
 

 

 

 

 

 

 

 

第80回 定時株主総会招集ご通知に際しての 

インターネット開示事項 

 

 

 

 

 

 

●事業報告 

「会社の体制及び方針」 

（１）業務の適正を確保するための体制 

（２）業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要 

（３）リスク管理体制の整備状況の概要 

（４）その他コーポレートガバナンス体制等に関する事項 

●連結計算書類「連結注記表」 

●計算書類「個別注記表」 

 

（平成27年10月１日から平成28年９月30日まで） 
 

 

 

 

 

ジャパン・フード＆リカー・アライアンス株式会社 
 

 

 

 

 

法令及び当社定款第14条の規定に基づき、上記の事項につきましては、インターネット上の

当社ホームページ（http://www.j-fla.com）に掲載し、株主の皆様に提供しております。 

 

 

 
  



会社の体制及び方針 

（１）業務の適正を確保するための体制  
当社は、平成 18 年５月 26 日開催の取締役会にて業務の適正を確保するための体

制の整備について決議し、平成 28 年３月 23 日開催の取締役会にて一部改定をいた
しました。 
取締役の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制と、当社

及びその子会社 (以下「当社グループ」という )の業務の適正を確保するための体制
に関する決定内容の概要は以下のとおりであります。 
１．当社グループの取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合するこ

とを確保するための体制  
（１）当社グループの取締役及び使用人は、職務執行において社内規程に基づい

て業務を遂行する。 
（２）当社の監査等委員会は「監査等委員会規則」に基づき、当社グループの取

締役 (監査等委員である取締役を除く。 )の職務執行の適正性を監査・監督
する。 

（３）当社グループは共通の「コンプライアンス行動規準」を定め、行動の際の

ガイドラインとする。 
（４）『コンプライアンス委員会』を組織し、全社的なコンプライアンスの取り組

みを横断的に統括し、「コンプライアンスマニュアル」に基づいた当社グル

ープの取締役及び使用人への教育を実施する。チーフ・コンプライアンス・

オフィサーは、当社グループにおけるコンプライアンスに関する最高責任

者とし、コンプライアンス委員会の委員長が兼務する。また、「コンプライ

アンス規程」及び「コンプライアンス委員会規程」を適宜改定し、当社グ

ループの取締役及び使用人へ周知、徹底する。  
（５）これらの活動は定期的に取締役会に報告する。 
（６）法令・規程に反した行為等について、当社グループの社内外に内部通報の

窓口『ホットライン』を設置し、当社グループの取締役及び使用人から直

接情報提供を受ける。 
（７）社会の秩序や当社グループならびにその取締役及び使用人に脅威を与える

反社会的勢力に対しては、毅然とした姿勢で組織的に対応する。 
 
２．当社グループの取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 
（１）当社グループが規定する「文書管理規程」に基づき、当社グループの取締

役の職務執行に係る情報を文書または電磁的媒体 (以下「文書等」という)
に記録し、保存及び管理する。 

（２）当社の取締役は、これらの文書等を、常時、必要に応じて閲覧できるもの

とする。 
（３）当社グループの情報取扱責任者である当社の執行役員財務計画部長は、法

令または証券取引所の適時開示規則に則り、必要な情報の開示を行う。ま

た、株主や投資家のみなさまに対するＩＲ活動や企業情報の適時開示を通

じて、企業運営の透明性を高める取り組みを推進する。 
 
 
 
 
 



３．当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制 
（１）当社グループは、リスク管理を行うため、当社の社長を委員長とした『リ

スク管理委員会』を組織し、当社グループ全体の横断的なリスク管理体制

を設定する。 
（２）リスク管理委員会は、当社の執行役員を常任委員とし、テーマに応じて非

常任委員、その他の使用人を招集する。 
（３）リスク管理委員会は、「リスク管理規程」に基づいて、予め具体的なリスク

を想定・分類し、有事の際の迅速かつ適切な情報伝達と緊急体制を整備し

た対応マニュアルを策定し、有事には、損害の拡大を防止し、損失を最小

限に止める。 
（４）食品メーカーとして常に安全・安心な製品をお届けするよう品質に関する

基準や方針を適宜見直す。  
 
４．当社グループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するため

の体制 
（１）当社は、取締役会を月１回定期に開催するほか、必要に応じて臨時取締役

会を開催し、迅速かつ適切な意思決定を図る。  
（２）子会社は、取締役会を定期に開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を

開催し、迅速かつ適切な意思決定を図る。 
（３）子会社の規程において、親会社へ報告または承認を要する事項についての

基準を定め、子会社の取締役会の内容やその他の事項を親会社へ報告する

ことを義務付ける。また、当社の取締役は、常時、必要に応じて当該資料

を閲覧できる。 
（４）当社グループの取締役会の決定に基づく職務執行については、「組織規程」

及び「業務分掌規程」において、それぞれの責任者及びその責任、執行手

続の詳細について定める。  
 
５．その他当社グループから成る企業集団における業務の適正を確保するための

体制  
（１）当社の取締役を子会社に派遣し、業務執行の監督・監査をする。  
（２）当社グループの財務報告の信頼性と適正性を確保するため、金融商品取引

法等の定めに従い、財務報告に係る内部統制システムを構築し、その有効

性を継続的に評価するとともに、必要な是正を行い、かつ適正な運用を行

う。  
（３）当社グループにおける内部統制システムの構築を目指し、当社の内部統制

室が中心となり、当社グループ間での内部統制に関する協議、情報の共有

化、指示・要請の伝達が効率的に行われる体制を整備する。 
（４）当社の社長ならびに子会社の社長は、各社の業務執行の適正を確保する内

部統制システムの確立と運用の権限ならびに責任を有するものとし、コン

プライアンスならびにリスクマネジメント等の状況を必要に応じて取締

役会及び監査等委員会に報告する。 
（５）経営管理については、「関係会社管理規程」に基づき、一定の事項について

は当社への報告を義務付け、当社がグループ各社の経営指導と管理を徹底

する。また、「関連当事者取引規程」を制定し、関連当事者との取引が当社

及び株主共同の利益を害することのないよう体制を整備して、徹底する。 
 



（６）内部監査室がグループ各社に対する内部監査を実施し、その結果を当社の

社長ならびに子会社の社長に報告する。各社の社長は必要に応じて改善を

指示することにより、当社グループのコンプライアンス・リスクマネジメ

ントの効果的な体制を整備する。 
 

６．当社の監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項、その使用人の

当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項、
ならびにその使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項 

（１）当社の監査等委員会は、内部監査室の要員に対し、補助者として監査業務

の補助を行うよう命令できる。その場合、補助者の独立性及び監査等委員

会の指示の実効性の確保に努める。 
（２）上記補助者の人事異動・人事評価・懲戒処分は、監査等委員会の承認を得

なければならない。 
（３）内部監査室の要員については、必要とされる知識や能力等を適切に判断し

た上で配置する。 
（４）内部監査室の要員は、「内部監査規程」に基づき必要に応じて、当社グルー

プの関係者に対して、資料の提出や報告等を求めることができる。また、

必要に応じて、当社グループが開催している各種会議への出席または議事

録の閲覧を求めることができる。 
 
７．当社グループの取締役及び使用人が当社の監査等委員会に報告するための体

制及び報告したことを理由として報告者が不利益な取扱いを受けないこと

を確保するための体制 
（１）当社グループの取締役及び使用人は、「監査等委員会規則」及び「監査等委

員会監査基準」に従い、当社の監査等委員会の要請に応じて必要な報告及び

情報提供を行う。 
（２）当社の監査等委員は当社グループの取締役会の他、経営に関する重要な会

議に出席し、報告を受けることができる。 
（３）法令違反やその他コンプライアンス上の問題については、社内外に設置し

ている内部通報窓口の適切な運用により、当社の監査等委員をメンバーに

含む『コンプライアンス委員会』への報告体制を確保する。『コンプライア

ンス委員会』は、半期に１回定期に開催し、また、必要に応じて臨時で開

催する。 
（４）当社の監査等委員会や当社グループの内部通報窓口へ報告や情報提供した

者に対して、報告したことを理由に不利益な取扱いをしてはならない。  
 
８．監査等委員の職務執行について生ずる費用の前払または償還の手続きその他

の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関す

る事項 
監査等委員がその職務執行について、当社に対し、費用の前払い等の請求

をした時は、担当部門において審議の上、請求に係る費用または債務が監査

等委員の職務執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに費用また

は債務を処理する。 
 
 
 



９．その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制 
（１）監査等委員会は、内部監査室の要員と連携を保ち、内部監査の実施状況及

び助言・勧告事項について協議及び意見交換を行う。 
（２）監査等委員会は、会計監査人との連携を図り、必要に応じて意見交換を行

う。  
 
（２）業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要 

１．当社グループの取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合するこ

とを確保するための体制  
当社グループの取締役及び使用人の職務執行にかかわる諸規程及び業務

マニュアル等を適時、適切に整備しております。また、コンプライアンス担

当役員として、チーフ・コンプライアンス・オフィサーを任命し、コンプラ

イアンスに関する事項を統括し、チーフ・コンプライアンス・オフィサーを

委員長とする当社の取締役、監査等委員及び弁護士などの外部有識者を含め

た「コンプライアンス委員会」を組織し、半期に１回の委員会を開催して、

当社グループの組織横断的なコンプライアンス上のリスクの分析と評価を

行っており、必要に応じて臨時の委員会も開催しております。本年度は、当

社グループのコンプライアンス・オフィサー、コンプライアンス・リーダー

及び使用人に対してコンプライアンスマニュアルに基づいた教育研修を実

施いたしました。 
 
２．当社グループの取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 

当社グループでは、取締役会等の議事録や決裁稟議書を取締役や監査等委

員が必要に応じ常時閲覧ができるよう、保存及び管理を行っております。 
 
３．当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

当社グループでは、「リスク管理規程」に基づき、危機管理マニュアル等を

策定し、取締役及び使用人が常時閲覧できるよう、グループウェアに掲載し

ております。 
 
４．当社グループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するため

の体制 
当社グループでは、職務執行を効率的に行うために、経営にかかわる重要

な意思決定を毎月開催する各社経営会議による審議を経て、毎月１回以上開

催の取締役会に付議しております。また、子会社の取締役会で決議された重

要事項については親会社の取締役会に報告しております。 
 
５．その他当社グループから成る企業集団における業務の適正を確保するための

体制  
当社の取締役を子会社に派遣し、業務執行の監督・監査を行っております。

また、内部統制室が毎期、内部統制システムの整備及び運用状況の評価を行

っており、その有効性を確認しております。その結果を踏まえて内部統制シ

ステムの改善及び強化に継続的に取り組んでおります。 
 
 
 



６．当社の監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項、その使用人の

当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項、
ならびにその使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項 
内部監査室は監査等委員会の直轄部門として、監査等委員との連携を図り、

グループ各社の監査結果について随時報告を行っております。 
 
７．当社グループの取締役及び使用人が当社の監査等委員会に報告するための体

制及び報告したことを理由として報告者が不利益な取扱いを受けないこと

を確保するための体制 
監査等委員は原則毎月開催される取締役会及び臨時取締役会に出席し、業

務の意思決定ならびに業務の執行状況について、法令、定款に違反していな

いかなどの検証を行っております。また、当社グループは法令や規程、コン

プライアンスマニュアルに反した行為に対する内部通報制度として「ホット

ライン」を設置し、その窓口を社内はコンプライアンス室、社外は弁護士事

務所としております。同制度が有効に機能するよう周知徹底するとともに、

通報者に不利益が及ぶことのないよう、その保護を最優先に通報内容の事実

確認後、速やかに対策を講じております。 
 
８．監査等委員の職務執行について生ずる費用の前払または償還の手続きその他

の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関す

る事項 
監査等委員が取締役会等の会議への出席や、監査に伴う移動等による費用

の請求があった場合は、審議の上、速やかに支払いを行いました。 
 

９．その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制 
監査等委員会は会計監査人と連携を図るべく、四半期毎の定例会議のほか

に適時会議を開催し、情報及び意見の交換を行っております。また、内部監

査室による監査報告に対して必要に応じた指導や助言を行っております。 
 
（３）リスク管理体制の整備状況の概要 

１．重大な製品事故や台風・大規模地震などの天災、重要な企業情報漏洩など当

社グループの経営に重大な影響を与える危機に直面した時には、当社社長を

対策本部長とする危機管理対策本部を設置し、迅速かつ的確に対応できる体

制を構築しております。  
 
２．情報開示については、広報･ＩＲ部を通して企業活動の適時な情報開示を拡

充しております。 
 
３．経営監視機能については、経営及び業務執行の健全、かつ適切な運営に資す

るための基本的な事項をコンプライアンス規程に定めております。当社グル

ープのコンプライアンス体制は、グループ全体をチーフ・コンプライアンス・

オフィサー、各社をコンプライアンス・オフィサーが権限と責任をもってあ

たり、その確立、浸透、定着に尽力しております。また、コンプライアンス

委員会が、当社グループのコンプライアンスに係わる最高審議機関として体

制の整備、強化を図っております。 
 



４．業務監査については、内部監査室が行っています。監査は定期監査と臨時監

査に区分して行い、円滑かつ効率的に監査を実施するため、監査等委員会、

内部統制室及び会計監査人と監査情報を交換し、連携・調整を行っておりま

す。  
 
５．当社は、「コーポレートガバナンスに関する報告書」を東京証券取引所に提

出しております。 
 
（４）その他コーポレートガバナンス体制等に関する事項 

１．反社会的勢力排除に向けた基本方針 
当社グループは企業の倫理的使命を認識して、市民社会の秩序や安全に脅

威を与える反社会的勢力・団体に対しては、毅然とした態度で臨み、一切の

関係を持ちません。 
 
２．反社会的勢力排除に向けた整備状況 

上記の内容を盛り込んだ「コンプライアンスマニュアル」を当社グループ

の取締役及び使用人に配布し、コンプライアンスに対する意識の徹底を行っ

ております。また、反社会的勢力を排除するために、平素から警察や弁護士、

暴力追放運動推進センターなど専門機関との連携を深め、情報収集に努めて

おります。更に、万一、反社会的勢力から脅威を受けたり、被害を受けるお

それのある場合の対応要領を整備し、必要な情報が当社の総務･市場部、内部

統制室に報告され、被害を防ぐ体制をとっております。 
  



連 結 注 記 表 

 

連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記等  
 １．連結の範囲に関する事項 
 （１）連結子会社の数及び名称 

連結子会社の数  ８社 
連結子会社の名称 盛田㈱ 
 ㈱アルカン 
 アルカン ザール社 
 ㈱イメックス 
 大連丸金食品有限公司 
 加賀の井酒造㈱ 
 ㈱老田酒造店 
 中川酒造㈱ 

なお、連結子会社であった見砂酒造㈱は、平成 28 年８月 25 日付で保有株
式の全部を売却したことに伴い、連結の範囲から除外しております。  

 
 （２）主要な非連結子会社の名称等 

ＪＦＬＡコンサルティング㈱ 他１社 
連結の範囲から除いた理由  
非連結子会社は、いずれも小規模会社であり、合計の総資産、売上高、当

期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等は、いず

れも連結計算書類に重要な影響を及ぼしていないため、連結の範囲から除

外しております。 
 
 ２．持分法の適用に関する事項 
（１）持分法を適用した関連会社数 ３社 

持分法を適用した会社の名称 
丸金食品㈱ 
小手川酒造㈱ 
栃木県醤油工業協同組合  
 

（２）持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社のうち主要な会社等の名称 
ＪＦＬＡコンサルティング㈱ 他３社 
持分法を適用しない理由  
持分法を適用していない会社は、それぞれ当期純損益（持分に見合う

額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等からみて、持分法の対象から

除いても連結計算書類に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても

重要性がないため、持分法の適用範囲から除外しております。 
 
 ３．連結子会社の事業年度等に関する事項 

連結子会社のうち、大連丸金食品有限公司の決算日は 12 月 31 日でありま
す。連結計算書類の作成にあたっては、連結決算日現在で実施した仮決算に

基づく計算書類を使用しております。 
その他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。 



４．会計方針に関する事項  
（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 

・連結会計年度末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）によっ

ております。 

時価のないもの 

・移動平均法による原価法によっております。 

② デリバティブ 

時価法によっております。 

③ たな卸資産 

主として総平均法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）

によっております。 

 

（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） 

主として定額法によっております。 

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。  
建物及び構築物 ２～65年 

機械装置及び運搬具 ２～17年 

その他 ２～20年 

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。 

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間

（５年）に基づ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。 

 

（３）重要な繰延資産の処理方法 

社債発行費 

社債の償還までの期間にわたり利息法により償却しております。 

 

（４）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出に充てるため、所定の計算基準によ

る支給見込額に基づき計上しております。 



（５）重要な外貨建の資産または負債の本邦通貨への換算の基準 

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算

差額は損益として処理しております。なお、在外子会社等の資産及び負債並び

に収益及び費用は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額

は純資産の部における為替換算調整勘定に含めております。 

 

（６）重要なヘッジ会計の方法 

原則として、繰延ヘッジ処理を採用しております。なお、為替予約については

振当処理の要件を満たしている場合は振当処理を採用しております。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。 

 

（７）その他連結計算書類の作成のための重要な事項 

① 退職給付に係る会計処理の方法 

・退職給付見込額の期間帰属方法 

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末ま

での期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっており

ます。また、一部の連結子会社は、退職給付債務の算定にあたり簡便

法を適用しております。 

・数理計算上の差異の費用処理方法 

数理計算上の差異については、各連結会計年度の発生時における従業

員の平均残存勤務期間の定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌

連結会計年度より費用処理しております。 

② 消費税等の会計処理方法 

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。 

③ のれんの償却方法及び償却期間 

その効果が及ぶ期間（20年以内）で均等償却することとしております。 

④ 連結納税制度の適用 

当社、国内連結子会社及び非連結子会社は、連結納税制度を適用してお

ります。 

 

会計方針の変更 

(企業結合に関する会計基準等の適用) 

「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成25年９月13日。以下「企

業結合会計基準」という。）、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22

号 平成25年９月13日。以下「連結会計基準」という。）及び「事業分離等に関する会

計基準」（企業会計基準第７号 平成25年９月13日。以下「事業分離等会計基準」とい

う。）等を、当連結会計年度から適用し、支配が継続している場合の子会社に対する当

社の持分変動による差額を資本剰余金として計上するとともに、取得関連費用を発生し

た連結会計年度の費用として計上する方法に変更いたしました。また、当連結会計年度

の期首以後実施される企業結合については、暫定的な会計処理の確定による取得原価の

配分額の見直しが企業結合年度の翌年度に行われた場合には、当該見直しが行われた年

度の期首残高に対する影響額を区分表示するとともに、当該影響額の反映後の期首残高

を記載する方法に変更いたします。加えて、当期純利益等の表示の変更及び少数株主持



分から非支配株主持分への表示の変更を行っております。 

企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58－２項（４）、連結会

計基準第44－５項（４）及び事業分離等会計基準第57－４項（４）に定める経過的な取

扱いに従っており、当連結会計年度の期首時点から将来にわたって適用しております。 

なお、当連結会計年度において、連結計算書類及び１株当たり情報に与える影響額は

ありません。 

 

表示方法の変更 

（連結損益計算書関係） 

前連結会計年度において「営業外収益」の「その他」に含めておりました「受取地代

家賃」（前連結会計年度12百万円）及び「補助金収入」（前連結会計年度12百万円）

は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記しております。 

前連結会計年度において独立掲記しておりました「営業外収益」の「受取保険金」

（当連結会計年度５百万円）は、金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度よ

り「その他」に含めて表示しております。 

  



連結貸借対照表に関する注記 

 １.担保に供している資産 

（１）担保提供資産 

（単位：百万円）  

科 目 
金          額 

工 場 財 団 そ の 他 合 計 

受取手形及び売掛金 ― 1,150 1,150 

商 品 及 び 製 品 ― 1,133 1,133 

建 物 及 び 構 築 物 324 123 448 

機械装置及び運搬具 3 ― 3 

土 地 3,200 2,193 5,393 

投 資 有 価 証 券 ― 94 94 

合 計 3,529 4,694 8,224 

 

（２）上記担保提供資産に対応する債務 

短 期 借 入 金 5,424百万円

１年内返済予定の

長 期 借 入 金

82百万円

長 期 借 入 金 201百万円

合 計 5,709百万円

 

  上記債務の内、工場財団に対応する債務は以下のとおりであります。 

短 期 借 入 金 1,455百万円

 

２.有形固定資産の減価償却累計額 9,155百万円

 

 ３.当座貸越に係る借入金未実行残高 

 当社は運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行７行と当座貸越契約及び貸

出コミットメントライン契約を締結しております。当連結会計年度末における当座

貸越契約及び貸出コミットメントライン契約に係る借入金未実行残高は次のとお

りであります。 

当座貸越極度額及び貸出コミットメントラインの総額 6,122百万円

借入実行残高 5,581百万円

借入未実行残高 540百万円
 

 ４.当社元役員の個人的な支出を、当社及び当社子会社の経費として会計処理した金額に

ついて、当人への債権として計上したものが、以下のとおり含まれております。 

固定資産 

投資その他の資産 

その他 

長期未収入金 14百万円

貸倒引当金 △14百万円

 
 
 
 
 
 



連結損益計算書に関する注記 

 １.当社元役員の個人的支出に関連して計上した債権について、当連結会計年度において

計上した貸倒引当金戻入額が、以下のとおり含まれております。 

営業外収益 

貸倒引当金戻入額 8百万円

（注）貸倒引当金戻入額が９百万円、貸倒引当金繰入額が０百万円含まれており

ますが、相殺の上、貸倒引当金戻入額として表示しております。 

 

 ２.特別調査費用 

当社元役員への便宜が図られていた疑義に関する独立調査委員会に係る調査費用を

計上しております。 

 

 ３.過年度決算訂正関連費用 

過年度決算訂正に伴って発生した費用を計上しております。 
 
連結株主資本等変動計算書に関する注記 

１.当連結会計年度の末日における発行済株式の種類及び総数 

普通株式        122,291,520株 

 

２.当連結会計年度中に行った剰余金の配当に関する事項 

該当事項はありません。 

 

３.当連結会計年度末日後に行う剰余金の配当に関する事項 

当社は、業績に応じた適正な利益還元を行うことを基本方針とし、企業体質

の一層の強化及び将来の事業展開に備えるための内部留保の充実等を勘案し

て、利益配分を決定する方針であります。 
当期の配当金につきましては、今般の業績及び財政状態等を鑑み協議した結

果、経営体質・財務体質の強化を図る必要から、誠に遺憾ながら無配とさせて

いただきます。 
 
金融商品に関する注記 

１.金融商品の状況に関する事項 

当社グループは、資金運用については安全性の高い金融資産を主とし、銀行等金融

機関からの借入により資金を調達しております。 

受取手形及び売掛金に係る顧客の信用リスクは、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。また、投資有価証券は、主として株式であり、上場株式については四半期ごとに

時価の把握を行っております。 

借入金の使途は運転資金及び設備投資資金であり、一部の長期借入金の金利変動リ

スクに対して、金利スワップ取引を利用して支払利息の固定化を実施しております。

また、外貨建ての営業債務について、為替の変動リスクに対して、先物為替予約を利

用してヘッジしております。なお、デリバティブ取引は、社内ルールに従い、実需の

範囲で行うこととしております。 

 

 

 

 

 



２.金融商品の時価等に関する事項 

平成28年９月30日における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。 
                           （単位：百万円） 

 

  
連結貸借対照表 

計上額（※１） 
時 価（※１） 差   額 

（１） 現 金 及 び 預 金 1,767 1,767 － 

（２） 受 取 手 形 及 び 売 掛 金 4,372 4,372 － 

（３） 
投 資 有 価 証 券 

114 114 － 
 そ の 他 有 価 証 券 

（４） 支 払 手 形 及 び 買 掛 金 （1,650） （1,650） － 

（５） 短 期 借 入 金 （11,027） （11,027） － 

（６） 社 債 （21） （21） （0） 

（７） 長 期 借 入 金 （1,151） （1,152） （1） 

（８） デリバティブ取引 （※２） （63） （63） － 

  （※１）負債に計上されているものについては、（ ）で表示しております。 

  （※２）デリバティブ取引は、債権・債務を差し引きした合計を表示しております。 

 
（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 

（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ため、時価は帳簿価格にほぼ等しいことから、当該帳簿価格によってお

ります。 

（３）投資有価証券 

これらの時価については、株式は取引所の価格によっております。 

（４）支払手形及び買掛金、（５）短期借入金 

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価格にほぼ等しいことから、当該帳簿価格によってお

ります。 

（６）社債 

社債の時価については、元利金の合計額を当該社債の残存期間及び信用リスクを加味した利率で割り

引いた現在価値により算定しております。 

（７）長期借入金 

長期借入金の時価については、元利金の合計額を、新規に同様の借入を行った場合に想定される利率

で割り引いた現在価値により算定しております。変動金利による長期借入金は金利スワップの特例処

理の対象とされており、当該金利スワップと一体として処理された元利金の合計額を、同様の借入を

行った場合に適用される合理的に見積もられる利率で割り引いて算定する方法によっています。 

（８）デリバティブ取引 

為替予約取引の時価については取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。 

為替予約の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている買掛金と一体として処理されているため、

その時価は、買掛金の時価に含めて記載しております。 

金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されて

いるため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。 

（注２）非上場株式（連結貸借対照表計上額214百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ･フローを

見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「（３）投資有価証

券 その他有価証券」には含めておりません。 

 

１株当たり情報に関する注記 

１株当たり純資産額 44円28銭 

１株当たり当期純利益 0円95銭 

 

（注）連結計算書類の記載金額は百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。 
  



個 別 注 記 表 
 

 

重要な会計方針に係る事項に関する注記 

１．資産の評価基準及び評価方法 

有価証券 

子会社株式及び関連会社株式 

移動平均法による原価法によっております。 

その他有価証券 

時価のあるもの 

・決算期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法

により処理し、売却原価は移動平均法により算定）によっております。 

時価のないもの 

・移動平均法による原価法によっております。 

 

２．固定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） 

定額法によっております。 

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。 

建物 ５～31年

 

（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。 

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）

に基づ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。 

 

３．繰延資産の処理方法 

社債発行費 

社債の償還までの期間にわたり利息法により償却しております。 

 

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出に充てるため、当社所定の計算基準に

よる支給見込額に基づき計上しております。 
 

（３）退職給付引当金 
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び

年金資産の見込額に基づき、当事業年度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。 



退職給付引当金及び退職給付費用の処理方法は以下のとおりです。 
①退職給付見込額の期間帰属方法 
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末ま

での期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によって

おります。 
②数理計算上の差異の費用処理方法 
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時における従業

員の平均残存勤務期間の定額法により按分した額をそれぞれ発生

の翌事業年度より費用処理しております。 
 
５．その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項 
①消費税等の会計処理方法  
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。 

②連結納税制度の適用 
連結納税制度を適用しております。 

③未認識数理計算上の差異の計算書類における取扱いが連結計算書類と異な

ります。 
 
会計方針の変更 

(企業結合に関する会計基準等の適用) 

「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成25年９月13日。以下「企

業結合会計基準」という。）及び「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７

号 平成25年９月13日。以下「事業分離等会計基準」という。）等を、当事業年度から

適用し、取得関連費用を発生した事業年度の費用として計上する方法に変更いたしまし

た。また、当事業年度の期首以後実施される企業結合については、暫定的な会計処理の

確定による取得原価の配分額の見直しが企業結合年度の翌年度に行われた場合には、当

該見直しが行われた年度の期首残高に対する影響額を区分表示するとともに、当該影響

額の反映後の期首残高を記載する方法に変更いたします。 

企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58－２項（４）及び事業

分離等会計基準第57－４項（４）に定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の

期首時点から将来にわたって適用しております。 

なお、当事業年度において、計算書類及び１株当たり情報に与える影響額はありません。 

 

表示方法の変更 

（損益計算書関係） 

前事業年度において「営業外収益」の「その他」に含めておりました「為替

差益」（前事業年度３百万円）は、金額的重要性が増したため、当事業年度より

独立掲記しております。  
 
 
 
 
 



貸借対照表に関する注記 

１.関係会社に対する金銭債権及び金銭債務（区分表示したものを除く） 

短 期 金 銭 債 権 605百万円 

長 期 金 銭 債 権 33百万円 

短 期 金 銭 債 務 257百万円 

 

２.保証債務 

下記の会社の金融機関等からの借入金に対し、債務保証を行っております。 

盛田㈱ 33百万円

㈱老田酒造店 7百万円

 

３．有形固定資産の減価償却累計額 321百万円 

 

４.当座貸越に係る借入金未実行残高 

当社は運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行６行と当座貸越契約及び貸出

コミットメントライン契約を締結しております。当事業年度末における当座貸越契約

及び貸出コミットメントライン契約に係る借入金未実行残高は次のとおりでありま

す。 

当座貸越極度額及び貸出コミットメントラインの総額 6,102百万円

借入実行残高 5,574百万円

借入未実行残高 527百万円

 

 ５.当社元役員の個人的な支出を、当社の経費として会計処理した金額について、当人へ

の債権として計上したものが、以下のとおり含まれております。 

固定資産 

投資その他の資産 

その他 

長期未収入金 5百万円

貸倒引当金 △5百万円

 

損益計算書に関する注記 

 １．関係会社との取引高 

営業取引  

売上高 959百万円 

販売費及び一般管理費 28百万円 

営業取引以外の取引  

受取利息 121百万円 

受取配当金 199百万円 

支払利息 16百万円 

 

 ２．当社元役員の個人的支出に関連して計上した債権について、当事業年度において計上

した貸倒引当金戻入額が、以下のとおり含まれております。 

営業外収益  

その他  

貸倒引当金戻入額 9百万円 

 

 ３.特別調査費用 

当社元役員への便宜が図られていた疑義に関する独立調査委員会に係る調査費用を計

上しております。 



 ４.過年度決算訂正関連費用 

過年度決算訂正に伴って発生した費用を計上しております。 

 

株主資本等変動計算書に関する注記 

当事業年度末における自己株式の種類及び株式数 

普通株式 46,887株 

（注）自己株式には、失念株式1,000株を含んでおりません。 

  

税効果会計に関する注記 

 繰延税金資産の発生の主な原因は、貸倒引当金、税務上の繰越欠損金、関係

会社株式評価損、減損損失等であり、評価性引当額を控除しております。繰延

税金負債の発生の主な原因は、資産除去費用であります。 
  



関連当事者との取引に関する注記 

    （１）親会社及び法人主要株主等  

属性 会社等の名称 住所 
資本金 
又は出資金 
（百万円） 

事業の内容 
議決権等の所有 
（被所有） 
割合％ 

関連当事者 
との関係 

取引の内容 
取引金額 
（百万円） 

科目 
期末残高 
（百万円） 

主要株主 
㈱アスラポート・
ダイニング 
（注）2,3 

東京都 
品川区 

1,902 

飲食店の 
フランチャ
イズ本部 
運営事業 

（被所有） 
直接11.69 

役員の 
兼任2名 

増資の割当 
（注）4 

200 － －

（注）１. 記載金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておりません。 
２. ㈱アスラポート・ダイニングの代表取締役檜垣周作及び中村敏夫が、平成28年２月23日付で当社の取締

役に就任しました。このため取引金額は取締役就任から期末日までの取引について記載しております。 
３. 平成28年７月に行った第三者割当増資によって、主要株主となりました。 
４. 当社が行った第三者割当増資を１株につき35円で引き受けたものであります。 

 
    （２）子会社及び関連会社等 

属性 会社等の名称 住所 
資本金 
又は出資金 
（百万円） 

事業の内容 
議決権等の所有 
（被所有） 
割合％ 

関連当事者 
との関係 

取引の内容 
取引金額 
（百万円） 

科目 
期末残高 
（百万円） 

子会社 盛田㈱ 
名古屋市 
中区 

100
日本酒・ 
醤油の 
製造販売 

（所有） 
直接100 

役員の 
兼任3名 

売上高（経営
指導料）
（注）2 

438 未収入金 75 

資金の借入 
（注）3 

3,927 短期借入金 37 

資金の返済 4,298 － － 

支払利息 11 － － 

資金の回収 186 短期貸付金 186 

受取利息 81
関係会社 

2,411 
長期貸付金 

当社銀行借入
に対する債務
被保証 
（注）4 

7,262 － － 

当社銀行借入
に対する担保
の受入 
（注）5 

5,171 － － 

子会社 ㈱アルカン 
東京都 
中央区 

70
食材・ 
ワインの 
輸入販売 

（所有） 
直接100 

役員の 
兼任3名 

売上高（経営
指導料）
（注）2 

368 未収入金 55 

資金の借入 
（注）3 

745 短期借入金 214 

資金の返済 531 － － 

支払利息 4 － － 

資金の貸付 
（注）3 

130 短期貸付金 81 

資金の回収 233
関係会社 

1,064 
長期貸付金 

受取利息 37 － － 

当社銀行借入
に対する債務
被保証 
（注）4 

4,721 － － 

当社銀行借入
に対する担保
の受入 
（注）5 

2,832 － － 

子会社 ㈱イメックス 
長崎県 
長崎市 

15
水産食材の
加工・販売 

（所有） 
直接100 

役員の 
兼任3名 

当社銀行借入
に対する債務
被保証 
（注）4 

3,861 － － 

当社銀行借入
に対する担保
の受入 
（注）5 

245 － － 

子会社 加賀の井酒造㈱ 
新潟県 
糸魚川市 

65
日本酒の 
製造・販売 

（所有） 
間接100 

役員の 
兼任2名 

当社銀行借入
に対する債務
被保証 
（注）4 

3,861 － － 

当社銀行借入
に対する担保
の受入 
（注）5 

245 － － 

子会社 ㈱老田酒造店 
岐阜県 
高山市 

100
日本酒の 
製造・販売 

（所有） 
間接100 

役員の 
兼任3名 

当社銀行借入
に対する債務
被保証 
（注）4 

3,861 － － 

当社銀行借入
に対する担保
の受入 
（注）5 

245 － － 



属性 会社等の名称 住所 
資本金 
又は出資金 
（百万円） 

事業の内容 
議決権等の所有 
（被所有） 
割合％ 

関連当事者 
との関係 

取引の内容 
取引金額 
（百万円） 

科目 
期末残高 
（百万円） 

子会社 中川酒造㈱ 
鳥取県 
鳥取市 

28
日本酒の 
製造・販売 

（所有） 
間接100 

役員の 
兼任2名 

当社銀行借入
に対する債務
被保証 
（注）4 

3,861 － － 

当社銀行借入
に対する担保
の受入 
（注）5 

245 － － 

（注）１. 記載金額のうち、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. 経営指導料については、取引状況等を勘案し、協議の上決定しております。 
３. 資金の貸付・借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。 
４. 当社は、銀行借入に対して債務保証を受けております。なお、保証料の支払は行っておりません。 
５. 当社は、銀行借入に対して担保提供を受けております。 

 

 

１株当たり情報に関する注記 
１株当たり純資産額 40円09銭 
１株当たり当期純損失 1円55銭 
 
（注）計算書類の記載金額は百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。 


