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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33期
第１四半期
累計(会計)期間

第32期

会計期間

自平成20年
４月１日
至平成20年
６月30日

自平成19年
４月１日
至平成20年
３月31日

売上高（千円） 8,723,937 30,079,406

経常利益（千円） 445,253 1,051,414

四半期（当期）純利益（千円） 227,748 662,749

持分法を適用した場合の投資利益

（千円）
－ －

資本金（千円） 628,800 628,800

発行済株式総数（株） 5,100,000 5,100,000

純資産額（千円） 5,568,100 5,420,637

総資産額（千円） 14,191,072 13,127,709

１株当たり純資産額（円） 1,091.78 1,062.87

１株当たり四半期（当期）純利益

金額（円）
44.66 129.95

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額（円）
－ －

１株当たり配当額（円） － 25

自己資本比率（％） 39.24 41.29

営業活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△36,492 －

投資活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△628,328 －

財務活動による

キャッシュ・フロー（千円）
38,676 －

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（千円）
106,537 －

従業員数（人） 224 204

　（注）１．第33期第１四半期会計期間より当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度にかか

る主要な経営指標等の推移については記載しておりません。また、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・フロー及び現金及び現金同等物の期末残高は

記載しておりません。

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。　

３．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。　
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２【事業の内容】

　当社グループは、当社及び子会社１社で構成され、当社は消費者に直飲される清涼飲料及び業務用飲料等の受託製造

を主たる業務としております。

　当第１四半期会計期間における当社グループの事業に係わる位置付けは、次の通りであります。

　当社は、一般消費者が直飲する清涼飲料についてお客様である飲料メーカー（業界では「ブランドオーナー」と呼

んでおります。）から受注し、飲料メーカーの製品仕様に従って受託製造しております。

　　　また、当社には、その他の関係会社として伊藤忠商事㈱があり、同社とは、業務用飲料の受託製造などの取引を行ってお

ります。

　

事業系統図（平成20年６月30日現在） 

当社は、前事業年度まで当社子会社のジャパンジュースプロセッシング株式会社を連結決算の対象としておりま

したが、同社がその主たる事業でありますBIB（Bag in Box）事業（業務用飲料の受託製造事業）を平成20年3月31日

をもって当社に譲渡したことに伴い、同社の総資産並びに売上高・利益等を勘案して、当第１四半期会計期間より同

社を連結決算の対象から除外しました。よって、当第１四半期会計期間より、当社決算は当社単体のみの決算（非連

結）になります。

　

３【関係会社の状況】

当第１四半期会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

　

４【従業員の状況】

提出会社の状況

　 平成20年６月30日現在

従業員数（人） 224  

（注）従業員数は就業員数であり、執行役員及び定年後の再雇用を含む契約社員が含まれており、当社から他社への出向

社員及び派遣社員等の員数は含まれておりません。
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第２【事業の状況】

１【生産、受注及び販売の状況】

（１）製造実績

当第１四半期会計期間（平成20年４月１日から平成20年６月30日まで）における製造実績は、次の通りであり

ます。

区分
当第１四半期会計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

　 金額（千円）

受託製造 7,737,281

合計 7,737,281

（注）上記金額は、製造原価によっており、消費税は含まれておりません。

（２）受注状況

当社は、清涼飲料の受託製造を行っておりますが、受注状況については毎月末に翌月１ヶ月分（１日から月末ま

で）の受注高が確定し、その受注高を翌月１ヶ月間に製造完了・売上を行っております。また仮に月末に当月の受

注が残った場合でも、顧客との取り決めにより、原則受注残高を翌月に繰り越さないことになっております。従い、

当社における受注残高は、最大でも翌月１ヶ月分のみに限定されておりますので、受注高および受注残高について

の記載は省略しております。

（３）販売実績

当第１四半期会計期間（平成20年４月１日から平成20年６月30日まで）における販売実績は、次の通りであり

ます。

区分

売上高

当第１四半期会計期間
(自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日)

金額（千円）

売

上

高

受託製造 8,617,726

その他 106,211

合計 8,723,937

（注）１．上記金額には、消費税は含まれておりません。

　　　　　　２．当第１四半期会計期間の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績に対する割合は次の通りであります。

相　手　先
当第１四半期会計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

　 金額（千円） 割合（％）

㈱伊藤園 2,136,482 24.5

アサヒ飲料㈱ 1,780,460 20.4

サントリー㈱ 940,938 10.8

（注）１．上記金額には、消費税は含まれておりません。

２．上記相手先のうち、サントリー㈱の売上高は加工料収入であり、その他各社の売上高は製品売上でありま

す。
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（４）季節的変動

当社の属する清涼飲料業界では、飲料の需要が夏場に集中して消費されることから夏場に製造販売が多くなり、

反面、冬場には減少するという季節的な変動がおこります。

また、夏場は飲料メーカーにおいても、製造設備が限られていることから外注を増加し、一方冬場には、自社製造

設備を最大限活用することから、外注が減少する傾向があります。　　　　

当社においても、季節的変動があり、受託製造数量、売上高及び特に利益については、上期（４月～９月）に偏重

する傾向が顕著であり、当社の業績の正しい把握には、１年間の通期で見る必要があります。
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２【経営上の重要な契約等】

当第１四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

　

　

３【財政状態及び経営成績の分析】

（１）業績

当第１四半期におけるわが国経済は、米国の金融不安に伴う景気後退、原油・コモディティー価格の高騰による

企業収益の圧迫、物価上昇に伴う個人消費の低迷、更には株安、円高などの要因も重なり、景気の減速感が強まって

きました。

清涼飲料業界におきましては、飲料メーカー各社より新製品が投入されましたが、個人消費の低迷や春先より天

候が不順で梅雨入りが早かったこともあり、炭酸飲料・ミネラルウォーターは増加したものの、業界全体の販売数

量は前期比１％減（民間調査機関調べ）となりました。

このような状況下におきまして当社は、積極的な受注活動を行うとともに、製造ラインの増設、日曜日を含めた連

続稼働ラインの増加など製造体制の強化を図った結果、受託製造数量は133,388キロリットル、13,701千ケースとな

りました。　

当第１四半期の業績につきましは、売上は増加したものの、燃料費等の高騰による製造コストの増加、「食の安全

・安心」対策強化による生産効率の低下及び設備改造等の諸経費の増加、更には、たな卸資産廃棄損等の特別損失

として54百万円を計上したため、収益面は悪化しました。

この結果、当第１四半期の業績は、売上高8,723百万円、営業利益は444百万円、経常利益は445百万円、四半期純利

益227百万円となりました。

　

（２）キャッシュ・フローの状況

　当第１四半期会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、106百万円となり、前事業年度

末より626百万円減少いたしました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次の通りであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動によるキャッシュ・フローは、36百万円の減少となりました。

　これは、主に税引前四半期純利益390百万円、減価償却費326百万円、仕入債務の増加749百万円等による増加、売上

債権の増加1,325百万円等による減少であります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動によるキャッシュ・フローは、628百万円の減少となりました。

　これは、主に有形固定資産の取得による支出630百万円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）

　財務活動によるキャッシュ・フローは、38百万円の増加となりました。

　これは、短期借入金の借入277百万円による増加と、長期借入金の返済162百万円及び配当金の支払76百万円による

減少であります。

　

EDINET提出書類

ジャパンフーズ株式会社(E00421)

四半期報告書

 6/21



（３）事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期会計期間において、当社が対処すべき課題について重要な変更はありません。

　

　

（４）研究開発活動

当第１四半期会計期間における当社の研究開発活動の金額は、8百万円であります。

　　　　なお、当第１四半期会計期間において、当社の研究開発活動の状況に重要な変更はありません。

　

　

（５）経営成績に重要な影響を与える要因及び経営戦略の現状と見通し

当社を取り巻く経営環境は、景気減速による消費の低迷、燃料費・原材料価格の高騰、「食の安全・安心」対策の

ための費用増加などにより、引き続き厳しい状況が続くものと予想されます。

　当社におきましては、製造並びに品質管理体制を一層強化するとともに、「三ヵ年経営計画Ｃreate2008」の基本戦

略の一つであります「低重心経営の創造」を推進することにより、経営の合理化・効率化を図り、この厳しい状況

に勝ち抜いていく所存であります。

　

　

（６）資本の財源及び資金の流動性についての分析

当社の運転資金につきましては、「営業活動によるキャッシュ・フロー」を原資として、必要な場合は金融機関

からの短期的な借入を行い、設備に関する投資については長期借入を行い資金調達することとしております。

当第１四半期会計期間末において、現金及び現金同等物は106百万円となっております。キャッシュ・フローの状況

につきましては、上記（２）のとおりであります。

　

　

（７）経営者の問題認識と今後の方針について

当社の経営陣は、従来より「食の安全・安心」を最重要課題の一つとして最大限注力してまいりましたが、当第

１四半期において、工程トラブルに起因したたな卸資産廃棄等に伴い54百万円の特別損失を計上することとなりま

した。当社としましては、引き続きハード面においては工程トラブル防止対策を充実させるとともに、ソフト面にお

いても官能精度を向上させるなどの対策を講じることにより工程トラブルに起因した事故を防止し、お客様へ「安

全・安心な製品」を安定的に供給させていただく所存でおります。

　

EDINET提出書類

ジャパンフーズ株式会社(E00421)

四半期報告書

 7/21



第３【設備の状況】
（１）主要な設備の状況

　当第１四半期会計期間において、既存リース資産であります製造設備１ライン（Ｏライン）430百万円を買取り

ました。所要資金は主に自己資金及び借入金を充当しております。

　

上記の他、主要なリース設備として、以下のものがあります。

事業所名
（所在地）

設備の内容
当第１四半期会計期間リース料

（千円）

本社及び工場

（千葉県長生郡長柄町）

ペットボトル飲料製造ライン及び抽出

設備等
42,431

　

（２）設備の新設、除却等の計画

当第１四半期会計期間において、前事業年度末に計画した重要な設備の新設、除却等について、重要な変更はあり

ません。

　また、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はありません。
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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 発行可能株式総数（株）

普通株式 18,000,000

計 18,000,000

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末現在発行数（株）

（平成20年６月30日）
提出日現在発行数（株）
（平成20年８月13日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 5,100,000 5,100,000
東京証券取引所

市場第一部
－

計 5,100,000 5,100,000 － －

（２）【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

（３）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　

（４）【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20年４月１日～　

平成20年６月30日　
－ 5,100,000 － 628,800 － 272,400

（５）【大株主の状況】

大量保有報告書等の写しの送付等がなく、当第１四半期会計期間において、大株主の異動は把握しておりませ

ん。
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（６）【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載

することができないことから、直前の基準日（平成20年３月31日）に基づく株主名簿による記載をしております。

　

①発行済株式

　 平成20年６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） － － －

完全議決権株式（その他）
普通株式

5,099,400
50,994 －

単元未満株式
普通株式

600
－ －

発行済株式総数 5,100,000 － －

総株主の議決権 － 50,994 －

（注）「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が1,200株含まれております。

また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数12個が含まれております。

　

　　　②自己株式等

該当事項はありません。

　

　

２【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

月別
平成20年
４月

　

５月

　

６月

最高（円） 1,312 1,240 1,190

最低（円） 1,172 1,110 1,111

　  （注）最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。

　

３【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。
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第５【経理の状況】

１．四半期財務諸表の作成方法について

　当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第63

号。以下「四半期財務諸表等規則」という。）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、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第１四半期累計期間（平成20年４月１日から平成20

年６月30日まで）に係る四半期財務諸表について、あずさ監査法人による四半期レビューを受けております。

　

３．四半期連結財務諸表について

四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則（平成19年内閣府令第64号）第５条第２項により、当

社では、子会社の資産、売上高等から見て、当企業集団の財政状態及び経営成績に関する合理的な判断を妨げない程度

に重要性が乏しいものとして、四半期連結財務諸表は作成しておりません。

　なお、資産基準、売上高基準、利益基準及び利益剰余金基準による割合は次のとおりであります。

資産基準　　　　　　　　　0.2％

売上高基準　　　　　　　　0.0％

利益基準              　△0.7％

利益剰余金基準　　　　　　0.1％　
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１【四半期財務諸表】
（１）【四半期貸借対照表】

（単位：千円）

当第１四半期会計期間末
（平成20年６月30日）

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

（平成20年３月31日）

資産の部

流動資産

現金及び預金 106,537 732,682

売掛金 5,736,312 4,410,877

製品 21,131 14,326

原材料 143,400 123,530

貯蔵品 96,790 92,922

その他 221,255 206,090

流動資産合計 6,325,427 5,580,428

固定資産

有形固定資産

建物 6,082,215 6,058,449

減価償却累計額 △3,493,755 △3,443,105

建物（純額） 2,588,460 2,615,344

構築物 1,744,609 1,738,625

減価償却累計額 △1,181,104 △1,163,126

構築物（純額） 563,504 575,499

機械及び装置 16,727,957 16,129,676

減価償却累計額 △13,219,741 △12,988,688

機械及び装置（純額） 3,508,216 3,140,988

車両運搬具 43,619 43,929

減価償却累計額 △39,731 △39,541

車両運搬具（純額） 3,887 4,388

工具、器具及び備品 481,756 472,463

減価償却累計額 △383,426 △373,676

工具、器具及び備品（純額） 98,330 98,787

土地 464,590 464,590

建設仮勘定 17,438 14,042

有形固定資産合計 7,244,429 6,913,641

無形固定資産 157,706 169,513

投資その他の資産 463,508 464,126

固定資産合計 7,865,645 7,547,280

資産合計 14,191,072 13,127,709
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（単位：千円）

当第１四半期会計期間末
（平成20年６月30日）

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

（平成20年３月31日）

負債の部

流動負債

買掛金 3,801,055 3,052,027

短期借入金 277,826 －

1年内返済予定の長期借入金 734,600 658,100

未払金 1,255,803 1,215,454

未払法人税等 132,375 106,140

未払消費税等 29,396 13,344

賞与引当金 73,950 138,298

役員賞与引当金 8,400 27,147

その他 113,852 61,695

流動負債合計 6,427,259 5,272,208

固定負債

長期借入金 2,173,550 2,412,700

その他 22,163 22,163

固定負債合計 2,195,713 2,434,863

負債合計 8,622,972 7,707,071

純資産の部

株主資本

資本金 628,800 628,800

資本剰余金 272,400 272,400

利益剰余金 4,689,538 4,538,290

株主資本合計 5,590,738 5,439,490

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △22,638 △18,852

評価・換算差額等合計 △22,638 △18,852

純資産合計 5,568,100 5,420,637

負債純資産合計 14,191,072 13,127,709

EDINET提出書類

ジャパンフーズ株式会社(E00421)

四半期報告書

13/21



（２）【四半期損益計算書】
【第１四半期累計期間】

（単位：千円）

当第１四半期累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年６月30日)

売上高 ※2
 8,723,937

売上原価 7,827,868

売上総利益 896,069

販売費及び一般管理費 ※1
 451,771

営業利益 444,298

営業外収益

受取利息 1

受取配当金 385

受取手数料 6,116

受取補償金 3,094

その他 1,750

営業外収益合計 11,347

営業外費用

支払利息 9,412

その他 980

営業外費用合計 10,392

経常利益 445,253

特別損失

たな卸資産廃棄損 29,703

製品廃棄負担金 25,285

特別損失合計 54,989

税引前四半期純利益 390,264

法人税、住民税及び事業税 127,000

法人税等調整額 35,515

法人税等合計 162,515

四半期純利益 227,748
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（３）【四半期キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）

当第１四半期累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期純利益 390,264

減価償却費 326,101

受取利息及び受取配当金 △386

支払利息 9,412

売上債権の増減額（△は増加） △1,325,434

たな卸資産の増減額（△は増加） △30,543

仕入債務の増減額（△は減少） 749,028

賞与引当金の増減額（△は減少） △64,348

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △18,747

前払年金費用の増減額（△は増加） △11,827

未払金の増減額（△は減少） 27,883

未払消費税等の増減額（△は減少） 16,051

その他の流動資産の増減額（△は増加） △46,349

その他の流動負債の増減額（△は減少） 47,746

小計 68,850

利息及び配当金の受取額 385

利息の支払額 △11,162

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △94,565

営業活動によるキャッシュ・フロー △36,492

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 △630,665

無形固定資産の取得による支出 △1,872

その他 4,209

投資活動によるキャッシュ・フロー △628,328

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） 277,826

長期借入金の返済による支出 △162,650

配当金の支払額 △76,500

財務活動によるキャッシュ・フロー 38,676

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △626,144

現金及び現金同等物の期首残高 732,682

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 106,537
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【四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

　
当第１四半期会計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

会計処理基準に関する事項の変更 たな卸資産の評価基準及び評価方法の変更

　たな卸資産については、先入先出法及び月別移

動平均法による原価法によっておりましたが、当

第１四半期会計期間より「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）が適用されたことに伴い、先入先出法

及び月別移動平均法による原価法（貸借対照表

価額については収益性の低下に基づく簿価切下

げの方法）により算定しております。これによる

損益に与える影響はありません。

　 リース取引に関する会計基準の適用

所有権移転外ファイナンス・リース取引につ

いては、従来、賃貸借取引に係る会計処理によっ

ておりましたが、「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））が平成20年

４月１日以後開始する事業年度に係る四半期財

務諸表から適用することができることになった

ことに伴い、当第１四半期会計期間からこれらの

会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る会計

処理によっております。また、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の減価

償却の方法については、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。なお、リース取引開始日がリース会計基準適

用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・

リース取引については引き続き通常の賃貸借取

引に係る方法に準じた会計処理を適用しており

ます。これによる損益に与える影響はありませ

ん。

【簡便な会計処理】

　
当第１四半期会計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

たな卸資産の評価基準及び評価方

法の変更

　当第１四半期会計期間末における棚卸高の算出

に関しては、実地棚卸を省略し、前事業年度末に

係る実地棚卸高を基礎として合理的な方法によ

り算定する方法としております。

　

【四半期財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

該当事項はありません。
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【注記事項】

（四半期貸借対照表関係）

　　　　該当事項はありません。

　

（四半期損益計算書関係）

当第１四半期累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

※１．販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は次

の通りであります。

(1）販売費

運送保管料 217,288千円

支払手数料 16,793千円

(2）一般管理費

給料手当 33,220千円

役員報酬 37,899千円

賞与引当金繰入額 15,133千円

役員賞与引当金繰入額 8,273千円

減価償却費 20,087千円

 ※２．売上高の季節的変動

当社の売上高は、事業の性質上、上半期の受注数が下半

期に比べ割合が大きいため、事業年度の上半期の売上高と

下半期の売上高との間に著しい相違があり、上半期と下半

期の業績に季節的変動があります。

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

当第１四半期累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照

表に掲記されている科目の金額との関係

（平成20年６月30日現在）

現金及び預金勘定 106,537千円

現金及び現金同等物 106,537千円
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（株主資本等関係）

当第１四半期会計期間末（平成20年６月30日）及び当第１四半期累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年

６月30日）

１．発行済株式の種類及び総数

普通株式　　　　　5,100,000株

　

２．自己株式の種類及び株式数

該当事項はありません。

　

３．新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

　

４．配当に関する事項

配当金支払額

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 配当の原資

平成20年６月20日

定時株主総会
普通株式 76,500 15.0 平成20年３月31日 平成20年６月23日 利益剰余金

（リース取引関係）

当四半期会計期間におけるリース取引残高は、前事業年度の末日と比較して著しい変動がありません。

　

（有価証券関係）

有価証券の四半期貸借対照表計上額その他の金額は、前事業年度の末日と比較して著しい変動がありません。

　

（デリバティブ取引関係）

　デリバティブ取引の四半期会計期間末の契約額等は、前事業年度の末日と比較して著しい変動がありません。　

　

（持分法損益等）

該当事項はありません。

　

（ストック・オプション等関係）

　該当事項はありません。

　

      （企業結合等関係）

該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

当第１四半期会計期間末
（平成20年６月30日）

前事業年度末
（平成20年３月31日）

１株当たり純資産額 1,091.78 円 １株当たり純資産額 1,062.87 円

２．１株当たり四半期純利益金額

当第１四半期累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

１株当たり四半期純利益金額 44.66 円

潜在株式調整後１株当たり四半期

純利益金額

 

 

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。

　（注）１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　
当第１四半期累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

四半期純利益（千円） 227,748

普通株主に帰属しない金額（千円） －

普通株式に係る四半期純利益（千円） 227,748

期中平均株式数（千株） 5,100

　

（重要な後発事象）

重要な該当事項はありません。

　

　

２【その他】

　該当事項はありません。
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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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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成20年８月13日

ジャパンフーズ株式会社

取締役会　御中

あずさ監査法人

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 袖川　兼輔　　印

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 小尾　淳一　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているジャパンフーズ株式

会社の平成20年４月１日から平成21年３月31日までの第33期事業年度の第１四半期累計期間（平成20年４月１日から平成

20年６月30日まで）に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び四半期キャッシュ・フ

ロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期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

立場から四半期財務諸表に対する結論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四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、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実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる

四半期財務諸表の作成基準に準拠して、ジャパンフーズ株式会社の平成20年６月30日現在の財政状態並びに同日をもって

終了する第１四半期累計期間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ないと信じさせる事項がすべ

ての重要な点において認められなかった。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、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

　（注）１．上記は、四半期レビュー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（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

２．四半期財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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