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１．18年６月中間期の連結業績（平成18年１月１日～平成18年６月30日）

(1）連結経営成績 （百万円未満切捨て）

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 57,627 (△2.6) 2,008 (△11.0) 2,029 (△13.2)

17年６月中間期 59,180 (0.2) 2,256 (△3.4) 2,337 (△1.9)

17年12月期 122,775 5,237 5,372

中間（当期）純利益
１株当たり中間
（当期）純利益

潜在株式調整後１株当たり
中間（当期）純利益

百万円 ％ 円 銭 円 銭

18年６月中間期 2,520 (78.5) 34 08 － －

17年６月中間期 1,412 (△10.1) 19 10 － －

17年12月期 3,148 41 72 － －

（注）①持分法投資損益 18年６月中間期 △84百万円 17年６月中間期 11百万円 17年12月期 9百万円

②期中平均株式数（連結） 18年６月中間期 73,952,376株 17年６月中間期 73,961,195株 17年12月期 73,958,879株

③会計処理の方法の変更 有

④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）連結財政状態  

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 94,295 54,761 58.1 740 50

17年６月中間期 90,468 50,545 55.9 683 44

17年12月期 94,910 53,721 56.6 725 57

（注）期末発行済株式数（連結） 18年６月中間期 73,952,139株 17年６月中間期 73,958,061株 17年12月期 73,952,588株

(3）連結キャッシュ・フローの状況  

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

18年６月中間期 △5,742 △4,206 △887 17,294

17年６月中間期 △3,464 △4,960 △744 19,678

17年12月期 5,040 △5,046 △749 28,126

(4）連結範囲及び持分法の適用に関する事項

連結子会社数 14社 持分法適用非連結子会社数 －社 持分法適用関連会社数 3社

(5）連結範囲及び持分法の適用の異動状況

連結（新規） 1社 （除外） －社 持分法（新規） －社 （除外） －社

２．18年12月期の連結業績予想（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 126,000 5,800 4,700

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　63円55銭　　　　営業利益（通期） 5,800百万円

上記の業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づいております。実際の業績は、様々な要因によ

り予想数値とは大きく異なる結果となる可能性があります。

上記の業績予想に関連する事項につきましては、添付資料の6ページを参照して下さい。



１．企業集団の状況
　当社グループ（当社および当社の関係会社）は、「カルピス」、「カルピスウォーター」、「アミールＳ」、「健茶

王」、缶コーヒー「Ｂｌｅｎｄｙ」、ナチュラルミネラルウォーター「ｅｖｉａｎ（エビアン）」等の各種飲料の製造

販売を主な事業とし、当社、子会社14社（内、連結子会社14社）、関連会社４社（内、持分法適用関連会社３社）およ

びその他の関係会社１社にて構成されております。

　当社グループの事業内容および当社と関係会社の事業に係る位置づけ、事業の種類別セグメントとの関係は以下のと

おりです。

（飲料・健康機能性食品事業）

　主として当社が製造し、当社のその他の関係会社である味の素株式会社を国内における総発売元（酒類を除く）とし、

卸店より小売店を通じて消費者に販売しております。

連結子会社 カルピスビバレッジ㈱（本社） 自動販売機向け飲料の販売

カップベンダー用カルピス原液の販売

東北カルピスビバレッジ㈱

カルピスビバレッジ㈱（東京）

カルピスビバレッジ㈱（阪名）

カルピスビバレッジ㈱（西日本）

西武商事㈱

自動販売機およびルートセールスを中心とした飲料の

販売

沖縄カルピス販売㈱ 自動販売機を中心とした飲料の販売および飲料・ギフ

ト製品の卸店への販売

台灣可爾必思股份有限公司 台湾における飲料の製造販売

カルピスＵＳＡ㈱ 米国における当社製品の輸入販売および食品の製造販

売

カルピス伊藤忠ミネラルウォーター㈱ ナチュラルミネラルウォーターの輸入販売

カルピスビジネスサポート㈱ 販売促進等サービスの提供

リース・保険等サービスの提供

カルピス物流サービス㈱ 当社製品の物流業務

持分法適用関連会社 カルピス味の素ダノン㈱ チルド飲料の販売

味の素カルピスビバレッジ

インドネシア㈱

インドネシアにおける飲料の製造販売

タイ味の素カルピスビバレッジ㈱ タイにおける飲料の製造販売

（食品その他事業）

食品　：乳製品については、当社が製造し、連結子会社が卸店等へ販売しております。

チルド・デザート製品については、関連会社が製造販売しております。

その他：当社が不動産賃貸事業を行っております。

連結子会社がリース・保険・不動産の仲介等のサービスを、当社、子会社、関連会社に提供しております。

連結子会社 カルピスフーズサービス㈱ 乳製品等の販売

カルピスビジネスサポート㈱ リース・保険等サービスの提供

カルピスＵＳＡ㈱ 米国における当社製品の輸入販売

ＣＡエステート㈱ 不動産の活用・仲介

持分法適用関連会社 カルピス味の素ダノン㈱ チルド・デザート製品の製造販売

持分法非適用関連会社 パンピー食品㈱ チルド製品の製造販売
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　事業系統図は次のとおりです。

 

 
《連結子会社》 
 ＣＡエステート㈱ 

 
《連結子会社》 
 カルピス物流サービス㈱ 

物 流 業 務 
 
《連結子会社》 
 カルピスフーズサービス㈱ 

乳製品販売 

 
《関連会社》 
 パンピー食品㈱ 

チルド製品製造販売 

 
《連結子会社》 
 台灣可爾必思股有限公司 
 カルピスＵＳＡ㈱ 
《持分法適用関連会社》 
 味の素カルピスビバレッジインドネシア㈱ 
 タイ味の素カルピスビバレッジ㈱ 

 
《連結子会社》 
 カルピスＵＳＡ㈱ 

販 売 業 務 

 
《その他の関係会社》  味  の  素  ㈱ 

国内総発売元（酒類除く） 

 
《持分法適用関連会社》 
 カルピス味の素ダノン㈱ 

チルド製品製造販売 
 
《連結子会社》 
 カルピス伊藤忠ミネラルウォーター㈱ 

輸入・販売業務 

 
《連結子会社》 
 東北カルピスビバレッジ㈱ 
 カルピスビバレッジ㈱（東京） 
 カルピスビバレッジ㈱（阪名） 
 カルピスビバレッジ㈱（西日本） 
 沖縄カルピス販売㈱ 

 
《連結子会社》 
 カルピスビバレッジ㈱（本社） 

販 売 業 務 

カ  ル  ピ  ス  株  式  会  社 

 
《連結子会社》 
 カルピスビジネスサポート㈱ 

サービス業務 

製 造 販 売 

 
《連結子会社》 
 カルピスフーズサービス㈱ 
 沖縄カルピス販売㈱ 

 
《連結子会社》 
 西武商事㈱ 

販 売 業 務 

販 売 業 務 

販 売 業 務 

不動産業務 

消   費   者 

：商品の販売 
：原材料の仕入・役務の提供 
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２．経営方針
１．経営の基本方針

　当社グループは「『魅力と価値のある商品や技術』を提供して、“心とからだの健康”に役立ち、社会に貢献でき

る企業を目指す」ことを企業理念として、事業活動を展開しております。また、メーカーの原点である製品の品質・

安全性の確保をはじめ、環境経営の推進などＣＳＲ（企業の社会的責任）への対応にも積極的に取り組んでいく所存

です。

２．利益配分に関する方針

　当社グループは、企業価値の向上を図りつつ、企業体質の強化と今後の事業展開を勘案し、連結での配当性向３０％

を目処に配当の安定と配当水準の向上に努めてまいります。また、自己株式の取得・保有を実行することにより、資

本効率の向上に加え、今後の事業展開における株式交換等を視野に入れた機動的な財務運営に備えております。また、

内部留保資金については、設備投資や研究開発、国際化や情報化に対応するための投資をはじめ、新たな領域におけ

る事業化促進のためのＭ＆Ａ投資など、当社グループの将来の資金需要にあててまいります。

　なお、当連結会計年度の配当金につきましては、1株当たり中間配当金６円、期末配当金６円の年間配当金１２円を

予定しております。

３．株式投資単位引下げに関する考え方および方針等

　当社にとりましては、投資家層の拡大および株式の流動性の向上は、資本政策上の重要課題の一つであります。投

資単位の引き下げにつきましては、市場の動向を見極めながら費用ならびに効果などを株主利益の視点から慎重に検

討した上で、投資しやすい環境を整えてまいりたいと考えております。

４．目標とする経営指標

　当社グループでは、平成１７年度より「３ヵ年（２００５年～２００７年）中期経営計画」をスタートさせており

ます。この計画に基づき、当社グループでは平成１９年度に営業利益率５％台を実現することを目指し、「健康機能

性飲料・食品事業」、「乳性飲料事業」、「海外事業」の３事業を重点事業領域と位置づけ、売上高・利益の拡大を

図ってまいります。

５．対処すべき課題

　飲料業界におきましては、市場の成熟化や製品の低価格化が進む中で機能性飲料をはじめとする健康関連製品が数

多く登場するなど、ひきつづき激しい企業間競争が続くことが予想されます。このような経営環境のもと、当社グルー

プでは、「３ヵ年（２００５年～２００７年）中期経営計画」において次の７項目を経営の基本方針とし、「『健康

機能性飲料・食品』と『乳性飲料』のグローバルな事業展開による付加価値型企業グループの実現」を目指して経営

を推進しております。

１) 新事業・新製品開発力の強化

　新事業・新製品を開発し、絶えず既存の事業や製品を見直すことにより、「魅力と価値のある商品」を市場に提

供し続けていきます。

２) 固有技術力の強化と活用

　当社固有の“技術やノウハウ”の領域を拡げるとともに、質的な向上を図って事業基盤を一層強固なものとして

いきます。

３) コスト競争力と営業力の強化

　コスト競争力と営業力のさらなる強化を図り、激しさを増す企業間競争に対処していきます。

４) 事業のグローバル化の推進

　グローバリゼーション（国際化）に積極的に対応していきます。

５) 品質・安全性の追求

　製品の品質および安全性の向上について、万全を期して対応します。

６) ＣＳＲ（企業の社会的責任）の推進

　ＣＳＲに関する当社グループ共通の価値観を醸成し、社会に対する責任を果たし、当社グループの持続的な発展

を目指します。

７) 率先行動する明るく逞しい企業風土の醸成

　社員一人ひとりが自主性をもって能力と個性を発揮し、創造性にあふれた活力ある企業風土をつくります。
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３．経営成績及び財政状態
１．経営成績

１）業績全般の概況

　当中間連結会計期間におけるわが国経済は、個人消費や設備投資がひきつづき緩やかに回復するなど、景気は総

じて堅調に推移したとみられております。

　飲料業界におきましては、原油高や原材料相場の高騰がコストを押し上げる一方で、販売競争の激化により拡売

費がひきつづき増加するなど厳しい企業環境が続きました。

　このような状況のもと、当社グループでは、主力の乳性飲料を中心として積極的な拡販施策を展開するとともに、

機能性食品素材の販売や知財供与ビジネスにも前向きに取り組み、売上高の拡大および収益性の向上に努めてまい

りましたが、当中間連結会計期間の売上高は576億２千７百万円（前中間連結会計期間比2.6％減）となり、経常利

益は　20億２千９百万円（前中間連結会計期間比13.2％減）、中間（当期）純利益は25億２千万円（前中間連結会

計期間比78.5％増）となりました。

２）主な勘定科目等の増減の状況

(1）売上高

　売上高は前中間連結会計期間を15億５千２百万円下回り、576億２千７百万円（前中間連結会計期間比2.6％減）

となりました。コンク飲料は前中間連結会計期間を上回りましたが、天候不順などの影響により、ストレート飲

料の売上が減少したほか、健康機能性飲料も前中間連結会計期間を下回りました。

(2）売上原価、販売費及び一般管理費

　売上原価は前中間連結会計期間から２億７百万円減少し、289億４千８百万円（前中間連結会計期間比0.7％減）

となりました。砂糖および原油などの原材料コストの増加もあり、売上原価の売上高に対する比率は0.9ポイント

上昇し、50.2％となりました。

　販売費及び一般管理費は固定費の圧縮に努め、前中間連結会計期間から10億９千８百万円減少し、266億７千万

円（前中間連結会計期間比4.0％減）となりました。

(3）営業利益

　営業利益は前中間連結会計期間から２億４千７百万円減少し、20億８百万円（前中間連結会計期間比11.0％減）

となりました。固定費の圧縮に努めたものの、売上高の減少と原材料コストの増大などにより減益となりました。

(4）営業外収益・費用

　営業外収支差は前中間連結会計期間から６千万円減少し、２千万円となりました。受取利息から支払利息を差

し引いた利息収支は前中間連結会計期間から１百万円の増加となりました。持分法投資損益につきましては、前

中間連結会計期間から９千５百万円減少し、８千４百万円の損失となりました。

(5）経常利益

　経常利益は前中間連結会計期間から３億８百万円減少し、20億２千９百万円（前中間連結会計期間比13.2％減）

となりました。

(6）特別利益

　特別利益は前中間連結会計期間の１億５千５百万円に対し、当中間連結会計期間は26億１千８百万円となりま

した。前中間連結会計期間は関係会社株式売却益１億３千８百万円を計上しましたが、当中間連結会計期間は土

地の譲渡による固定資産売却益26億１千５百万円を計上しました。

(7）特別損失

　特別損失は前中間連結会計期間の７億８千８百万円に対し、当中間連結会計期間は１億５千４百万円となりま

した。前中間連結会計期間は減損会計の早期適用により、減損損失を５億７千５百万円計上しましたが、当中間

連結会計期間は工場設備などの固定資産除却損を１億２千５百万円計上しております。

(8）中間（当期）純利益

　中間（当期）純利益は前中間連結会計期間の14億１千２百万円に対し、当中間連結会計期間は78.5％増の25億

２千万円となりました。これにより当中間連結会計期間の１株当たり中間（当期）純利益は34円08銭となりまし

た。
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３）セグメント別の概況

［飲料・健康機能性食品セグメント］

　飲料・健康機能性食品セグメントの売上高は516億７千万円（前中間連結会計期間比4.2％減）、営業利益は14億

４千２百万円（前中間連結会計期間比28.8％減）となりました。当セグメントにおいては、当社の主力商品である

「カルピス」やナチュラルミネラルウォーター「ｅｖｉａｎ（エビアン）」が順調に売上を伸ばしましたが、「カ

ルピスウォーター」や冬用ホット飲料「ほっとレモン」などが苦戦し、売上高は前中間連結会計期間を下回りまし

た。

［食品その他セグメント］

　食品その他セグメントの売上高は59億５千７百万円（前中間連結会計期間比13.1％増）、営業利益は５億６千６

百万円（前中間連結会計期間比147.5％増）となりました。

４）主な事業別の概況

　主な事業別の売上高等の状況は次のとおりであります。

［飲料（止渇型・嗜好型）・食品事業］

　飲料（止渇型・嗜好型）・食品事業の売上高は、527億５千８百万円（前中間連結会計期間比1.9％減）となりま

した。

(1）コンク飲料

　コンク飲料部門の売上高は、99億２千７百万円（前中間連結会計期間比3.8％増）となりました。

　当社の主力商品である「カルピス」や“「カルピス」フルーツ”は、広告や販促活動が功を奏し、売上は堅調

に推移しました。また、飲用酢市場の拡大に着目した“飲むお酢＆「カルピス」”は、健康志向の高まりを受け、

好調に推移しました。

(2）乳性ストレート飲料

　乳性ストレート飲料部門の売上高は、212億６千３百万円（前中間連結会計期間比6.7％減）となりました。

　主力商品の「カルピスウォーター」のプロモーションの効果があらわれず、また、「カルピスソーダ」や新製

品が伸び悩んだため、売上高は前中間連結会計期間を下回りました。

(3）その他ストレート飲料

　その他ストレート飲料部門の売上高は、171億６千３百万円（前中間連結会計期間比0.2％減）となりました。

　国際ブランド商品であるナチュラルミネラルウォーター「ｅｖｉａｎ（エビアン）」や果汁飲料

「Ｗｅｌｃｈ’ｓ（ウェルチ）」は堅調に推移しましたが、「ほっとレモン」を中心とする冬用ホット飲料が暖

冬の影響で前中間連結会計期間を下回りしました。

(4）食品

　食品部門の売上高は、バターの売上増により乳製品が増収となり、44億３百万円（前中間連結会計期間比3.9％

増）となりました。

(5）海外

　海外では、アジアにおいては、台湾で大手コンビニエンスストアとの取組みをひきつづき強化し、「可爾必思

（カルピス）」ブランドの新製品が順調に推移しました。また、タイにおいては、缶コーヒー“Ｂｉｒｄｙ”が

ひきつづき売上を伸ばしました。

　なお、中国においては、平成１７年９月に上海市で開始した「可尓必思（カルピス）」のテスト販売を継続し

ております。

［健康機能性飲料・食品事業］

　健康機能性飲料・食品事業の売上高は、33億１千５百万円（前中間連結会計期間比24.2％減）となりました。

　国内事業では、血圧調節作用のある「アミールＳ」シリーズについて、「アミールＳ/毎朝野菜」(特定保健用食

品）を３月に発売したものの、血圧領域以外の特定保健用食品も含め競合製品の発売が相次ぎ、売上高は前中間連

結会計期間を下回りました。

　食後の血糖値上昇抑制作用のある「健茶王」(特定保健用食品）は、平成１７年９月の“「健茶王」緑茶”の発売

により回復の兆しが見られたものの、競合製品発売の影響もあり伸び悩みました。

　近年特にその働きが注目されている乳酸菌「Ｌ－９２」菌を活用した「インターバランスＬ－９２」は、前年に

比べ花粉の飛散量が減少したこともあり、売上高は前中間連結会計期間を下回りました。一方、「Ｌ－９２」菌の

粉末素材を活用した製品開発および販売活動を日本コカ・コーラ社と共同で行い、１月に同社から緑茶タイプの新

製品が発売されました。

－ 5 －



　海外事業では、欧州においてユニリ－バ社が製造・販売する血圧調節作用を持つ食品に当社の健康・機能性食品

素材「ＡｍｅａｌＰｅｐｔｉｄｅ（アミールペプチド）」の基本特許および商標をライセンスする契約にもとづき、

平成１７年７月から供給を開始した血圧調節作用のある“「ＡｍｅａｌＰｅｐｔｉｄｅ（アミールペプチド）」Ｅ

－Ｐｏｗｄｅｒ”の販売が堅調に推移しました。また、米国ではひきつづき「Ａｍｅａｌ（アミール）Ｓ」（タブ

レット）の販路拡大に努めました。

［微生物活用事業］

　微生物活用事業の売上高は、７億２千万円（前中間連結会計期間比158.1％増）となりました。

　畜産用生菌剤「カルスポリン」が、世界最大の食品加工メーカーであるタイソン・フーズ社の米国におけるブロ

イラー飼育用の飼料添加物として全面採用された結果、大幅に増収となりました。

［その他事業］

　不動産賃貸収入をはじめとするその他事業の売上高は、８億３千２百万円（前中間連結会計期間比11.2％増）と

なりました。

５）通期の見通し

　下半期以降の日本経済につきましては、設備投資や個人消費など内需の主導により、ひきつづき緩やかな景気の

拡大が継続するものと思われます。

　しかしながら、飲料業界におきましては、原油価格などの高騰による原材料価格の上昇や販売競争の激化などに

より、厳しい企業環境が続くと思われます。

　このような経営環境のもとで、当社グループでは、付加価値型企業グループの構築に向け、「健康機能性飲料・

食品事業」、「乳性飲料事業」、「海外事業」に経営資源を重点的に投入し、経営基盤のさらなる強化に向けて全

社をあげて取り組んでまいります。

　また、生産革新、サプライチェーンマネジメント構築、間接・支援部門のスリム化などの実現を図るべく本年度

にスタートさせた業務改革プロジェクトの全社的な推進によって、コスト競争力の強化と収益力の向上を目指して

まいります。

　以上により、平成１８年１２月期の見通しにつきましては、売上高は1,260億円（前連結会計年度比2.6％増）、

経常利益58億円（前連結会計年度比8.0％増）、当期純利益47億円（前連結会計年度比49.3％増）を見込んでおりま

す。

　なお、上記の見通しは、本資料の発表日において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、

今後の様々な要因によって変動する場合があります。
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２．財政状態

１）キャッシュ・フローの状況

　当期の連結キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。

科目
前中間連結会計期間

（自　平成17年１月１日
至　平成17年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

増減
前連結会計年度

（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

（百万円）
△3,464 △5,742 △2,278 5,040

投資活動によるキャッシュ・フロー

（百万円）
△4,960 △4,206 754 △5,046

財務活動によるキャッシュ・フロー

（百万円）
△744 △887 △143 △749

現金及び現金同等物に係る換算差額

（百万円）
24 4 △20 58

現金及び現金同等物の増減額（百万円） △9,144 △10,832 △1,687 △696

現金及び現金同等物の中間期末（期末）残

高（百万円）
19,678 17,294 △2,384 28,126

　営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前中間（当期）純利益44億９千３百万円から固定資産売却益

26億１千５百万円、売上債権の増加額32億７千４百万円、たな卸資産の増加額17億１千６百万円および法人税等支

払額15億３百万円などを差引いた結果、57億４千２百万円の支出となりました。

　投資活動によるキャッシュ・フローは、固定資産売却により26億３千２百万円の収入がありましたが、投資有価

証券等取得による支出50億１百万円、固定資産の取得による支出18億４千８百万円などにより、42億６百万円の支

出となりました。

　財務活動によるキャッシュフローは、配当金の支払などにより８億８千７百万円の支出となりました。

　以上の結果、現金及び現金同等物の当中間期末残高は、前期末残高に比べ108億３千２百万円減少し、172億９千

４百万円となりました。

２）キャッシュ・フロー指標のトレンド

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度

自己資本比率（％） 55.9 58.1 56.6

時価ベースの自己資本比率（％） 63.7 80.9 64.0

債務償還年数（年） － － 0.5

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） － － 154.1

　（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

＊株式時価総額：　　　　　　　　　期末株価終値×期末発行株式数（自己株式控除後）

３．債務償還年数：　　　　　　　　　　有利子負債／営業キャッシュ・フロー

４．インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い

＊各指標はいずれも連結ベースの財務数値より算出しております。

＊営業キャッシュ・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・フローを使用して

おります。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すべての負債を

対象としております。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支払額を使用しており

ます。

＊前中間連結会計期間および当中間連結会計期間については、営業キャッシュ・フローがマイナスのため、債務

償還年数およびインタレスト・カバレッジ・レシオの表示はしておりません。
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３．事業等のリスク

　当社グループの業績および財政状態に影響を及ぼす可能性のあるリスクには、主に以下のようなものがあります。

　なお、文中における将来に関する事項は、本資料の発表日において入手可能な情報に基づき、当社グループが判断

したものであります。

１）国内市場環境

　当社グループでは、市場の動向を把握しつつ、グループの固有技術やノウハウを活用し、お客様のニーズにあっ

た商品の提供に努めております。

　しかしながら、当社グループの売上高の大部分を占める日本国内の景気が悪化し、個人消費が著しく低迷した場

合、あるいは飲料業界における競争激化が一層厳しさを増し、商品開発やマーケティング施策が十分な成果をあげ

られなかった場合には、当社グループの業績および財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

２）海外情勢

　当社グループは、米国、欧州、アジアなど、海外におきましても事業を展開しております。また、日本国内で独

占販売しているナチュラルミネラルウォーター「ｅｖｉａｎ（エビアン）」は、すべてフランスから輸入しており

ます。

　このため、海外の関連地域における政治や経済動向の変化、個人消費動向の変化、戦争・テロ・大規模な自然災

害などの事象が生じた場合には、当社グループの業績および財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

３）食の安全性

　当社グループは、製品の設計段階から関連部門による「製品審査」を行い、製品化を決定するとともに、製造段

階では、国際的に認められている管理基準を取得し、詳細な自主基準により製品の安全性と品質の確保に万全を期

しております。

　食の安全性がますます強く求められる中、このような取り組みの範囲を超えた重大な品質トラブルが発生した場

合、当社グループの評価が低下し、売上高の減少や多額のコスト発生などにより、業績および財政状態に影響を及

ぼす可能性があります。

４）自然災害

　当社グループの製品の大半は、自社工場である相模工場（神奈川県相模原市）、岡山工場（岡山県総社市）、群

馬工場（群馬県館林市）において製造しており、コスト競争力強化のため、これら自社工場の稼働率向上に積極的

に取り組んでおります。また、生産ラインの中断による供給不能リスクを回避するため、大部分の製品は２ヵ所以

上の工場で製造できるように製造ラインを設置しております。

　しかしながら、これらの地域において、大規模な地震などの長期にわたって操業を中断せざるを得ない事象が発

生した場合、製品の生産能力が著しく低下し、当社グループの業績および財政状態に影響を及ぼす可能性がありま

す。

５）天候

　当社グループの主力事業である飲料事業は、夏季の天候の影響を受ける可能性があり、冷夏や長雨などの天候不

良が当社グループの業績および財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

６）情報管理

　当社グループは、キャンペーンなどを通じてお客様の個人情報を相当数保有しております。当社グループでは、

お客様の個人情報を尊重し、適切に管理するために、「個人情報保護委員会」を設置し、従業員に対する啓発活動

を行うなど責任体制の強化に努めております。

　しかしながら、将来において情報漏えいなどの予期し得ない事象が発生した場合、当社グループの信用低下によ

り、業績および財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

７）法的規制

　当社グループは、事業を展開する各国において様々な法的規制を受けております。

　国内の事業におきましては、食品安全基本法をはじめ食品衛生法、製造物責任法（ＰＬ法）、薬事法、酒税法、

環境・リサイクル関連法規、不当景品類及び不当表示防止法（景品表示法）などの規制を受けております。また、

海外事業に関しましても、関税や輸出入規制、当該国の法的規制を受けております。

　当社グループではコンプライアンス経営推進のもとに、これらの法的規制の順守に努めておりますが、将来これ

らの規制を順守できなかった場合、あるいは規制の強化・変更、予測し得ない新たな規制の設定などがあった場合、

当社グループの業績および財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
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８）為替レートの変動

　当社グループにおける海外関係会社は、現地通貨で作成した財務諸表を円貨に換算しており、換算時の為替レー

トが円ベースの業績に影響を及ぼす可能性があります。

　また、原材料の調達などの海外取引の決済についても調達先の現地通貨で行っており、為替レートの変動が当社

グループのコストを押し上げ、業績および財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

９）原材料の調達

　当社グループの製品コストにおいて、原材料価格は重要な割合を占めております。従いまして、缶やペットボト

ルなどの包材、あるいは牛乳や砂糖などの原料の調達につきましては、低コストかつ安定的な調達に努めておりま

す。

　しかしながら、原材料価格の高騰、あるいは飲料業界における急激な需要の変化などによって、原材料の調達が

困難になり、コストの上昇あるいは機会損失などが生じ、当社グループの業績および財政状態に影響を及ぼす可能

性があります。

10）特定得意先への依存

　当社は、総販売実勢の約７割を味の素株式会社に依存しております。同社は、当社株式の全議決権の26.7％を有

する当社の「その他の関係会社」であり、当社とは当社製品（酒類を除く）に関する国内における総発売元契約を

締結しております。

　現時点では、同社と当社の関係は極めて良好でありますが、将来的に同社との契約条件が変更となった場合、あ

るいは契約解除となった場合には、当社の業績および財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
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４．中間連結財務諸表等
(1) 中間連結貸借対照表

前中間連結会計期間末
（平成17年６月30日）

当中間連結会計期間末
（平成18年６月30日）

対前中間
期比

前連結会計年度の
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
（％）

増減
(百万円)

金額（百万円）
構成比
（％）

（資産の部）  

Ⅰ　流動資産  

1.現金及び預金 19,702 12,314 △7,388 18,154

2.受取手形及び売掛金 ※１ 27,654 27,517 △137 24,243

3.有価証券 － 9,998 9,998 10,000

4.たな卸資産 6,182 5,281 △901 3,564

5.繰延税金資産 1,294 1,105 △189 1,100

6.その他 2,131 2,124 △6 1,816

7.貸倒引当金 △42 △58 △15 △61

流動資産合計 56,923 62.9 58,282 61.8 1,359 58,818 62.0

Ⅱ　固定資産  

1.有形固定資産  

(1)建物及び構築物 27,030 27,546  27,344

減価償却累計額 △13,850 13,180 △14,730 12,815 △364 △14,308 13,035

(2)機械装置及び運搬具 30,585 31,627  30,805

減価償却累計額 △24,820 5,764 △25,300 6,327 562 △25,073 5,732

(3)工具器具備品 2,947 3,092  3,036

減価償却累計額 △2,169 778 △2,351 740 △37 △2,266 770

(4)土地 5,544 5,509 △34 5,526

(5)建設仮勘定 3 0 △2 11

25,270 27.9 25,393 26.9 123 25,077 26.4

2.無形固定資産 328 0.4 1,237 1.3 908 762 0.8

3.投資その他の資産  

(1)投資有価証券 6,781 8,203  9,139

(2)繰延税金資産 83 105  100

(3)その他 1,081 7,945 8.8 1,072 9,381 10.0 1,435 1,012 10,252 10.8

固定資産合計 33,545 37.1 36,012 38.2 2,467 36,092 38.0

資産合計 90,468 100.0 94,295 100.0 3,826 94,910 100.0

 

（負債の部）  

Ⅰ　流動負債  

1.支払手形及び買掛金 17,432 16,237 △1,195 18,493

2.短期借入金 2,440 2,440 － 2,440

3.賞与引当金 579 610 30 630

4.役員賞与引当金 － 31 31 －

5.未払金 11,312 11,250 △61 10,519

6.未払法人税等 1,045 1,054 9 1,628

7.その他 1,210 1,250 40 1,205

流動負債合計 34,019 37.6 32,874 34.9 △1,145 34,917 36.8
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前中間連結会計期間末
（平成17年６月30日）

当中間連結会計期間末
（平成18年６月30日）

対前中間
期比

前連結会計年度の
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
（％）

増減
(百万円)

金額（百万円）
構成比
（％）

Ⅱ　固定負債  

1.退職給付引当金 3,409 2,552 △857 2,967

2.役員退職慰労引当金 369 470 101 420

3.繰延税金負債 1,543 2,946 1,402 2,285

4.持分法適用に伴う負債 313 406 93 329

5.その他 266 282 15 269

固定負債合計 5,903 6.5 6,659 7.0 756 6,272 6.6

負債合計 39,922 44.1 39,533 41.9 △388 41,189 43.4

 

（少数株主持分）  

少数株主持分 － － － － － － －

 

（資本の部）  

Ⅰ　資本金 13,056 14.4 － － △13,056 13,056 13.8

Ⅱ　資本剰余金 9,897 11.0 － － △9,897 9,897 10.4

Ⅲ　利益剰余金 29,609 32.7 － － △29,609 31,345 33.0

Ⅳ　その他有価証券評価差額金 1,525 1.7 － － △1,525 2,887 3.0

Ⅴ　為替換算調整勘定 △820 △0.9 － － 820 △739 △0.7

Ⅵ　自己株式 △2,723 △3.0 － － 2,723 △2,727 △2.9

資本合計 50,545 55.9 － － △50,545 53,721 56.6

負債、少数株主持分及び資本
合計

90,468 100.0 － － △90,468 94,910 100.0

 

（純資産の部）  

Ⅰ　株主資本         

１　資本金  － － 13,056 13.9 13,056 － －

２　資本剰余金  － － 9,898 10.5 9,898 － －

３　利益剰余金  － － 32,915 34.9 32,915 － －

４　自己株式  － － △2,728 △2.9 △2,728 － －

株主資本合計  － － 53,142 56.4 53,142 － －

Ⅱ　評価・換算差額等         

１　その他有価証券評価差額金  － － 2,317 2.4 2,317 － －

２　為替換算調整勘定  － － △698 △0.7 △698 － －

評価・換算差額等合計  － － 1,619 1.7 1,619 － －

Ⅲ　少数株主持分  － － － － － － －

純資産合計  － － 54,761 58.1 54,761 － －

負債・純資産合計  － － 94,295 100.0 94,295 － －
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(2) 中間連結損益計算書

前中間連結会計期間
（自　平成17年１月１日
至　平成17年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

対前中間
期比

前連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

増減
(百万円)

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 59,180 100.0 57,627 100.0 △1,552 122,775 100.0

Ⅱ　売上原価 29,155 49.3 28,948 50.2 △207 61,401 50.0

売上総利益 30,024 50.7 28,679 49.8 △1,345 61,374 50.0

Ⅲ　販売費及び一般管理費  

1.拡売費 13,131 13,174  27,832

2.運送費・保管料 2,901 2,651  5,987

3.広告費 2,354 1,594  3,381

4.給与手当
※１
※２

4,847 4,718  9,661

5.旅費交通費 291 282  602

6.賃借料 1,526 1,442  2,980

7.研究開発費 590 656  1,309

8.その他 ※３ 2,126 27,768 46.9 2,149 26,670 46.3 △1,098 4,381 56,136 45.7

営業利益 2,256 3.8 2,008 3.5 △247 5,237 4.3

Ⅳ　営業外収益  

1.受取利息 3 5  8

2.受取配当金 48 54  75

3.持分法による投資利益 11 －  9

4.為替差益 13 －  30

5.雑収入 26 103 0.2 80 141 0.2 38 53 178 0.1

Ⅴ　営業外費用  

1.支払利息 17 18  34

2.持分法による投資損失 － 84  －

3.雑損失 4 21 0.1 18 120 0.2 98 8 43 0.0

経常利益 2,337 3.9 2,029 3.5 △308 5,372 4.4

Ⅵ　特別利益  

1.固定資産売却益 ※４ － 2,615  11

2.投資有価証券売却益 0 －  0

3.関係会社株式売却益 138 －  138

4.貸倒引当金戻入益 16 155 0.3 3 2,618 4.6 2,463 － 149 0.1

Ⅶ　特別損失  

1.固定資産売却損 ※５ 0 0  1

2.固定資産除却損 ※６ 111 125  208

3.減損損失 ※７ 575 －  575

4.投資有価証券評価損 － 12  －

5.自動販売機新札対応費 100 －  171

6.その他の特別損失 － 788 1.3 16 154 0.3 △634 － 957 0.8

税金等調整前中間（当期）純
利益

1,703 2.9 4,493 7.8 2,789 4,565 3.7

法人税、住民税及び事業税 492 930  1,648

法人税等調整額 △201 291 0.5 1,042 1,972 3.4 1,681 △232 1,416 1.1

中間（当期）純利益 1,412 2.4 2,520 4.4 1,108 3,148 2.6
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(3) 中間連結剰余金計算書

前中間連結会計期間
（自　平成17年１月１日
至　平成17年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

対前中間期比

前連結会計年度の
連結剰余金計算書

（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）
増減

(百万円)
金額（百万円）

（資本剰余金の部）  

Ⅰ　資本剰余金期首残高 9,897 － △9,897 9,897

Ⅱ　資本剰余金増加高  

自己株式処分差益 － － － － － 0 0

Ⅲ　資本剰余金中間期末（期
末）残高

9,897 － △9,897 9,897

 

（利益剰余金の部）  

Ⅰ　利益剰余金期首残高 28,994 － △28,994 28,994

Ⅱ　利益剰余金増加高  

中間（当期）純利益 1,412 1,412 － － △1,412 3,148 3,148

Ⅲ　利益剰余金減少高  

1.利益配当金 739 －  739

2.役員賞与金 57 797 － － △797 57 797

Ⅳ　利益剰余金中間期末（期
末）残高

29,609 － △29,609 31,345
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(4) 中間連結株主資本等変動計算書

当中間連結会計期間（自平成18年1月1日　至平成18年6月30日）

株主資本 評価・換算差額等

少数株主
持分

純資産
合計

資本金
資　本
剰余金

利　益
剰余金

自己株式
株主資本
合計

その他有
価証券評
価差額金

為替換算
調整勘定

評価・換
算差額等
合計

平成17年12月31日　残高

（百万円）
13,056 9,897 31,345 △2,727 51,572 2,887 △739 2,148 － 53,721

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当

（百万円）
  △887  △887     △887

役員賞与の支給

（百万円）
  △63  △63     △63

中間純利益

（百万円）
  2,520  2,520     2,520

自己株式の処分

（百万円）
 0  0 1     1

自己株式の取得

（百万円）
   △2 △2     △2

株主資本以外の項目の中間連

結会計期間中の変動額（純

額）

（百万円）

     △570 41 △529  △529

中間連結会計期間中の変動額

合計

（百万円）

 0 1,570 △1 1,569 △570 41 △529  1,040

平成18年6月30日　残高

（百万円）
13,056 9,898 32,915 △2,728 53,142 2,317 △698 1,619 － 54,761
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(5) 中間連結キャッシュ・フロー計算書

前中間連結会計期間
（自 平成17年１月１日
至 平成17年６月30日）

当中間連結会計期間
（自 平成18年１月１日
至 平成18年６月30日）

対前中間期比
前連結会計年度

（自 平成17年１月１日
至 平成17年12月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）
増減

(百万円)
金額（百万円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前中間（当期）純利益 1,703 4,493 2,789 4,565

減価償却費 1,308 1,290 △17 2,637

減損損失 575 － △575 575

持分法による投資損益
（△：利益）

△11 84 95 △9

賞与引当金の増減額
（△：減少額）

42 △20 △62 93

役員賞与引当金の増減額
（△：減少額）

－ 31 31 －

退職給付引当金の増減額
（△：減少額）

△341 △415 △73 △783

役員退職慰労引当金の増減額
(△:減少額)

△182 50 233 △132

貸倒引当金の増減額
（△：減少額）

△16 △3 13 2

受取利息及び受取配当金 △51 △60 △8 △84

支払利息 17 18 0 34

投資有価証券等売却益 △138 － 138 △138

投資有価証券等評価損 － 12 12 －

為替差損益（△:差益） △13 △5 7 △30

固定資産売却益 － △2,615 △2,615 △11

固定資産売却損・除却損 78 70 △7 137

売上債権の増減額（△：増加額） △4,000 △3,274 725 △588

たな卸資産の増減額
（△：増加額）

△2,058 △1,716 341 559

仕入債務の増減額（△：減少額） △1,611 △2,255 △643 △485

その他債権の増減額
（△：増加額）

△49 △369 △320 332

その他債務の増減額
（△：減少額）

1,840 803 △1,037 △731

未払消費税等の増減額
（△：減少額）

53 △351 △405 341

役員賞与の支払額 △57 △63 △5 △57

その他 △2 15 18 △6

小計 △2,917 △4,280 △1,363 6,219

利息及び配当金の受取額 51 59 7 103

利息の支払額 △15 △18 △3 △32

法人税等支払額 △583 △1,503 △919 △1,248

営業活動によるキャッシュ・フロー △3,464 △5,742 △2,278 5,040
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前中間連結会計期間
（自 平成17年１月１日
至 平成17年６月30日）

当中間連結会計期間
（自 平成18年１月１日
至 平成18年６月30日）

対前中間期比
前連結会計年度

（自 平成17年１月１日
至 平成17年12月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）
増減

(百万円)
金額（百万円）

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金等預入による支出 △1 △8 △6 △30

定期預金等払戻による収入 － 18 18 24

投資有価証券等取得による支出 △17 △5,001 △4,984 △18

投資有価証券等売却による収入 152 － △152 152

短期貸付金の増減額（増加：△） 0 0 △0 1

固定資産の取得による支出 △5,106 △1,848 3,258 △5,219

固定資産の売却による収入 10 2,632 2,621 39

その他 1 1 △0 4

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,960 △4,206 754 △5,046

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー  

配当金の支払額 △739 △887 △147 △739

自己株式取得による支出 △5 △2 2 △9

その他 － 1 1 0

財務活動によるキャッシュ・フロー △744 △887 △143 △749

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 24 4 △20 58

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額 △9,144 △10,832 △1,687 △696

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 28,822 28,126 △696 28,822

Ⅶ　現金及び現金同等物の中間期末
 （期末）残高

※ 19,678 17,294 △2,384 28,126
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

前中間連結会計期間
（自　平成17年１月１日
至　平成17年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

１．連結の範囲に関する事項 １．連結の範囲に関する事項 １．連結の範囲に関する事項

(1）連結子会社の数　　13社 (1）連結子会社の数　　14社 (1）連結子会社の数　　13社

　当中間連結財務諸表に含めた連

結子会社は次のとおりです。

カルピス物流サービス㈱

カルピスフーズサービス㈱

カルピスビジネスサポート㈱

カルピスビバレッジ㈱(東京)

東北カルピスビバレッジ㈱

カルピスビバレッジ㈱(西日本)

カルピスビバレッジ㈱(阪名)

沖縄カルピス販売㈱

台灣可爾必思股份有限公司

カルピス伊藤忠ミネラルウォー

ター㈱

カルピスビバレッジ㈱(本社)

カルピスＵＳＡ㈱

西武商事㈱

　当中間連結財務諸表に含めた連

結子会社は次のとおりです。

カルピス物流サービス㈱

カルピスフーズサービス㈱

カルピスビジネスサポート㈱

カルピスビバレッジ㈱(東京)

東北カルピスビバレッジ㈱

カルピスビバレッジ㈱(西日本)

カルピスビバレッジ㈱(阪名)

沖縄カルピス販売㈱

台灣可爾必思股份有限公司

カルピス伊藤忠ミネラルウォー

ター㈱

カルピスビバレッジ㈱(本社)

カルピスＵＳＡ㈱

西武商事㈱

ＣＡエステート㈱

　ＣＡエステート㈱は平成18年2

月22日付で設立し、当中間連結会

計期間より連結の範囲に含めてお

ります。

　当連結財務諸表に含めた連結子

会社は次のとおりです。

カルピス物流サービス㈱

カルピスフーズサービス㈱

カルピスビジネスサポート㈱

カルピスビバレッジ㈱(東京)

東北カルピスビバレッジ㈱

カルピスビバレッジ㈱(西日本)

カルピスビバレッジ㈱(阪名)

沖縄カルピス販売㈱

台灣可爾必思股份有限公司

カルピス伊藤忠ミネラルウォー

ター㈱

カルピスビバレッジ㈱(本社)

カルピスＵＳＡ㈱

西武商事㈱

２．持分法の適用に関する事項 ２．持分法の適用に関する事項 ２．持分法の適用に関する事項

(1）関連会社であるカルピス味の素

ダノン㈱、味の素カルピスビバ

レッジインドネシア㈱、タイ味の

素カルピスビバレッジ㈱の３社に

ついて持分法を適用しております。

(1）

同左

(1）

同左

(2）持分法を適用していない関連会

社はパンピー食品㈱であります。

(2）

同左

(2）

同左

(3）持分法を適用していない関連会

社１社は、中間連結純損益および

利益剰余金等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、持分法を適用してお

りません。

(3）

同左

(3）持分法を適用していない関連会

社１社は、当期純損益および利益

剰余金等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、持分法を適用しておりま

せん。

(4）持分法適用会社のうち、中間決

算日が中間連結決算日と異なるタ

イ味の素カルピスビバレッジ㈱に

ついては、中間連結決算日現在で

実施した仮決算に基づく財務諸表

を利用しております。

(4）

同左

(4）持分法適用会社のうち、決算日

が連結決算日と異なるタイ味の素

カルピスビバレッジ（株）につい

ては、連結決算日現在で実施した

仮決算に基づく財務諸表を利用し

ております。
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前中間連結会計期間
（自　平成17年１月１日
至　平成17年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

３．連結子会社の中間決算日等に関す

る事項

　連結子会社の中間期の末日と中間

連結決算日は一致しております。

３．連結子会社の中間決算日等に関す

る事項

同左

３．連結子会社の事業年度等に関する

事項

　連結子会社の事業年度末日と連結

決算日は一致しております。

４．会計処理基準に関する事項 ４．会計処理基準に関する事項 ４．会計処理基準に関する事項

(1）重要な資産の評価基準および評

価方法

(1）重要な資産の評価基準および評

価方法

(1）重要な資産の評価基準および評

価方法

イ．有価証券

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て

おり、売却原価は移動平均法

により算出しております。）

イ．有価証券

その他有価証券

・時価のあるもの

同左

イ．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（評価差額は全部資

本直入法により処理しており、

売却原価は移動平均法により

算出しております。）

・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

ロ．たな卸資産

　主として総平均法による原価

法を採用しております。

ロ．たな卸資産

同左

ロ．たな卸資産

同左

(2）重要な減価償却資産の減価償却

の方法

(2）重要な減価償却資産の減価償却

の方法

(2）重要な減価償却資産の減価償却

の方法

イ．有形固定資産

　主として定率法を採用してお

ります。但し、平成10年４月１

日以降の新規取得の建物（建物

附属設備を除く）は定額法に

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。

イ．有形固定資産

同左

イ．有形固定資産

同左

建物及び構築物 ３年～50年

機械装置及び運搬

具
２年～17年

  

  

  

  

ロ．無形固定資産

　定額法を採用しておりま

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）に基づいて

おります。

ロ．無形固定資産

同左

ロ．無形固定資産

同左
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前中間連結会計期間
（自　平成17年１月１日
至　平成17年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

(3）重要な引当金の計上基準 (3）重要な引当金の計上基準 (3）重要な引当金の計上基準

イ．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。

イ．貸倒引当金

同左

イ．貸倒引当金

同左

ロ．賞与引当金

　従業員賞与の支給に備えるた

め、支給対象期間に基づく賞与

支給見込額を計上しております。

ロ．賞与引当金

同左

ロ．賞与引当金

同左

────── ハ．役員賞与引当金

　役員に対して支給する賞与の

支出にあてるため、支給見込額

の当中間連結会計期間負担額を

計上しております。

（会計方針の変更） 

  当中間連結会計期間より、

「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、営業利益、経

常利益および税金等調整前中間

純利益は31百万円減少しており

ます。

　なお、セグメント情報に与え

る影響は、当該箇所に記載して

おります。

──────
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前中間連結会計期間
（自　平成17年１月１日
至　平成17年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

ニ．退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるた

め、当中間連結会計期間末にお

ける退職給付債務および年金資

産の見込額に基づき、当中間連

結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。

　過去勤務債務は、その発生時

における従業員の平均残存勤務

期間以内の一定年数（２年）に

よる定額法により按分した額を

発生時より費用処理することと

しております。

  数理計算上の差異は、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以内の一

定年数（10年）による定額法に

より按分した額を、それぞれ発

生の翌連結会計年度から費用処

理することとしております。

ニ．退職給付引当金

同左

ニ．退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるた

め、当連結会計年度末における

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。

  過去勤務債務は、その発生時

における従業員の平均残存勤務

期間以内の一定の年数（２年）

による定額法により按分した額

を発生時より費用処理すること

としております。

　数理計算上の差異は、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以内の一

定の年数（10年）による定額法

により按分した額をそれぞれ発

生の翌連結会計年度から費用処

理することとしております。

（追加情報） 

  当社は、平成17年４月に退職

金制度の改定を行い適格退職年

金制度から市場金利連動型

（キャッシュバランス型）の年

金制度に移行しました。  

  なお、この制度改定により、

退職給付債務は７億３千１百万

円減少しております。

────── （追加情報）

　当社は、平成17年４月に退職

金制度の改定を行い適格退職年

金制度から市場金利連動型

（キャッシュバランス型）の年

金制度に移行しました。

　なお、この制度改定により、

退職給付債務は７億３千１百万

円減少しております。
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前中間連結会計期間
（自　平成17年１月１日
至　平成17年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

ホ．役員退職慰労引当金

　役員の退職金の支給にあてる

ため、内規に基づく当中間連結

会計期間末の要支給額を計上し

ております。

ホ．役員退職慰労引当金

同左

ホ．役員退職慰労引当金

　役員の退職金の支給にあてる

ため、内規に基づく期末要支給

額を計上しております。

(4）重要な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。

(4）重要なリース取引の処理方法

同左

(4）重要なリース取引の処理方法

同左

(5）その他中間連結財務諸表作成の

ための基本となる重要な事項

(5）その他中間連結財務諸表作成の

ための基本となる重要な事項

(5）その他連結財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項

イ．消費税等の会計処理方法

　税抜方式を採用しております。

イ．消費税等の会計処理方法

同左

イ．消費税等の会計処理方法

同左

ロ．税額計算等における固定資産

圧縮積立金の取扱い

　税額および法人税等調整額は、

当連結会計年度において予定し

ている利益処分による租税特別

措置法の規定に基づく固定資産

圧縮積立金の取崩を前提として、

当中間連結会計期間に係る金額

を計算しております。

ロ．税額計算等における固定資産

圧縮積立金の取扱い

　税額および法人税等調整額は、

当連結会計年度において予定し

ている租税特別措置法の規定に

基づく固定資産圧縮積立金等の

積立および取崩を前提として、

当中間連結会計期間に係る金額

を計算しております。

──────

５．中間連結キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲

　中間連結キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲に含めた現金

及び現金同等物は、手許現金および

要求払預金のほか、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よ

り３ヵ月以内に償還期限が到来する

短期投資からなっております。

５．中間連結キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲

同左

５．連結キャッシュ・フロー計算書に

おける資金の範囲

　連結キャッシュ・フロー計算書に

おける資金の範囲に含めた現金及び

現金同等物は、手許現金および要求

払預金のほか、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より

３ヵ月以内に償還期限が到来する短

期投資からなっております。
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前中間連結会計期間
（自　平成17年１月１日
至　平成17年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

固定資産の減損に係る会計基準

　　固定資産の減損に係る会計基

準（「固定資産の減損に係る会

計基準の設定に関する意見書」

（企業会計審議会　平成14年８

月９日））及び「固定資産の減

損に係る会計基準の適用指針」

（企業会計基準適用指針第６号

　平成15年10月31日）が平成16

年３月31日に終了する連結会計

年度に係る連結財務諸表から適

用できることになったことに伴

い、当中間連結会計期間から同

会計基準及び同適用指針を適用

しております。これにより税金

等調整前中間純利益は

575百万円減少しております。

　なお、減損損失累計額につい

ては、改正後の中間連結財務諸

表規則に基づき各資産の金額か

ら直接控除しております。

────── 固定資産の減損に係る会計基準

  固定資産の減損に係る会計基

準（「固定資産の減損に係る会

計基準の設定に関する意見書」

（企業会計審議会　平成14年８

月９日））及び「固定資産の減

損に係る会計基準の適用指針」

（企業会計基準適用指針第６号

　平成15年10月31日）が平成16

年３月31日に終了する連結会計

年度に係る連結財務諸表から適

用できることになったことに伴

い、当連結会計年度から同会計

基準及び同適用指針を適用して

おります。これにより税金等調

整前当期純利益は575百万円減

少しております。

　なお、減損損失累計額につい

ては、改正後の連結財務諸表規

則に基づき各資産の金額から直

接控除しております。

────── 貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準

　　当中間連結会計期間より、

「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。

　なお、中間連結財務諸表規則

の改正により、当中間連結会計

期間における中間連結貸借対照

表の純資産の部については、改

正後の中間連結財務諸表規則に

より作成しております。

──────
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注記事項

（中間連結貸借対照表関係）

前中間連結会計期間末
（平成17年６月30日）

当中間連結会計期間末
（平成18年６月30日）

前連結会計年度末
（平成17年12月31日）

 

──────

 

──────

※１．連結会計年度末日満期手形につ

いては手形交換日に入出金の処

理をする方法によっております。

当連結会計年度末日が金融機関

の休日であったため、連結会計

年度末日満期手形が当連結会計

年度末残高に次のとおり含まれ

ております。

受取手形 75百万円

　２．保証債務

(1）従業員の金融機関からの借入金

に対して保証を行っております。

　２．保証債務

(1）従業員の金融機関からの借入金

に対して保証を行っております。

　２．保証債務

(1）従業員の金融機関からの借入金

に対して保証を行っております。

34百万円 22百万円 28百万円

(2）味の素カルピスビバレッジイン

ドネシア（株）の金融機関から

の借入金に対して保証を行って

おります。

(2）味の素カルピスビバレッジイン

ドネシア（株）の金融機関から

の借入金に対して保証を行って

おります。

(2）味の素カルピスビバレッジイン

ドネシア（株）の金融機関から

の借入金に対して保証を行って

おります。

64百万円

(US$575,000)

87百万円

(US$755,000)

68百万円

(US$575,000)
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（中間連結損益計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成17年１月１日
至　平成17年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

※１．このうちに退職給付費用170百

万円が含まれております。

※１．このうちに退職給付費用42百万

円が含まれております。

※１．このうちに退職給付費用271百

万円が含まれております。

※２．このうちに賞与引当金繰入額564

百万円が含まれております。

※２．このうちに賞与引当金繰入額466

百万円が含まれております。

※２．このうちに賞与引当金繰入額483

百万円が含まれております。

※３．このうちに減価償却費262百万

円が含まれております。

※３．このうちに減価償却費303百万

円が含まれております。

※３．このうちに減価償却費555百万

円が含まれております。

────── ※４．固定資産売却益の内訳 ※４．固定資産売却益の内訳

土地 2,615百万円 土地 11百万円

※５．固定資産売却損の内訳 ※５．固定資産売却損の内訳 ※５．固定資産売却損の内訳

機械装置及び

運搬具
0百万円

機械装置及び

運搬具
0百万円

機械装置及び

運搬具
0百万円

土地 0百万円

※６．固定資産除却損の内訳 ※６．固定資産除却損の内訳 ※６．固定資産除却損の内訳

建物及び構築物 9百万円

機械装置及び

運搬具
93百万円

工具器具備品他 8百万円

建物及び構築物 12百万円

機械装置及び

運搬具
105百万円

工具器具備品他 7百万円

建物及び構築物 65百万円

機械装置及び

運搬具
138百万円

工具器具備品他 4百万円
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前中間連結会計期間
（自　平成17年１月１日
至　平成17年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

※７．減損損失 ────── ※７．減損損失

　当中間連結会計期間において、

当社グループは以下の資産グルー

プについて減損損失を計上しまし

た。

場所 用途 種類
金額

(百万円)

群馬県
館林市

 製造
 設備

 機械
 装置等

480

神奈川県
相模原市

 製造
 設備

 機械
 装置等

52

福島県
会津若松市

 営業所  土地等 43

合計 575

　当連結会計年度において、当社

グループは以下の資産グループに

ついて減損損失を計上しました。

 

場所 用途 種類
金額

(百万円)

群馬県
館林市

製造
設備

機械
装置等

480

神奈川県
相模原市

製造
設備

機械
装置等

52

福島県
会津若松市

営業所 土地等 43

合計 575

　当社グループは、事業用資産に

ついては主として事業別・工場別

にグルーピングを行い、賃貸用資

産および遊休資産等については個

別に資産のグルーピングを行って

おります。

　製造設備である機械装置等は、

遊休であること等により、回収可

能価額まで減額しております。当

該資産の回収可能価額は、使用価

値により測定しております。使用

価値については将来キャッシュ・

フローを６.０％で割り引いて算出

しております。

　営業所として使用している土地

等は、処分予定があり、かつ地価

の下落に伴い帳簿価格に対し時価

が著しく下落した資産であること

から、回収可能価額まで減額して

おります。当該資産の回収可能価

額は、正味売却価額により測定し

ており、見積売却価額により算出

しております。

　当社グループは、事業用資産に

ついては主として事業別・工場別

にグルーピングを行い、賃貸用資

産および遊休資産等については個

別に資産のグルーピングを行って

おります。

　製造設備である機械装置等は、

遊休であること等により、回収可

能価額まで減額しております。当

該資産の回収可能価額は、使用価

値により測定しております。使用

価値については将来キャッシュ・

フローを６.０％で割り引いて算

出しております。

　営業所として使用している土地

等は、処分予定があり、かつ地価

の下落に伴い帳簿価額に対し時価

が著しく下落した資産であること

から、回収可能価額まで減額して

おります。当該資産の回収可能価

額は、正味売却価額により測定し

ており、見積売却価額により算出

しております。
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（中間連結株主資本等変動計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成17年１月１日
至　平成17年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

────── １．発行済株式の種類および総数な

らびに自己株式の種類および株

式数に関する事項

──────

発行済株式
の種類

自己株式の
種類

普通株式 普通株式

前連結会計年度
末株式数
（千株）

 78,750 4,797

当中間連結会計
期間増加株式数
（千株）

－ 2

当中間連結会計
期間減少株式数
（千株）

－ 1

当中間連結会計
期間末株式数
（千株）

 78,750 4,797

(注)１．自己株式（普通株式）の増加

は、単元未満株式の買取によ

るものであります。

　　２．自己株式（普通株式）の減少

は、単元未満株式の売却によ

るものであります。

２．配当に関する事項

(1）配当金支払額

　平成18年３月30日開催の第59回

定時株主総会において次のとおり

決議しております。

・普通株式の配当に関する事項

①配当金の総額　　　　　887,431千円

②一株当たりの配当額　　　　12.00円

③基準日　　　　　 平成17年12月31日

④効力発生日　　　 平成18年３月31日

(2）基準日が当中間連結会計期間に

属する配当のうち、配当の効力

発生日が当中間連結会計期間以

降となるもの

　平成18年７月31日開催の取締役

会において次のとおり決議してお

ります。

・普通株式の配当に関する事項

①配当金の総額　　　　　443,712千円

②配当の原資　　　　 　　利益剰余金

③一株当たりの配当額　　　　 6.00円

④基準日　　　　　 平成18年 6月30日

⑤効力発生日　　　 平成18年 9月21日
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（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成17年１月１日
至　平成17年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

※　現金及び現金同等物の中間期末残

高と中間連結貸借対照表に掲記さ

れている科目の金額との関係

※　現金及び現金同等物の中間期末残

高と中間連結貸借対照表に掲記さ

れている科目の金額との関係

※　現金及び現金同等物の期末残高と

連結貸借対照表に掲記されている

科目の金額との関係

（平成17年６月30日現在） （平成18年６月30日現在） （平成17年12月31日現在）

（単位：百万円） （単位：百万円） （単位：百万円）

現金及び預金勘定 19,702

計 19,702

預入期間が３ヵ月を超

える定期預金
△24

現金及び現金同等物 19,678

現金及び預金勘定 12,314

有価証券 9,998

計 22,312

預入期間が３ヵ月を超

える定期預金
△18

償還期限が３ヵ月を超

える有価証券
△5,000

現金及び現金同等物 17,294

現金及び預金勘定 18,154

有価証券 10,000

計 28,154

預入期間が３ヵ月を超

える定期預金
△28

現金及び現金同等物 28,126
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①　リース取引

前中間連結会計期間
（自　平成17年１月１日
至　平成17年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

１．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

却累計額相当額および中間期末残高相

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、減損損失累計額相当

額および中間期末残高相当額

１）リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額、減損損失累計額相当

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)

機械装置及び
運搬具

390 151 239

工具器具備品 9,659 5,626 4,033

合計 10,050 5,777 4,272

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)

機械装置及び
運搬具

475 193 282

工具器具備品 8,681 4,530 4,151

合計 9,157 4,724 4,433

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)

機械装置及び
運搬具

428 176 251

工具器具備品 9,235 5,231 4,003

合計 9,663 5,407 4,255

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等

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等

未経過リース料期末残高相当額

１年内 1,810百万円

１年超 2,975百万円

合計 4,786百万円

１年内 1,681百万円

１年超 2,915百万円

合計 4,596百万円

１年内 1,744百万円

１年超 3,005百万円

合計 4,749百万円

３）支払リース料、減価償却費相当額およ

び支払利息相当額

３）支払リース料、リース資産減損勘定の

取崩額、減価償却費相当額、支払利息

相当額および減損損失

３）支払リース料、リース資産減損勘定の

取崩額、減価償却費相当額、支払利息

相当額および減損損失

支払リース料 1,158百万円

減価償却費相当額 1,049百万円

支払利息相当額 102百万円

支払リース料 1,068百万円

減価償却費相当額 970百万円

支払利息相当額 99百万円

支払リース料 2,252百万円

減価償却費相当額 2,037百万円

支払利息相当額 199百万円

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

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

相当額の差額を利息相当額とし、各期

への配分方法については級数法によっ

ております。

５）利息相当額の算定方法

同左

５）利息相当額の算定方法

同左

２．オペレーティング・リース取引

未経過リース料

２．オペレーティング・リース取引

未経過リース料

２．オペレーティング・リース取引

未経過リース料

１年内 53百万円

１年超 81百万円

合計 135百万円

１年内 50百万円

１年超 85百万円

合計 136百万円

１年内 47百万円

１年超 83百万円

合計 130百万円

（減損損失について）

リース資産に配分された減損損失はありませ

ん。

（減損損失について）

リース資産に配分された減損損失はありませ

ん。
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②　有価証券

前中間連結会計期間末（平成17年６月30日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

取得原価（百万円）
中間連結貸借対照表計
上額（百万円）

差額（百万円）

(1）株式 2,640 5,211 2,571

(2）債券 － － －

(3）その他 － － －

合計 2,640 5,211 2,571

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

中間連結貸借対照表計上額（百万円）

(1）その他有価証券

非上場株式 663

(2）関連会社株式 905

当中間連結会計期間末（平成18年６月30日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

取得原価（百万円）
中間連結貸借対照表計
上額（百万円）

差額（百万円）

(1）株式 2,643 6,549 3,906

(2）債券 － － －

(3）その他 － － －

合計 2,643 6,549 3,906

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

中間連結貸借対照表計上額（百万円）

(1）その他有価証券

①非上場株式 652

②実績配当型金銭信託 7,000

③コマーシャルペーパー 2,998

(2）関連会社株式 1,000
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前連結会計年度末（平成17年12月31日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

取得原価（百万円）
連結貸借対照表計上額

（百万円）
差額（百万円）

(1）株式 2,641 7,509 4,868

(2）債券 － － －

(3）その他 － － －

合計 2,641 7,509 4,868

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

連結貸借対照表計上額（百万円）

(1）その他有価証券

①非上場株式 663

②実績配当型金銭信託 10,000

(2）関連会社株式 965

③　デリバティブ取引

前中間連結会計期間（自　平成17年１月１日　至　平成17年６月30日）

　当社グループは、デリバティブ取引を利用しておりませんので該当事項はありません。

当中間連結会計期間（自　平成18年１月１日　至　平成18年６月30日）

　当社グループは、デリバティブ取引を利用しておりませんので該当事項はありません。

前連結会計年度（自　平成17年１月１日　至　平成17年12月31日）

　当社グループは、デリバティブ取引を利用しておりませんので該当事項はありません。

－ 30 －



④　セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

前中間連結会計期間（自　平成17年１月１日　至　平成17年６月30日）

飲料・健康
機能性食品
（百万円）

食品その他
（百万円）

計
（百万円）

消去又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

売上高

(1）外部顧客に対する売上高 53,913 5,266 59,180 － 59,180

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
－ － － (－) －

計 53,913 5,266 59,180 (－) 59,180

営業費用 51,886 5,038 56,924 (－) 56,924

営業利益 2,027 228 2,256 (－) 2,256

当中間連結会計期間（自　平成18年１月１日　至　平成18年６月30日）

飲料・健康
機能性食品
（百万円）

食品その他
（百万円）

計
（百万円）

消去又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

売上高

(1）外部顧客に対する売上高 51,670 5,957 57,627 － 57,627

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
－ － － (－) －

計 51,670 5,957 57,627 (－) 57,627

営業費用 50,227 5,391 55,619 (－) 55,619

営業利益 1,442 566 2,008 (－) 2,008

前連結会計年度（自　平成17年１月１日　至　平成17年12月31日）

飲料・健康
機能性食品
（百万円）

食品その他
（百万円）

計
（百万円）

消去又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

売上高

(1）外部顧客に対する売上高 112,047 10,727 122,775 － 122,775

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
－ － － (－) －

計 112,047 10,727 122,775 (－) 122,775

営業費用 107,326 10,211 117,538 (－) 117,538

営業利益 4,721 516 5,237 (－) 5,237

　（注）１）事業区分は、製品の種類・性質の類似性をもとに区分しております。
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２）当中間連結会計期間における各事業区分の主要製品

事業区分 主要製品

飲料・健

康機能性

食品

コンク飲料 「カルピス」、「カルピス」フルーツ、「カルピス」プチサイズ、

“ほっとアップルティー”、“ＴＨＥ　ＶＩＮＥＧＡＲＳ（ザ・ビネガーズ）”等

乳性ストレート

飲料

「カルピスウォーター」、「カルピスソーダ」、「フルーツカルピス」、

「ぐんぐんグルト」、「カルピスサワー」、

「ＣＡＬＰＩＳ／ＢＡＲＴＩＭＥ（バータイム）」、チルド飲料、

「ＣＡＬＰＩＣＯ」、「ＣＡＬＰＩＣＯ　Ｓｏｄａ」、「可尓必思（カルピス）」、

「可爾必思（カルピス）」、「可爾必思水語（カルピスウォーター）」、

「胡蘿蔔と蘋果の可爾必思（にんじんとりんごのカルピス）」、

「可爾必思莎瓦（カルピスサワー）」　等

その他ストレー

ト飲料

「ｅｖｉａｎ(エビアン)」、「Ｗｅｌｃｈ’ｓ(ウェルチ)」、「ほっとレモン」、

「Ｂｌｅｎｄｙ／Café La Mode（ブレンディ／カフェ・ラ・モード）」、

茶類（緑茶、烏龍茶、紅茶　等）、「アミノバイタルハイポトニックチャージ」、

「Ｋｎｏｒｒ」缶スープ、チルド飲料、“Ｂｉｒｄｙ”、「鮮茶」　等

健康機能性

飲料・食品

「カルピス酸乳／アミールＳ・１２０」、「アミールＳ・ハンディタブ」、

「アミールＳ・のむヨーグルト」、「健茶王」、「インターバランスＬ－９２」、

「カルピスキッズ」、「ファインサポート」、「Ｌ－９２」菌原末、

「Ａｍｅａｌ(アミール)　Ｓ」(タブレット)スワロー、

「Ａｍｅａｌ(アミール)　Ｓ」(タブレット)チュアブル　

「ＡｍｅａｌＰｅｐｔｉｄｅ(アミールペプチド)」等

食品

その他

食品 バター、クリーム、「カルピス」アイスバー、「カルピス」ゼリー　等

その他 畜産用生菌剤「カルスポリン」、「ファインラクト」、不動産賃貸収入　等

（会計方針の変更）

当中間連結会計期間より「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）を適用したこ

とによる各セグメントの営業利益への影響は、軽微であります。

ｂ．所在地別セグメント情報

前中間連結会計期間（自　平成17年１月１日　至　平成17年６月30日）、当中間連結会計期間（自　平成18年

１月１日　至　平成18年６月30日）および前連結会計年度（自　平成17年１月１日　至　平成17年12月31日）

　本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情報の

記載を省略しております。

ｃ．海外売上高

前中間連結会計期間（自　平成17年１月１日　至　平成17年６月30日）、当中間連結会計期間（自　平成18年

１月１日　至　平成18年６月30日）および前連結会計年度（自　平成17年１月１日　至　平成17年12月31日）

　海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。
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（１株当たり情報）

前中間連結会計期間
(自　平成17年１月１日
至　平成17年６月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日)

前連結会計年度
(自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日)

１株当たり純資産額    683円44銭       740円50銭    725円57銭

１株当たり中間（当期）純利益金額   19円10銭     34円08銭  41円72銭

潜在株式調整後

１株当たり中間（当期）純利益金額 　潜在株式調整後１株

当たり中間純利益金額

については、潜在株式

がないため記載してお

りません。

同左   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。

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

前中間連結会計期間
(自　平成17年１月１日
至　平成17年６月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日)

前連結会計年度
(自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日)

中間（当期）純利益（百万円） 1,412 2,520 3,148

普通株主に帰属しない金額（百万円） － － 63

（うち利益処分による役員賞与金） － － (63)

普通株式に係る中間（当期）純利益

（百万円）
1,412 2,520 3,085

期中平均株式数（千株） 73,961 73,952 73,958

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。
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５．生産、受注および販売の状況
１．生産実績

事業の種類別セグメント名
称

前中間連結会計期間
（自　平成17年１月１日
至　平成17年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

増減
前連結会計年度

（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

飲料・健康機能性食品

事業（百万円）
48,326 47,171 △1,154 94,213

食品その他事業

（百万円）
799 1,332 533 1,503

合計（百万円） 49,125 48,503 △621 95,716

　（注）１．金額は販売価格によっております。

２．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

　当社グループは、受注生産は行っておりません。

３．販売実績

事業の種類 売上部門別名称

前中間連結会計期間
（自　平成17年１月１日
至　平成17年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日） 増減

（百万円）

前連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

金額
（百万円）

構成比
（％）

金額
（百万円）

構成比
（％）

金額
（百万円）

構成比
（％）

コンク飲料 9,567 16.2 9,927 17.2 360 20,119 16.4

乳性ストレート飲料 22,782 38.5 21,263 36.9 △1,518 47,673 38.8

その他ストレート飲料 17,190 29.0 17,163 29.8 △27 36,805 30.0

（ストレート飲料小計） (39,973) (67.5) (38,427) (66.7) (△1,545) (84,478) (68.8)

食品 4,239 7.2 4,403 7.6 164 8,539 6.9

飲料（止渇型・嗜好型）・食品事業計 53,779 90.9 52,758 91.5 △1,020 113,136 92.1

健康機能性飲料・食品事業 4,373 7.4 3,315 5.8 △1,057 7,449 6.1

微生物活用事業 279 0.5 720 1.3 441 618 0.5

その他 748 1.2 832 1.4 84 1,570 1.3

合計 59,180 100.0 57,627 100.0 △1,552 122,775 100.0

　（注）１．上記金額につきましては、消費税等は含まれておりません。

２．主な相手先の販売実績および総販売実績に対する割合は次のとおりであります。

相手先
前中間連結会計期間

（自　平成17年１月１日
至　平成17年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

味の素株式会社
金額（百万円） 割合（％） 金額（百万円） 割合（％） 金額（百万円） 割合（％）

41,174 69.6 38,810 67.3 84,168 68.6
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<参考資料>

主要な連結経営指標等の推移

第58期中間期 第59期中間期 第60期中間期 第58期 第59期

(2004年6月) (2005年6月) (2006年6月) (2004年12月） (2005年12月）

売上高 （百万円） 59,073 59,180 57,627 122,526 122,775

経常利益 （百万円） 2,383 2,337 2,029 5,057 5,372

中間（当期）純利益 （百万円） 1,571 1,412 2,520 2,904 3,148

純資産額 （百万円） 48,672 50,545 54,761 49,917 53,721

総資産額 （百万円） 89,929 90,468 94,295 93,997 94,910

1株当たり純資産額 （円） 657.93 683.44 740.50 674.10 725.57

1株当たり中間（当期）純利益金額：ＥＰＳ （円） 21.24 19.10 34.08 38.48 41.72

自己資本比率 （％） 54.1 55.9 58.1 53.1 56.6

営業活動によるキャッシュ・フロー （百万円） △ 4,421 △ 3,464 △ 5,742 6,075 5,040

投資活動によるキャッシュ・フロー （百万円） 2,340 △ 4,960 △ 4,206 424 △ 5,046

財務活動によるキャッシュ・フロー （百万円） △ 616 △ 744 △ 887 △ 625 △ 749

現金及び現金同等物の中間期末（期末）残高 （百万円） 20,256 19,678 17,294 28,822 28,126

従業員数（外書、平均臨時雇用者数） （人） 1,379 1,373 1,355 1,369 1,347

(525) (544) (544) (519) (552)

（注）「売上高」には、消費税等が含まれておりません。
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