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１．18年６月中間期の業績（平成18年１月１日～平成18年６月30日）

(1）経営成績 （百万円未満切捨）

売上高 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年６月中間期 42,547 △0.4 △647 － △429 －

17年６月中間期 42,697 △1.4 231 △45.4 1,520 121.4

17年12月期 93,613 △0.6 2,057 △24.7 3,434 20.0

中間（当期）純利益
１株当たり中間
（当期）純利益

 百万円 ％ 円　銭

18年６月中間期 △324 － △2.43

17年６月中間期 1,329 129.7 9.42

17年12月期 2,344 △23.5 16.80

（注）①期中平均株式数 18年６月中間期 133,381,526株 17年６月中間期 141,138,842株 17年12月期 138,107,568株

②会計処理の方法の変更 無

③売上高、営業利益、経常利益、中間（当期）純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率

(2) 財政状態  

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

18年６月中間期 83,226 45,668 54.9 342.41

17年６月中間期 81,423 46,675 57.3 338.28

17年12月期 84,504 46,903 55.5 351.43

（注）①期末発行済株式数 18年６月中間期 133,372,167株 17年６月中間期 137,976,735株 17年12月期 133,393,231株

②期末自己株式数 18年６月中間期 317,136株 17年６月中間期 7,293,568株 17年12月期 296,072株

２．18年12月期の業績予想（平成18年１月１日～平成18年12月31日）

売上高 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

通期 96,000 2,100 1,500

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　11円25銭

３．配当状況

 ・現金配当 １株当たり配当金（円） 

期末 年間

17年12月期 5.00 5.00

18年12月期（実績） －  

18年12月期（予想） 5.00 5.00

※　上記の予想は本資料の発表日現在における将来の見通し、計画のもととなる前提、予想を含んで掲載しております。

実際の業績は、今後様々な要因によって上記予測とは大きく異なる結果となる可能性があります。なお、上記業績予

想に関する事項は、添付資料の７ページを参照してください。
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６．個別中間財務諸表等
(1) 中間貸借対照表

  
前中間会計期間末

（平成17年６月30日）
当中間会計期間末

（平成18年６月30日）
前事業年度の要約貸借対照表

（平成17年12月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ　流動資産           

１　現金および預金  4,634   5,854   2,909   

２　受取手形 ※５ 2,222   1,890   2,668   

３　売掛金  23,091   22,599   30,409   

４　たな卸資産  13,610   14,245   12,564   

５　繰延税金資産  1,261   1,204   964   

６　その他 ※６ 4,402   4,063   2,094   

貸倒引当金  △13   △9   △12   

流動資産合計   49,209 60.4  49,848 59.9  51,599 61.1

Ⅱ　固定資産           

１　有形固定資産

※１,
　
２,
３

         

(1）建物  7,756   7,130   7,385   

(2）機械装置  6,637   6,740   6,608   

(3）その他  4,130   4,096   4,036   

計  18,524   17,967   18,031   

２　無形固定資産  839   1,678   1,052   

３　投資その他の資産           

(1）投資有価証券  7,223   7,838   8,259   

(2）その他  6,118   6,347   6,012   

貸倒引当金  △491   △455   △450   

計  12,850   13,730   13,820  16.4

固定資産合計   32,213 39.6  33,377 40.1  32,904 38.9

資産合計   81,423 100.0  83,226 100.0  84,504 100.0
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前中間会計期間末

（平成17年６月30日）
当中間会計期間末

（平成18年６月30日）
前事業年度の要約貸借対照表

（平成17年12月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（負債の部）           

Ⅰ　流動負債           

１　支払手形 ※５ 4   11   9   

２　買掛金  5,450   5,926   5,816   

３　短期借入金 ※２ 3,500   3,500   3,500   

４　未払金  8,497   8,339   10,488   

５　賞与引当金  306   324   385   

６　役員賞与引当金  －   16   －   

７　その他
※５, 
６
７

12,130   9,135   9,954   

流動負債合計   29,889 36.7  27,254 32.7  30,154 35.7

Ⅱ　固定負債           

１　長期借入金  4,000   9,000   6,000   

２　繰延税金負債  320   730   891   

３　役員退職慰労
引当金

 483   526   502   

４　長期預り金  54   47   53   

固定負債合計   4,858 6.0  10,303 12.4  7,446 8.8

負債合計   34,748 42.7  37,557 45.1  37,601 44.5

           

（資本の部）           

Ⅰ　資本金   20,972 25.8  － －  20,972 24.8

Ⅱ　資本剰余金           

１　資本準備金  5,343   －   5,343   

２　その他資本剰余金  14,700   －   11,471   

資本剰余金合計   20,043 24.6  － －  16,815 19.9

Ⅲ　利益剰余金           

１　任意積立金  3,703   －   3,703   

２　中間（当期）
未処分利益

 3,570   －   4,586   

利益剰余金合計   7,274 8.9  － －  8,289 9.8

Ⅳ　その他有価証券評価
差額金

  328 0.4  － －  908 1.1

Ⅴ　自己株式   △1,943 △2.4  － －  △82 △0.1

資本合計   46,675 57.3  － －  46,903 55.5

負債・資本合計   81,423 100.0  － －  84,504 100.0
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前中間会計期間末

（平成17年６月30日）
当中間会計期間末

（平成18年６月30日）
前事業年度の要約貸借対照表

（平成17年12月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

１　資本金   － －  20,972 25.2  － －

２　資本剰余金           

 (1) 資本準備金  －   5,343   －   

(2) その他資本
剰余金

 －   11,472   －   

資本剰余金合計   － －  16,815 20.2  － －

３　利益剰余金           

 (1) その他利益剰余
金

          

固定資産圧縮
積立金

 －   607   －   

別途積立金  －   5,000   －   

繰越利益剰余金  －   1,665   －   

利益剰余金合計   － －  7,273 8.7  － －

４　自己株式   － －  △90 △0.1  － －

株主資本合計   － －  44,971 54.0  － －

Ⅱ　評価・換算差額等           

１　その他有価証券
評価差額金

  － －  673 0.9  － －

２　繰延ヘッジ損益   － －  22 0.0  － －

評価・換算差額等
合計

  － －  696 0.9  － －

純資産合計   － －  45,668 54.9  － －

負債および純資産
合計

  － －  83,226 100.0  － －
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(2) 中間損益計算書

  
前中間会計期間

（平成17年１月１日から
平成17年６月30日まで）

当中間会計期間
（平成18年１月１日から
平成18年６月30日まで）

前事業年度の要約損益計算書
（平成17年１月１日から
平成17年12月31日まで）

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   42,697 100.0  42,547 100.0  93,613 100.0

Ⅱ　売上原価   29,944 70.1  30,155 70.9  65,367 69.8

売上総利益   12,752 29.9  12,392 29.1  28,245 30.2

Ⅲ　販売費および一般管
理費

  12,520 29.4  13,039 30.6  26,188 28.0

営業利益または
営業損失（△）

  231 0.5  △647 △1.5  2,057 2.2

Ⅳ　営業外収益           

１　受取利息および配
当金

 1,323   243   1,397   

２　その他  38 1,362 3.2 68 311 0.7 109 1,506 1.6

Ⅴ　営業外費用           

１　支払利息  44   59   98   

２　その他  28 73 0.1 34 93 0.2 31 129 0.1

経常利益または
経常損失（△）

  1,520 3.6  △429 △1.0  3,434 3.7

Ⅵ　特別利益           

１　固定資産売却益 ※１ 213   2   3,608   

２　投資有価証券
売却益

 0   18   0   

３　国庫補助金
受入額

 68   60   68   

４　移転補償金
受入額

 15   －   15   

５　その他 ※３ 28 326 0.8 2 84 0.2 64 3,758 4.0

Ⅶ　特別損失           

１　固定資産処分損 ※２ 162   73   568   

２　固定資産圧縮損  68   60   1,123   

３　固定資産圧縮特別
勘定繰入額

 －   －   2,136   

４　投資有価証券
売却損

 2   －   －   

５　投資有価証券
評価損

 13   34   20   

６　早期退職者割増金  111   44   146   

７　その他 ※４ 1 360 0.9 21 234 0.6 7 4,003 4.3

税引前中間
（当期）純利益
または中間純損失
（△）

  1,486 3.5  △580 △1.4  3,189 3.4

法人税、住民税
および事業税

 157   △255   375   

法人税等調整額  － 157 0.4 － △255 △0.6 469 844 0.9

中間（当期）
純利益または中間
純損失（△）

  1,329 3.1  △324 △0.8  2,344 2.5

前期繰越利益   2,241   －   2,241  

中間（当期）
未処分利益

  3,570   －   4,586  
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(3) 中間株主資本等変動計算書

当中間会計期間　（平成18年１月１日から　平成18年６月30日まで）

株主資本

資本金

 資本剰余金  利益剰余金

自己株式
株主資本
合計資本

準備金

その他
資本
剰余金

資本
剰余金
合計

その他利益剰余金
利益
剰余金
合計

固定資産
圧縮
積立金

別途
積立金

繰越
利益
剰余金

平成17年12月31日　残高

（百万円）
20,972 5,343 11,471 16,815 703 3,000 4,586 8,289 △82 45,994

中間会計期間中の変動額

固定資産圧縮積立金の取崩し     △95  95 －  －

別途積立金の積立て      2,000 △2,000 －  －

剰余金の配当       △666 △666  △666

利益処分による役員賞与       △24 △24  △24

中間純利益       △324 △324  △324

自己株式の取得         △8 △8

自己株式の処分   0 0     0 0

株主資本以外の項目の中間

会計期間中の変動額（純額）
          

中間会計期間中の変動額合計

（百万円）
－ － 0 0 △95 2,000 △2,920 △1,015 △7 △1,023

平成18年６月30日　残高

（百万円）
20,972 5,343 11,472 16,815 607 5,000 1,665 7,273 △90 44,971

評価・換算差額等

純資産合計
その他
有価証券
評価
差額金

繰延
ヘッジ損
益

評価・
換算
差額等
合計

平成17年12月31日　残高

（百万円）
908 － 908 46,903

中間会計期間中の変動額

固定資産圧縮積立金の取崩し    －

別途積立金の積立て    －

剰余金の配当    △666

利益処分による役員賞与    △24

中間純利益    △324

自己株式の取得    △8

自己株式の処分    0

株主資本以外の項目の中間

会計期間中の変動額（純額）
△234 22 △211 △211

中間会計期間中の変動額合計

（百万円）
△234 22 △211 △1,234

平成18年６月30日　残高

（百万円）
673 22 696 45,668
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前中間会計期間

（平成17年１月１日から
平成17年６月30日まで）

当中間会計期間
（平成18年１月１日から
平成18年６月30日まで）

前事業年度
（平成17年１月１日から
平成17年12月31日まで）

１　資産の評価基準および

評価方法

(1）有価証券

子会社株式および関連会社株式

移動平均法による原価法

(1）有価証券

子会社株式および関連会社株式

同左

(1）有価証券

子会社株式および関連会社株式

同左

 その他有価証券

時価のあるもの

　中間決算日の市場価格等に

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）

その他有価証券

時価のあるもの

同左

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

　移動平均法による原価法

時価のないもの

同左

時価のないもの

同左

 (2）デリバティブ

時価法

(2）デリバティブ

同左

(2）デリバティブ

同左

 (3）たな卸資産

移動平均法による原価法

(3）たな卸資産

同左

(3）たな卸資産

同左

２　固定資産の減価償却の

方法

(1）有形固定資産

定率法

　ただし、平成10年４月１日以

降に取得した建物については定

額法によっております。

　なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。

建物　　　15～45年

機械装置　４～12年

(1）有形固定資産

同左

 

　

 

 

(1）有形固定資産

同左

 

 

 

 (2）無形固定資産

定額法

　なお、ソフトウェア（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

 

(2）無形固定資産

同左

 

３　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

能性を勘案し、回収不能見込額を

計上しております。

(1）貸倒引当金

同左

(1）貸倒引当金

同左

 (2）賞与引当金

　従業員の賞与の支給に備えるた

め、将来の賞与支給見込額のうち

当中間会計期間負担額を計上して

おります。

(2）賞与引当金

同左

(2）賞与引当金

　従業員の賞与の支給に備えるた

め、将来の賞与支給見込額のうち

当事業年度の負担額を計上してお

ります。
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項目
前中間会計期間

（平成17年１月１日から
平成17年６月30日まで）

当中間会計期間
（平成18年１月１日から
平成18年６月30日まで）

前事業年度
（平成17年１月１日から
平成17年12月31日まで）

 (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

務および年金資産の見込額に基づ

き、当中間会計期間末において発

生していると認められる額を計上

しております。

　なお、会計基準変更時差異

（3,249百万円）については、15

年による按分額を費用処理してお

ります。

　また、数理計算上の差異は、各

期の発生時における従業員の平均

残存勤務期間以内の一定の年数

（10年）による定額法により、そ

れぞれ発生の翌事業年度から損益

処理しております。

　過去勤務債務は、その発生時の

従業員の平均残存勤務期間以内の

一定の年数（10年）による定額法

により損益処理しております。

(3）退職給付引当金

同左

(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

務および年金資産の見込額に基づ

き、計上しております。

　なお、会計基準変更時差異

（3,249百万円）については、15

年による按分額を費用処理してお

ります。

　また、数理計算上の差異は、各

期の発生時における従業員の平均

残存勤務期間以内の一定の年数

（10年）による定額法により、そ

れぞれ発生の翌事業年度から損益

処理しております。

　過去勤務債務は、その発生時の

従業員の平均残存勤務期間以内の

一定の年数（10年）による定額法

により損益処理しております。

 (4）役員退職慰労引当金

　役員、執行役員および執行理事

の退職慰労金の支出に備えるため、

内規に基づく中間期末要支給額を

計上しております。

(4）役員退職慰労引当金

同左

(4）役員退職慰労引当金

　役員、執行役員および執行理事

の退職慰労金の支出に備えるため、

内規に基づく期末要支給額を計上

しております。

 (5）役員賞与引当金

─────

(5）役員賞与引当金

役員に対して支給する賞与の支

出に充てるため、支給見込額の

うち当中間会計期間の負担額を

計上しております。 

（会計方針の変更）

当中間会計期間より、「役員賞

与に関する会計基準」（企業会

計基準第４号　平成17年11月29

日）を適用しております。

これにより、営業損失、経常損

失および税引前中間純損失が16

百万円増加しております。

(5）役員賞与引当金

─────

４　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 同左
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項目
前中間会計期間

（平成17年１月１日から
平成17年６月30日まで）

当中間会計期間
（平成18年１月１日から
平成18年６月30日まで）

前事業年度
（平成17年１月１日から
平成17年12月31日まで）

５　ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理によっておりま

す。

　なお、振当処理の要件を満たし

ている為替予約については振当処

理によっております。

(1）ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理によっており

ます。 

　なお、振当処理の要件を満たし

ている為替予約については振当処

理を、特例処理の要件を満たして

いる金利スワップについては特例

処理によっております。

(1）ヘッジ会計の方法

同左

 (2）ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段

　デリバティブ取引（為替予約

取引）

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段

 　デリバティブ取引（為替予約

取引、金利スワップ取引）

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

 ヘッジ対象

　相場変動等による損失の可能

性があり、相場変動等が評価に

反映されていないものおよび

キャッシュ・フローが固定され、

その変動が回避されるもの。

ヘッジ対象

 相場変動等による損失の可

能性があり、相場変動等が評価

に反映されていないものおよび

キャッシュ・フローが固定され、

その変動が回避されるもの。

 (3）ヘッジ方針

　当社の内規に基づき、通貨およ

び金利の取引における市場相場変

動およびキャッシュ・フロー変動

に対するリスク回避を目的として

デリバティブ取引を利用しており、

投機目的の取引は行っておりませ

ん。

(3）ヘッジ方針

同左

(3）ヘッジ方針

同左

 (4）ヘッジ有効性評価の方法

　ヘッジの有効性の判定は、原則

としてヘッジ開始時から有効性判

定時点までの期間において、ヘッ

ジ対象の相場変動またはキャッ

シュ・フロー変動の累計とヘッジ

手段の相場変動またはキャッ

シュ・フロー変動の累計とを比較

し、両者の変動額等を基礎にして

判断することとしております。

(4）ヘッジ有効性評価の方法

同左

(4）ヘッジ有効性評価の方法

同左

６　税効果会計 　当中間会計期間における税金費用

は簡便法により計算し、中間損益計

算書において一括して「法人税、住

民税および事業税」として記載して

おります。

同左 ─────

７　その他中間財務諸表（財

務諸表）作成のための基

準となる重要な事項

消費税等の会計処理

　税抜方式によっております。

消費税等の会計処理

同左

消費税等の会計処理

同左
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前中間会計期間
（平成17年１月１日から
平成17年６月30日まで）

当中間会計期間
（平成18年１月１日から
平成18年６月30日まで）

前事業年度
（平成17年１月１日から
平成17年12月31日まで）

────── （貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準）

 当中間会計期間より、「貸借対照

表の純資産の部の表示に関する会計

基準」（企業会計基準第５号　平成

17年12月９日）および「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基

準等の適用指針」（企業会計基準適

用指針第８号　平成17年12月９日）

を適用しております。

 従来の資本の部の合計に相当する

金額は45,645百万円であります。

 なお、中間財務諸表等規則の改正

により、当中間会計期間における中

間貸借対照表の純資産の部について

は、改正後の中間財務諸表等規則に

より作成しております。

──────

追加情報

前中間会計期間
（平成17年１月１日から
平成17年６月30日まで）

当中間会計期間
（平成18年１月１日から
平成18年６月30日まで）

前事業年度
（平成17年１月１日から
平成17年12月31日まで）

外形標準課税

　「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、平成16年

４月１日以後に開始する事業年度よ

り外形標準課税制度が導入されたこ

とに伴い、当中間会計期間から「法

人事業税における外形標準課税部分

の損益計算書上の表示についての実

務上の取扱い」（平成16年２月13日

　企業会計基準委員会　実務対応報

告第12号）に従い法人事業税の付加

価値割および資本割については、販

売費および一般管理費（80百万円）

に計上しております。

──────

 

 外形標準課税

「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、平成16年

４月１日以後に開始する事業年度よ

り外形標準課税制度が導入されたこ

とに伴い、当期から「法人事業税に

おける外形標準課税部分の損益計算

書上の表示についての実務上の取扱

い」（平成16年２月13日　企業会計

基準委員会　実務対応報告第12号）

に従い法人事業税の付加価値割およ

び資本割については、販売費および

一般管理費（150百万円）に計上して

おります。
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注記事項

（中間貸借対照表関係）

項目
前中間会計期間末

（平成17年６月30日）
当中間会計期間末

（平成18年６月30日）
前事業年度末

（平成17年12月31日）

※１　有形固定資産減価償却

累計額 39,961百万円 40,543百万円 40,050百万円

※２　担保に供している資産

ならびに担保付債務は次

のとおりであります。

   

(1）担保に供している資

産

   

建物、構築物、機械

装置、工具器具備品、

土地により組成した

工場財団

189百万円 182百万円 184百万円

(2）上記に対応する債務    

短期借入金 4百万円 4百万円 4百万円

※３　圧縮記帳額    

　収用と国庫補助金の受

入れにより、取得価額よ

り控除している固定資産

の圧縮記帳額

 68百万円

 

 1,762百万円

 

 1,123百万円

 

　４　偶発債務    

　(１）保証債務

　下記会社等の金融機関

借入金に対し保証を行っ

ております。

   

サンバイオ㈱

天草酒販㈱

従業員（提携カード

ローン）

従業員（住宅貸付金）

計

626百万円

20百万円

66百万円

251百万円

964百万円

397百万円

－百万円

58百万円

218百万円

674百万円

511百万円

－百万円

64百万円

225百万円

802百万円

 (２）手形信託譲渡高 －百万円 92百万円 －百万円

※５　中間期末日（期末日）

満期手形の処理

───── ───── 　決算期末日満期手形の会計処理は、

手形交換日をもって決済処理してお

ります。

　なお、当決算期末日が金融機関の

休日であったため、次の決算期末日

満期手形が決算期末日残高に含まれ

ております。

   受取手形 362百万円

支払手形 1百万円

設備関係支払

手形

171百万円

※６　仮払消費税等・仮受消

費税等

　仮払消費税等、仮受消費税等はそ

れぞれ流動資産「その他」、流動負

債「その他」に含めて表示しており

ます。

同左 ─────

※７　収用にともなう未決算

特別勘定

　流動負債のその他のうち、川崎工

場の収用による未決算特別勘定残高

3,394百万円

　流動負債のその他のうち、川崎工

場の収用による未決算特別勘定残高

435百万円

　流動負債のその他のうち、川崎工

場の収用による未決算特別勘定残高

2,136百万円
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（中間損益計算書関係）

項目
前中間会計期間

（平成17年１月１日から
平成17年６月30日まで）

当中間会計期間
（平成18年１月１日から
平成18年６月30日まで）

前事業年度
（平成17年１月１日から
平成17年12月31日まで）

※１　固定資産売却益の内訳    

寮・社宅他

工場土地売却他

213百万円

－百万円

2百万円

－百万円

21百万円

3,396百万円

※２　固定資産処分損の内訳    

建物および構築物

機械装置および運搬具

その他有形固定資産

解体費、その他

計

17百万円

96百万円

1百万円

47百万円

162百万円

13百万円

5百万円

23百万円

30百万円

73百万円

33百万円

184百万円

8百万円

341百万円

568百万円

※３　特別利益その他の内訳    

貸倒引当金戻入益 28百万円 2百万円 64百万円

※４　特別損失その他の内訳    

出資金評価損

アスベスト対策費

貸倒引当金繰入額

会員権評価損

計

1百万円

－百万円

－百万円

0百万円

1百万円

－百万円

16百万円

4百万円

－百万円

21百万円

1百万円

－百万円

－百万円

0百万円

1百万円

　５　減価償却実施額    

有形固定資産

無形固定資産

計

955百万円

122百万円

1,077百万円

977百万円

148百万円

1,126百万円

2020百万円

260百万円

2,281百万円

（中間株主資本等変動計算書関係）

 当中間会計期間　（平成18年１月１日から　平成18年６月30日まで）

 自己株式の種類および株式数に関する事項  

 
前事業年度末

株式数（株）

当中間会計期間

増加株式数（株）

当中間会計期間

減少株式数（株）

当中間会計期間末株式数

（株）

普通株式 296,072 23,154 2,090 317,136

  合計 296,072 23,154 2,090 317,136

 (注）　普通株式の自己株式の増加23,154株は、単元未満株式の買取による増加であり、減少2,090株は、単元未満株式

の買増請求による売渡であります。
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①　リース取引

項目
前中間会計期間

（平成17年１月１日から
平成17年６月30日まで）

当中間会計期間
（平成18年１月１日から
平成18年６月30日まで）

前事業年度
（平成17年１月１日から
平成17年12月31日まで）

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

（借主側）

(1）リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額および中間

期末残高相当額

（借主側）

(1）リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額および中間

期末残高相当額

（借主側）

(1）リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額および期末

残高相当額

 

 

取得
価額
相当額
(百万円)

減価
償却
累計額
相当額
(百万円)

中間期
末残高
相当額
(百万円)

有形固
定資産
その他

961 652 309

無形固
定資産

53 39 14

合計 1,015 691 323

 

取得
価額
相当額
(百万円)

減価
償却
累計額
相当額
(百万円)

中間期
末残高
相当額
(百万円)

有形固
定資産
その他

541 294 247

無形固
定資産

12 8 3

合計 554 302 251

 

取得
価額
相当額
(百万円)

減価
償却
累計額
相当額
(百万円)

期末
残高
相当額
(百万円)

有形固
定資産
その他

962 711 251

無形固
定資産

52 43 8

合計 1,014 755 259

 (2）未経過リース料中間期末残高相

当額

(2）未経過リース料中間期末残高相

当額

(2）未経過リース料期末残高相当額

 １年以内 187百万円

１年超 136百万円

合計 323百万円

１年以内 107百万円

１年超 143百万円

合計 251百万円

１年以内 133百万円

１年超 126百万円

合計 259百万円

 　なお、未経過リース料中間期末

残高相当額の有形固定資産および

無形固定資産の中間期末残高等に

対する比率が低いため、「支払利

子込み法」により算定しておりま

す。

　なお、未経過リース料中間期末

残高相当額の有形固定資産および

無形固定資産の中間期末残高等に

対する比率が低いため、「支払利

子込み法」により算定しておりま

す。

　なお、未経過リース料期末残高

相当額の有形固定資産および無形

固定資産の期末残高等に対する比

率が低いため、「支払利子込み

法」により算定しております。

 (3）支払リース料および減価償却費

相当額

(3）支払リース料および減価償却費

相当額

(3）支払リース料および減価償却費

相当額

 支払リース料 126百万円

減価償却費

相当額
126百万円

支払リース料 76百万円

減価償却費

相当額
76百万円

支払リース料 248百万円

減価償却費

相当額
248百万円

 (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

(4）減価償却費相当額の算定方法

同左

②　有価証券

前中間会計期間（平成17年１月１日から　平成17年６月30日まで）、当中間会計期間（平成18年１月１日から　

　平成18年６月30日まで）および前事業年度（平成17年１月１日から　平成17年12月31日まで）

　子会社株式および関連会社株式で時価のあるものは、ありません。

（１株当たり情報）

　中間連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
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（重要な後発事象）

前中間会計期間
（平成17年１月１日から
平成17年６月30日まで）

当中間会計期間
（平成18年１月１日から
平成18年６月30日まで）

前事業年度
（平成17年１月１日から
平成17年12月31日まで）

　平成16年３月25日開催の定時株主総

会において、商法第210条第１項の規

定に基づき、自己株式の取得に関する

取締役会への授権決議を行っておりま

す。

　これを受けて平成17年７月26日開催

の取締役会において、自己株式（普通

株式）3,300,000株の取得ならびに自

己株式の公開買付けを決議しました

（買付けの期間　平成17年８月１日か

ら　平成17年９月21日、買付けの価格

　１株につき300円。）

　公開買付けの結果、普通株式

3,097,000株（取得価額905百万円）を

取得しております。

───── ─────

－ 53 －



７．部門別売上高
 （百万円未満切捨）

事業の種類別
前中間会計期間

（平成17年１月１日から
平成17年６月30日まで）

当中間会計期間
（平成18年１月１日から
平成18年６月30日まで）

増減比
％

酒類 34,090 33,250 △2.5

（洋酒） ワイン 10,363 10,632 2.6

低アルコール 4,185 3,963 △5.3

その他洋酒 2,458 2,374 △3.4

洋酒計 17,007 16,970 △0.2

（和酒） 焼酎 10,330 9,680 △6.3

その他和酒 6,753 6,600 △2.3

和酒計 17,083 16,280 △4.7

医薬・化学品 2,578 2,808 8.9

飼料 5,511 6,020 9.2

その他 516 468 △9.4

合計 42,697 42,547 △0.4

－ 54 －


