書、利益処分計算書及び附属明細表につ

いて監査を行った。 

この監査に当たって、当監査法人は、一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠し、通常実施す

べき監査手続を実施した。 

監査の結果、会社の採用する会計処理の原則及び手続は、一般に公正妥当と認められる企業会計の基

準に準拠し、かつ、前事業年度と同一の基準に従って継続して適用されており、また、財務諸表の表示

方法は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)の定めると

ころに準拠しているものと認められた。 

よって、当監査法人は、上記の財務諸表が株式会社大森屋の平成14年９月30日現在の財政状態並びに

同日をもって終了する事業年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示しているものと

認める。 

 

会社と当監査法人又は関与社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

 

以 上 
 
 

※ 上記は、当社(有価証券報告書提出会社)が提出した有価証券報告書に綴り込まれた前事業年度の監査報告書

に記載された事項を電子化したものであります。 
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独立監査人の監査報告書 

 

 

平成15年12月19日 

株式会社 大 森 屋 

取締役会 御中 

監査法人 東明会計社 

 

代表社員
関与社員

 公認会計士  松  井     章  ㊞ 

 

代表社員
関与社員

 公認会計士  西  川  寿  雄  ㊞ 

 

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げら

れている株式会社大森屋の平成14年10月１日から平成15年９月30日までの第50期事業年度の財務諸表、

すなわち、貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書、利益処分計算書及び附属明細表につ

いて監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務

諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。 

監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ること

を求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに

経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。

当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

 

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

拠して、株式会社大森屋の平成15年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経

営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

 

会社と当監査法人又は関与社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

 

以 上 
 
 

※ 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出

会社)が別途保管しております。 
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