
 

平成 １９ 年 １ 月期   中間決算短信（非連結） 平成18年 ９月 14日 

会 社 名 ゴールドパック株式会社               (JASDAQ・コード番号 ：2589) 

コード番号                                        本社所在都道府県  東京都 

（ＵＲＬ http://www.gold-pak.com      ） 
代  表  者 取締役社長        五十嵐 芳 昭 
問い合わせ先  執行役員 経営管理部長  菅 澤 正 嗣         ＴＥＬ（03） 3780－ 5648 
決算取締役会開催日  平成18年 ９月 14日        中間配当制度の有無  有 

中間配当支払開始日  平成18年 10月 20日        単元株制度採用の有無 有（１単元 100株） 

親会社等の名称 東京急行電鉄株式会社（コード番号：9005）         親会社等における当社の議決権所有比率 25.1％ 
 
１．19年１月中間期の業績（平成18年２月１日～平成18年７月31日） 
（1） 経営成績                                   （単位：百万円未満切捨） 

 売上高 営業利益 経常利益 
 
19年１月中間期 
18年１月中間期 

百万円   ％
21,850（△7.7）
23,666（  2.3）

百万円   ％
907（△30.2）
1,300（  13.0）

百万円   ％
812（△19.6）
1,011（  2.3）

18年１月期 43,766  1,652  1,284 
 

 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 

 
19年１月中間期 
18年１月中間期 

百万円   ％
      448（△17.6）
      544（   2.8）

円   銭
153 30
210 96

円   銭
151 58
－ －

18年１月期 702   268 50 － － 
(注)①期中平均株式数 19年１月中間期 2,925,600千株  18年１月中間期 2,580,000株  18年１月期 2,616,400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 
④平成18年１月期の潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益につきましては、新株予約権残高はありましたが、
当社株式は非上場であったため、期中平均株価が把握できませんので記載しておりません。 

 
 (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 
 
19年１月中間期 
18年１月中間期 

百万円 
29,364 
33,150 

百万円
9,650 
7,357 

％ 
32.9 
22.2 

円   銭
3,189      73  
2,851      93  

18年１月期 26,080 7,941 30.4 2,913      56  

(注)①期末発行済株式数 19年１月中間期 3,025,600株 18年１月中間期 2,580,000株 18年１月期 2,725,600株 
②期末自己株式数  19年１月中間期  754,400株 18年１月中間期 1,200,000株 18年１月期 1,054,400株 

（3）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 

 
19年１月中間期 
18年１月中間期 

百万円 
79       

    721     

百万円
△771      
△481      

百万円 
568       

△1,172       

百万円
1,584      
1,728      

18年１月期 1,778       △1,250      △1,480       1,708      
 
２．１９年１月期の業績予想(平成１８年２月１日～平成１９年１月３１日) 

 売上高 経常利益 当期純利益 

 
通 期 

百万円 
43,200 

百万円
1,192 

百万円 
657 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）  220円 80銭 
３． 配当状況 

・現金配当 １株当たり配当金（円） 
 中間 期末 年間 

18年１月期 
19年１月期(実績) 

20.00 
――――― 

30.00 
――――― 

50.00 
――――― 

19年１月期(予想) 30.00 30.00 60.00 

（注）１．19年１月中間期末配当金には、上場記念配当として１株当たり10円を含んでおります。 
２．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き作成したものであり、実際の業績は、
今後様々な要因によって大きく異なる場合があります。なお、上記業績予想に関する事項については、添付資料
５ページ「通期の見通し」をご参照ください。 
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１．企業集団の状況 

 

 当社は、消費者に直飲される清涼飲料及び原料果汁・野菜汁等の製造販売を主たる業務としております。取引

形態といたしましては、飲料メーカー（飲料業界では「ブランドオーナー」と呼ぶ）から受注し、原材料の一部

についてブランドオーナーから支給され、ブランドオーナーの仕様に従い製造いたします取引（受託製造事業）

と、自社ブランドの清涼飲料等を製造し卸売業や小売業などへの販売と、当社が開発または共同開発等をし、見

込み生産によりブランドオーナーからの受注に対応いたします取引（メーカー事業）がございます。 

 

 事業の系統図は、次のとおりであります。 
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２．経営方針 

 
１．経営の基本方針 

当社は、創業以来、清涼飲料の製造販売および受託製造会社として、「社会のために・顧客のために・社員

のために」の経営理念に基づき、安全・安心を基盤に顧客のニーズを的確に捉え、お応えしてまいりました。 

 今後も継続的な成長発展を果たすために、顧客から信頼される品質管理体制の構築、競争力強化による収益

の伸長など、経営基盤の拡充を推し進めることにより、企業価値を高め、株主価値を向上させる経営に努めて

まいります。 

 

２．会社の利益配分に関する基本方針 

当社は、将来の事業展開と経営体質の強化のために必要な内部留保を確保しつつ、安定した配当を継続して

実施していくことを基本方針としております。このような方針に基づき当期は１株当たり60円（うち中間配当

30円）を実施する予定であります。 

また、内部留保につきましては、財務体質の強化および長期的な視点による製造設備投資・研究開発等に活

用して継続的に業績の向上を図ってまいります。 

 
３．投資単位の引き下げに関する考え方および方針等 

当社は、当社株式の流動性の向上および個人株主の増加を重要課題と認識しております。当社はすでに平成

17年７月７日に普通株式１株を８株に分割いたしましたが、今後の投資単位の引き下げ等に関する施策につき

ましては、業績・市場等を勘案し、その費用ならびに効果等を検討したうえで決定したいと考えております。 

 
４．目標とする経営指標 

当社は、主な経営指標として売上高営業利益率、経常利益率を重視しております。これらの指標を継続的に

高めていくことで、ＲＯＥおよびＲＯＡを向上させ、さらなる株主価値の向上を図ってまいります。 

 

５．中長期的な経営戦略 

当社は、良質な水資源と豊富な自然素材をはぐくむ立地に恵まれております。また、野菜・キャロット

ジュース製造のパイオニアとして、搾汁技術に関する知見と、創業時から持ち続けているものづくりへの想い

と情熱により、魅力ある製品の開発・提案力を強みとしております。 

今後とも、それらの強みを活用して、受託製造事業とメーカー事業の２つの事業を展開するとともに、それ

ぞれの事業戦略から生み出された情報・技術ノウハウを相互に活用する独自戦略を展開してまいります。中長

期的な重点施策は、以下のとおりであります。 

 

① 搾汁ビジネスの強化 

     野菜・キャロットジュース製造のパイオニアとして、これまでに蓄えてきた果実・野菜に関する知見をも

とに、搾汁設備の充実、当社搾汁製品の販路拡大、生原料調達力の強化に取り組んでまいります。 

 ② 迅速な設備対応 

     生活様式やライフスタイルの多様化により変化する消費者のニーズを的確に把握し、容器や技術への設備

導入に迅速に対応してまいります。 

 ③ ローコストオペレーションのさらなる追求 

製造・販売コストの削減による利益率の向上を目的として、効率化のための設備導入をはじめ、効率的な

生産計画の立案、多能工の育成による機動的な生産体制の構築に取り組んでまいります。 

④ 顧客から信頼される品質管理体制の構築 
安全・安心をすべての基盤であると強く認識し、引き続き、官能検査員育成による品質管理能力の向上に

取り組むとともに、原因の追究・改善・検証のサイクルの確立に努め、製品事故防止の徹底を図ってまいり

ます。また、さらなる食の安全性への要求に対応するために、トレーサビリティシステムの構築に取り組ん

でまいります。 
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 ⑤ 開発提案のさらなる強化 

開発研究所では、新規素材の活用法や製造法の継続的な研究を行い、顧客への積極的な提案を実施してま

いります。また、当社が保有している「エクストロー」を有効に活用して、紙容器製品の提案と紙容器ライ

ンの充実に取り組んでまいります。 

 
６．会社の対処すべき課題 

清涼飲料業界は、人口の減少と少子高齢化による絶対消費量の減少などから一層の成熟化が進み、熾烈な

シェア争いのため新製品の投入や販売促進による企業間競争が続くことが予想されます。また、原油価格の

高止まり等による製造コストの増加も懸念されます。 

受託製造業界におきましては、ブランドオーナーのリスク分散や効率化から、アウトソーシングの重要性

は変わらないものと思われますが、ビール系ブランドオーナーを中心とした内製へのシフトによる受託競争

の激化や、ブランドオーナー間での競争激化による加工賃単価の引き下げなどが懸念されます。 

当社はこうした市場環境を認識し、取引先からより一層の信頼を得るため、引き続き「安全・安心」を基

盤とした品質管理体制の充実とトレーサビリティの推進に努めるとともに、コスト削減を目的とした設備の

導入や機動的な生産体制の構築により、ローコストオペレーションを追及してまいります。また、新技術・

新容器設備を迅速に導入し、野菜・キャロットジュースのパイオニアとして「おいしさ」にこだわった新製

品・新技術の提案を行うことで、お客様に付加価値を提供してまいります。今後とも、良き企業市民として

CSR経営を推進し、継続した業績の向上による財務基盤の充実を図ってまいります。 

 

 

７．親会社等に関する事項 

①親会社等の商号等 

（平成18年７月31日現在） 

親会社等 属性 
親会社等の議決権所

有割合（％） 

親会社等が発行する株券が上場さ

れている証券取引所等 

東京急行電鉄㈱ 

上場会社が他の会社の

関連会社である場合に

おける当該他の会社 

25.1 ㈱東京証券取引所 市場第一部 

（注）ＧＰファンド（業務執行組合員 フェニックス・キャピタル株式会社）が、当中間会計期間末において

当社議決権の42.6％を保有しておりますが、投資事業組合（民法上の組合）であり、親会社等には該当いたし

ません。 

 

②親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社等との関係 

当社の関係会社である東京急行電鉄㈱は、当中間会計期間末において当社議決権の25.1％を保有しており

ます。 

当社は、同社と製品の販売取引及びグループ商標使用料の支払があります。 

なお、当社は同社から非常勤取締役１名、非常勤監査役１名を受け入れております。 

 

③親会社等との取引に関する事項 

 当社は、東京急行電鉄㈱と当中間会計期間において、同社への製品販売取引971千円を行っております。 
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３．経営成績及び財政状態 

１．経営成績 

当中間会計期間のわが国経済は、企業収益の好調を背景とした国内民間需要に支えられ、本格的な回復基調

で推移いたしました。一方、原油価格の上昇は続いており、今後の国内経済に及ぼす影響が懸念されます。 

清涼飲料業界は、ミネラルウォーター・野菜飲料・紅茶飲料などが好調に推移いたしましたが、緑茶飲料の

減少と天候不順などが影響し、全体では前年に比べて減少の結果となりました。 

このような状況下において、当社は４月18日にジャスダック証券市場に上場いたしました。営業面におきま

しては、多様化するお客様のニーズにお応えするために、ペットボトル新型容器への対応を行うとともに、紙

容器ラインの増強を行いました。また、利益率の改善に向けて、引き続き全社を挙げて製造歩留りの向上・原

材料購入費の引き下げなどを重点目標に掲げ、コスト削減に取り組みました。それとともに、重油価格の高騰

を受けて増加している動力費を削減するために、松本工場のボイラー設備の一部を重油燃料から都市ガス燃料

へ転換する工事を行いました。また、トレーサビリティーシステムの構築に向けての取り組みも継続して実施

してまいりました。 

一方、当社が製造いたしました2Lペットボトル緑茶製品の一部において変敗事故が発生し、製品回収の事態

を招きました。これを受けて当社は、生産技術のさらなる強化と短期的および中長期的設備投資の総合的企画

立案を図るために「技術開発企画室」を新設いたしました。また、品質管理体制の一層の強化による製品事故

の再発防止を目的として「品質監査課」を新設いたしました。これにより「安全・安心」体制の一層の強化を

行い、関係者を始め消費者・お取引先からの信頼回復と、さらなる顧客満足の向上に努めてまいります。 

これらの結果、当中間会計期間の売上高は21,850百万円（前年同期比7.7％減）、営業利益は907百万円（同

30.2％減）、経常利益は812百万円（同19.6％減）ならびに中間純利益は448百万円（同17.6％減）となりまし

た。 

  

各事業の業績は下記のとおりであります。 

① 受託製造事業 

受託製造事業全体の売上高は16,622百万円（同6.0％減）となりました。受託製造事業の容器別では、缶容

器が一部製品の他容器への転換を受けて減少したほか、ペット容器が茶系飲料を中心に減少いたしました。紙

容器は果実飲料などが増加したことにより微増となりました。 

 

② メーカー事業 

メーカー事業全体の売上高は5,227百万円（同12.5％減）となりました。メーカー事業の品目別では、ミネ

ラルウォーター類と搾汁品が増加いたしましたが、茶系飲料が減少いたしました。 

 

  

２．通期の見通し 

清涼飲料市場は、厳しい市場環境や企業間の競争が激しくなるものと予想されます。 

当社は、このような市場環境を踏まえつつ、営業力の強化はもとより、引き続き安心・安全を基盤とした品

質管理体制の充実と継続的なコスト削減に努めてまいります。 

なお、通期の業績見通しにつきましては、平成18年６月14日に公表しました売上高43,200百万円（前年比

1.2％減）、営業利益1,483百万円（前年比10.2％減）、経常利益1,192百万円（前年比7.2％減）、当期純利益

657百万円（前年比6.5％減）を見込んでおります。 
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３．財政状態 

 当中間会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、有形固定資産の取得等に伴い、

前事業年度末に比べ123百万円減少し、当中間会計期間末には1,584百万円となりました。 

 また当中間会計期間における各キャッシュ・フローは次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当中間会計期間において営業活動の結果得られた資金は79百万円（前年同期比89.0％減）となりました。 

 これは主に、税引前当期純利益748百万円に加え、減価償却費719百万円、売上債権の増加3,510百万円及び

仕入債務の増加2,083百万円等によるものです。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当中間会計期間において投資活動の結果使用した資金は771百万円（同60.2％増）となりました。 

 これは主に、松本工場及びあずみ野工場の設備投資等による有形固定資産の取得によるものです。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当中間会計期間において財務活動の結果得られた資金は568百万円（前年同期は1,172百万円の使用）となり

ました。 

 これは主に、自己株式の処分による資金調達1,321百万円に対し、長期借入金の返済672百万円、配当金の支

払81百万円を行ったためであります。 

 

４．事業等のリスク 

以下において、当社の事業展開上のリスク要因となる可能性があると考えられる事項を記載しております。 

また、当社として必ずしも事業上のリスクとは考えていない事項についても、投資判断、あるいは当社の事業

内容を理解する上で重要と考えられる事項については、投資者に対する積極的な情報開示の観点から記載して

おります。当社は、これらリスクの発生の可能性を認識して事業活動を行っておりますが、当社の事業もしく

は当社株式への投資に対するリスクを全て網羅するものではありませんのでご留意ください。 

また、文中における将来に関する事項は、当中間会計期間末現在において当社が判断したものであります。 

 

(1）飲料市場における競合について 

 飲料業界においては、近年市場が成熟状態にあるといわれており、飲料各社間の競争は年々厳しくなってお

ります。このような環境の下、当社は競合他社に対する差別化や商品開発力の強化等を図っておりますが、今

後競争がさらに激化するような場合には、利益が減少し、または販売促進費等が増加し、当社の財政状態及び

経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

(2）飲料メーカーの外注政策の当社に及ぼす影響について 

 当社の受託製造事業は、飲料メーカーより飲料の製造を受託して行っております。したがって、飲料メー

カーの外注政策の影響を強く受けることになります。すなわち、飲料メーカーが外注割合を高め、当社への外

注を増やした場合、逆に飲料メーカーが内製化を強化し、当社への外注を減らした場合は、当社の財政状態及

び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 
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(3）特定の取引先への依存について 

 当社の最近２期間における主たる取引先別の販売実績及び売上高構成比は、次表のとおりであります。 

なお、平成18年１月期における上位３社への販売実績合計額は、全売上高に対し82.7％と依存度が高くなっ

ております。 

 今後につきましては、より一層の提案営業による取引先開拓と自社ブランド製品の拡販等を推進し、上位取

引先への依存度の低下を図ってまいりますが、何らかの要因によりこれらの取引先からの受注が減少した場合

には、当社の財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 

 また、これらの取引先の販売戦略が外部環境等の変化により大きく変更し、当社との取引価格に影響した場

合、当社の財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 

平成17年１月期 平成18年１月期 
相手先 

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％） 

㈱伊藤園 22,794,049 50.7 23,072,266 52.7 

日本生活協同組合連合会 8,771,486 19.5 8,274,183 18.9 

ダイドードリンコ㈱ 6,480,891 14.4 4,851,233 11.1 

 

(4）品質管理について 

 当社は、製品の品質、安全性を経営の最重要課題のひとつとして考えており、常日頃から品質管理の徹底を

図っております。しかしながら、予期せぬ要因により品質トラブル等が発生した場合、多額の費用負担や当社

の品質管理に対する評価に重大な影響を与え、受注や販売の低下によって、当社の財政状態及び経営成績に影

響を及ぼす可能性があります。 

 

(5）生原料の数量確保及び品質について 

 当社は、農産物を調達し搾汁品を製造し、外部への販売や当社にて製造する飲料の原料として使用しており

ます。 

 農産物の作柄は天候等により影響を受けるため、当社は一部農産物に対して生産者等と契約栽培の拡大と仕

入先との関係強化により、高品質で安定した数量の確保を図る仕組みを構築しておりますが、作柄が悪い場合

には当初予定数量を確保できず、市場から高い価格で購入しなければならない場合があります。 

 また、作柄により品質には年度毎にばらつきがあり、搾汁したものの規格に合わず製品化できなくなり廃棄

等を行った場合、当社の財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

(6）水資源について 

 当社は、信州の豊富な水資源を利用し飲料の製造と農産物の加工をおこなっております。こうした中、当社

は、国際環境規格のISO14001を平成15年２月に認証取得しております。また、「環境基本方針」を策定し、行

動指針として「環境関係法規等の遵守」、「省資源・省エネルギー活動の推進」、「環境保全活動の継続的な

推進」、「環境教育の推進」を掲げ、「企業活動と自然・地球環境との融和」の実現にむけて、全員参加で環

境保全に積極的に取り組み、企業の社会的責任を全うするとともに次世代に「美しさ」を引き継げるよう努力

しております。特に水使用量の削減のためには、全社的に節水に対する運動を実施し、また排水に対しても処

理施設の充実を図っております。現在のところは水の使用量の規制や負担金の発生はありませんが、今後当社

が使用している水資源に対し規制や負担金が生じた場合には、当社の財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可

能性があります。 

 

(7）天候リスクについて 

 清涼飲料業界の需要は、その商品の特性上、天候等の影響を受けやすい傾向にあります。冷夏、暖冬、長雨

などの異常気象に左右されるほか、台風等の悪天候なども影響いたします。よって天候の変動により当社の財

政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 
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(8）業績の季節変動について 

 清涼飲料の需要は夏場に集中するため、清涼飲料業界では夏場に生産、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。 

 こうしたことから当社も、夏場と冬場の生産販売に季節変動が発生し、生産量、売上高及び特に利益につい

ては、上半期（２月～７月）に偏重する傾向があります。 

 なお、当社といたしましてはコーヒーなどの冬季向け飲料や、比較的季節変動の少ない健康志向飲料の受注

を目指した営業活動による受注数量の平準化と、生産体制の柔軟化による費用の変動費化により、季節変動へ

の対応を行っております。 

 当社の過去２年間の上・下半期別実績は次表のとおりであります。 

平成17年１月期 平成18年１月期 
決 算 期 

上半期 下半期 上半期 下半期 

売上高 

 年間比率 

千円 

％ 

23,127,766 

51.4 

21,840,425 

48.6 

23,666,577 

54.1 

20,099,493 

45.9 

営業利益 

 年間比率 

千円 

％ 

1,151,470 

72.4 

439,697 

27.6 

1,300,839 

78.7 

351,388 

21.3 

経常利益 

 年間比率 

千円 

％ 

988,310 

77.9 

279,638 

22.1 

1,011,403 

78.8 

272,653 

21.2 

 

(9）原材料費等の高騰について 

 当社の使用する主要な原材料等には、その価格が市場の状況により変動するものがあります。受託製造事業

において有償で支給される原材料は、受注価格に反映することができますが、自社で調達している主要原材料、

生産時に使用する電力費や重油の価格が高騰することによって、製造コストが上昇し、当社の財政状態及び経

営成績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

(10）借入依存度について 

 当社の借入依存度は、平成17年１月期末において47.7％、平成18年１月期末において43.8％であります。今

後、金利水準が上昇した場合には、金利負担が増加し、当社の財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性が

あります。 

項目 平成17年１月期 平成18年１月期 

長短借入金合計（千円）    Ａ 13,279,000 11,435,000 

総資産（千円）        Ｂ 27,855,382 26,080,058 

借入金 依存度（％）   Ａ／Ｂ 47.7 43.8 

 

(11）自然災害について 

 当社の生産工場は、長野県松本市と松本市に隣接する安曇野市にございます。従いまして、この地区におい

て大規模な地震等の自然災害が発生し、甚大な被害を被った場合には、操業の継続等に支障をきたし、当社の

財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

(12）法的規制について 

 当社は、事業の遂行にあたって、「食品衛生法」や「製造物責任法（ＰＬ法）」等さまざまな法的規制の適

用を受けております。当社は法的規制を遵守し的確な対応を行っておりますが、関連法規制の強化あるいは新

たに当社の事業を規制する法令が制定・施行された場合、当社の財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性

があります。 
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(13）ＧＰファンド（業務執行組合員 フェニックス・キャピタル株式会社）との関係について 

 当中間会計期間末現在、議決権の42.6％（平成18年８月末現在、議決権の42.6％）を所有しておりますＧＰ

ファンド（業務執行組合員 フェニックス・キャピタル株式会社）は投資事業組合であり、当社株式の保有は

投資目的であります。 

 ＧＰファンドは当社株式のジャスダック証券取引所上場時に売出しをいたしましたが、上場後残りの所有株

式の売却を行なった場合、当社株式の市場価格に影響を及ぼす可能性があります。 

 尚、当中間会計期間における、当社とＧＰファンド業務執行組合員であるフェニックス・キャピタル株式会

社との取引内容は以下のとおりです。 

取引の内容 
取引金額 
（千円） 

科目 
期末残高 
（千円） 

製品販売 824 売掛金 173 

（注）１．上記金額のうち、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．製品販売については、一般の取引条件と同様に決定しております。 

 

(14）東京急行電鉄株式会社との関係について 

 当中間会計期間末現在、東京急行電鉄株式会社は、当社議決権の25.1％を所有しており、当社は同社の持分

法適用会社であります。当社は同社と当中間会計期間において、同社への製品販売取引971千円を行なってお

ります。また、東京急行電鉄株式会社の100％子会社であります株式会社東急百貨店への製品販売取引5,902千

円、同社からの原材料購入53,362千円と物品購入2,184千円を行なっております。 

 製品販売取引、原材料購入及び物品購入につきましては、一般の取引条件と同様に決定しており、また、商

標許諾使用料につきましては商標使用許諾契約書に基づき決定しております。 

なお、上記以外の東京急行電鉄株式会社の子会社及び関連会社と製品販売取引、業務委託及び広告料等の支

払取引を行なっておりますが、取引条件につきましては一般の取引条件と同様に決定しております。 

 

(15）ストックオプションについて 

 当社は、当社役職員の事業に対する貢献意欲及び経営への参画意識を高めるため、新株予約権を利用したス

トックオプション制度を採用しております。当該新株予約権は旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基

づいて平成17年６月３日開催の臨時株主総会において決議されたもの及び平成18年４月26日開催の第53期定時

株主総会において決議されたものであります。平成18年８月末現在、同ストックオプションによる潜在株式は

219,500株であり、発行済株式総数3,780,000株の5.8％に相当しております。当社の株価が行使価額を上回り、

かつ権利行使についての条件が満たされ、これら新株予約権が行使された場合には１株当たりの株式価値が希

薄化することになります。 
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(16）自己株式について 

① 自己株式取得の経緯 

 平成15年３月31日、東京急行電鉄株式会社が保有していた当社全株式が、同社100％子会社でありました

株式会社ジーピーホールディングスに譲渡され、その後、当社は平成15年６月24日付けで当社を存続会社と

して株式会社ジーピーホールディングスと合併いたしました。 

 この結果、当社は合併日において株式会社ジーピーホールディングスが保有していた当社株式600,000株

を保有することになりました。その後当社は、平成17年７月７日付けで自己株式450,000株の消却並びに１

株につき８株の株式分割を実施し、平成17年11月15日付で自己株式145,600株を取引先等へ処分し、また平

成18年４月18日付でジャスダック証券取引所上場に際し自己株式300,000株を処分した結果、754,400株の自

己株式を保有しております。 

② 自己株式の処分方針について 

 平成17年８月２日付けで付与しました第１回、第２回の新株予約権によるストックオプション（平成18年

８月末現在190,500株相当）及び、平成18年４月26日付けで付与しました第３回、第４回の新株予約権によ

るストックオプション（平成18年８月末現在29,000株相当）の行使がなされた場合、新株の発行に代えて、

自己株式を交付する予定であります。 

 また、当社は生産能力増強等の設備投資のニーズを有しており、そこで、設備投資資金の一部に充当する

ことを目的として、自己株式を処分し資金調達を行なうことを予定しております。但し、上記予定は、今後

の当社外部経営環境、内部経営環境等の変化によって変更する可能性があります。 

 

４.時価発行公募増資等に係る資金使途計画及び資金充当実績 

 
平成18年４月18日に実施した当社自己株式の処分による調達した資金1,321百万円につきましては、生産設

備増強等の設備投資資金として770百万円充当いたしました。 
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５．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７月 31 日) 

当中間会計期間末 

(平成 18 年７月 31 日) 
増減 

前事業年度 

(平成 18 年１月 31 日)

区分 注記番号 金額(千円) 
構成比

（％）
金額(千円) 

構成比

（％）
金額(千円) 金額(千円) 

構成比

（％）

（資産の部）    

Ⅰ 流動資産    

１．現金及び預金  1,728,485 1,584,795 △143,690 1,708,550 

２．受取手形 ※３ 153,068 107,615 △45,452 109,799 

３．売掛金  12,883,761 9,366,598 △3,517,162 5,853,877 

４．たな卸資産  2,228,235 2,205,289 △22,946 2,327,362 

５．繰延税金資産  156,465 139,359 △17,106 140,019 

６．その他  163,890 143,668 △20,221 132,093 

貸倒引当金  △9,100 △6,600 2,500 △4,100 

流動資産合計  17,304,807 52.2 13,540,726 46.1 △3,764,080 10,267,601 39.4

Ⅱ 固定資産    

(1)有形固定資産 ※１   

１．建物 ※２ 3,969,762 3,858,771 △110,990 3,978,257 

２．構築物 ※２ 336,262 295,218 △41,043 314,234 

３．機械及び装置 ※２ 4,220,471 4,152,336 △68,135 3,998,278 

４．土地 ※２ 6,359,703 6,359,703 － 6,359,703 

５．建設仮勘定  10,950 4,357 △6,592 125,918 

６．その他  156,937 152,283 △4,654 158,797 

有形固定資産合計  15,054,087 45.4 14,822,671 50.5 △231,416 14,935,189 57.2

(2)無形固定資産    

１．ソフトウェア  133,276 192,365 59,089 148,261 

２．その他  6,863 52,702 45,839 6,724 

無形固定資産合計  140,139 0.4 245,067 0.8 104,928 154,986 0.6
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前中間会計期間末 

(平成 17 年７月 31 日) 

当中間会計期間末 

(平成 18 年７月 31 日) 
増減 

前事業年度 

(平成 18 年１月 31 日)

区分 注記番号 金額(千円) 
構成比

（％）
金額(千円) 

構成比

（％）
金額(千円) 金額(千円) 

構成比

（％）

(3)投資その他の資産    

１．投資有価証券 ※２ 330,920 471,613 140,693 435,070 

２．繰延税金資産  29,174 － △29,174 － 

３．その他  323,266 316,727 △6,539 319,122 

貸倒引当金  △31,911 △31,911 － △31,911 

投資その他の資産

合計 
651,449 2.0 756,429 2.6 104,979 722,280 2.8

固定資産合計  15,845,676 47.8 15,824,168 53.9 △21,507 15,812,456 60.6

資産合計  33,150,484 100.0 29,364,895 100.0 △3,785,588 26,080,058 100.0

    

（負債の部）    

Ⅰ 流動負債    

１．買掛金  10,231,532 6,413,703 △3,817,828 4,330,103 

２．１年以内返済予定

の長期借入金 
※２ 1,344,000 1,344,000 － 1,344,000 

３．未払金  2,125,532 1,397,130 △728,402 1,447,367 

４．未払費用  399,297 334,517 △64,780 298,255 

５．未払法人税等  423,004 289,214 △133,790 211,584 

６．未払消費税等 ※４ 62,270 47,914 △14,356 － 

７．賞与引当金  210,504 219,246 8,742 212,188 

８．その他  86,831 69,382 △17,448 18,193 

流動負債合計  14,882,972 44.9 10,115,108 34.4 △4,767,864 7,861,693 30.2

Ⅱ 固定負債    

１．長期借入金 ※２ 10,763,000 9,419,000 △1,344,000 10,091,000 

２．繰延税金負債  － 59,838 59,838 43,561 

３．退職給付引当金  48,777 53,450 4,672 51,021 

４．役員退職慰労引当

金 
 71,462 54,167 △17,295 78,592 

５．その他  26,299 12,481 △13,818 12,990 

固定負債合計  10,909,538 32.9 9,598,936 32.7 △1,310,601 10,277,166 39.4

負債合計  25,792,511 77.8 19,714,045 67.1 △6,078,466 18,138,859 69.6
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前中間会計期間末 

(平成 17 年７月 31 日) 

当中間会計期間末 

(平成 18 年７月 31 日) 
増減 

前事業年度 

(平成 18 年１月 31 日)

区分 注記番号 金額(千円) 
構成比

（％）
金額(千円) 

構成比

（％）
金額(千円) 金額(千円) 

構成比

（％）

（資本の部）    

Ⅰ 資本金  303,000 0.9 － － － 303,000 1.2

Ⅱ 資本剰余金    

１．その他資本剰余金  － － － 239,820 

資本剰余金合計  － － － － － 239,820 0.9

Ⅲ 利益剰余金    

１．利益準備金  75,750 － － 75,750 

２．任意積立金  7,046,152 － － 7,046,152 

３．中間（当期）未処

分利益 
 1,284,592 － － 1,391,225 

利益剰余金合計  8,406,494 25.4 － － － 8,513,127 32.6

Ⅳ その他有価証券評価

差額金 
 94,334 0.3 － － － 155,677 0.6

Ⅴ 自己株式  △1,445,857 △4.4 － － － △1,270,426 △4.9

資本合計  7,357,972 22.2 － － － 7,941,199 30.4

負債・資本合計  33,150,484 100.0 － － － 26,080,058 100.0

    

（純資産の部）    

Ⅰ 株主資本    

１．資本金  － － 303,000 1.0 － － －

２．資本剰余金    

（１）その他資本剰余

金 
 － － 1,200,231 4.1 － － －

資本剰余金合計  － － 1,200,231 4.1 － － －

３．利益剰余金    

（１）利益準備金  － － 75,750 0.3 － － －

（２）その他利益剰余

金 
 － － 8,804,092 30.0 － － －

利益剰余金合計  － － 8,879,842 30.3 － － －

４．自己株式  － － △908,962 △3.1 － － －

株主資本合計  － － 9,474,111 32.3 － － －

Ⅱ 評価・換算差額等    

その他有価証券評

価差額金 
 － － 176,738 0.6 － － －

評価・換算差額等合

計 
 － － 176,738 0.6 － － －

純資産合計  － － 9,650,850 32.9 － － －

負債・純資産合計  － － 29,364,895 100.0 － － －
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（２）中間損益計算書 

 

 

 

前中間会計期間 

（自 平成17年２月１日 
  至 平成17年７月31日）

当中間会計期間 

（自 平成18年２月１日 
  至 平成18年７月31日）

増減 
前事業年度 

（自 平成17年２月１日 
  至 平成18年１月31日）

区分 注記番号 金額(千円) 
百分比

（％）
金額(千円) 

百分比

（％）
金額(千円) 金額(千円) 

百分比

（％）

Ⅰ 売上高 ※７ 23,666,577 100.0 21,850,279 100.0 △1,816,298 43,766,070 100.0

Ⅱ 売上原価  20,118,228 85.0 18,840,094 86.2 △1,278,133 37,875,877 86.5

売上総利益  3,548,349 15.0 3,010,184 13.8 △538,164 5,890,193 13.5

Ⅲ 販売費及び一般管理

費 
 2,247,509 9.5 2,102,334 9.6 △145,174 4,237,964 9.7

営業利益  1,300,839 5.5 907,849 4.2 △393,009 1,652,228 3.8

Ⅳ 営業外収益 ※１ 14,535 0.1 11,598 0.0 △2,936 23,264 0.0

Ⅴ 営業外費用 ※２ 303,971 1.3 106,660 0.5 △197,311 391,435 0.9

経常利益  1,011,403 4.3 812,788 3.7 △198,615 1,284,056 2.9

Ⅵ 特別利益 ※３ 400 0.0 140 0.0 △259 4,142 0.0

Ⅶ 特別損失 ※４･５ 103,407 0.5 63,999 0.3 △39,407 128,672 0.3

税引前中間（当

期）純利益 
 908,396 3.8 748,928 3.4 △159,467 1,159,527 2.6

法人税、住民税及

び事業税 
 407,825 1.7 297,785 1.3 △110,039 453,123 1.0

法人税等調整額  △43,705 △0.2 2,660 0.0 46,365 3,895 0.0

中間（当期）純利

益 
 544,275 2.3 448,482 2.1 △95,793 702,508 1.6

前期繰越利益  1,305,420 － － 1,305,420 

中間配当額  － － － 51,600 

自己株式消却額  565,103 － － 565,103 

中間（当期）未処

分利益 
 1,284,592 － － 1,391,225 
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（３）中間株主資本等変動計算書 

当中間会計期間（自 平成18年２月１日 至 平成18年７月31日）              （単位：千円） 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金 
 

資本金 
その他資
本剰余金 

資本剰余
金合計 

利益準
備金 製品保証

積立金 
特別償却
準備金 

別途積立
金 

繰越利益
剰余金 

利益剰余
金合計 

自己株式
株主資本
合計 

平成18年１月31日 
残高 

303,000 239,820 239,820 75,750 100,000 86,152 6,860,000 1,391,225 8,513,127 △1,270,426 7,785,521

中間会計期間中の変
動額 
特別償却準備金の
取崩し 

△33,961 33,961 － －

剰余金の配当 △81,768 △81,768 △81,768

中間純利益 448,482 448,482 448,482

自己株式の処分 960,410 960,410 361,464 1,321,875

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 

－ 960,410 960,410 － － △33,961 － 400,676 366,714 361,464 1,688,589

平成18年７月31日 
残高 

303,000 1,200,231 1,200,231 75,750 100,000 52,191 6,860,000 1,791,901 8,879,842 △908,962 9,474,111

      
 

評価・換算差額等 

 
その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 

純資産合計 

平成18年１月31日 残高 155,677 155,677 7,941,199 

中間会計期間中の変動額  

特別償却準備金の取崩し － 

剰余金の配当 △81,768 

中間純利益 448,482 

自己株式の処分 1,321,875 

株主資本以外の項目の中
間会計期間中の変動額
（純額） 

21,061 21,061 21,061 

中間会計期間中の変動額合
計 

21,061 21,061 1,709,650 

平成18年７月31日 残高 176,738 176,738 9,650,850 
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（４）中間キャッシュ・フロー計算書 

  
前中間会計期間 

（自 平成17年２月１日
 至 平成17年７月31日）

当中間会計期間 

（自 平成18年２月１日
 至 平成18年７月31日）

増減 
前事業年度 

（自 平成17年２月１日
至 平成18年１月31日）

区分 注記番号 金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッ

シュ・フロー 
    

税引前中間（当期）純利

益 
 908,396 748,928 △159,467 1,159,527 

減価償却費  750,054 719,327 △30,726 1,526,587 

減損損失  97,657 － △97,657 97,657 

長期前払費用償却額  5,870 2,231 △3,638 6,782 

貸倒引当金の増加額（△

減少額） 
 6,748 2,500 △4,248 1,748 

賞与引当金の増加額（△

減少額） 
 815 7,058 6,243 2,499 

退職給付引当金の増加額

（△減少額） 
 2,917 2,428 △489 5,162 

役員退職慰労引当金の増

加額（△減少額） 
 △26,890 △24,425 2,465 △19,760 

受取利息及び受取配当金  △2,685 △2,671 13 △4,709 

支払利息  121,282 78,777 △42,504 204,297 

固定資産除却損  2,055 8,542 6,487 31,015 

固定資産売却益  △400 － 400 △400 

売上債権の減少額（△増

加額） 
 △6,163,886 △3,510,537 2,653,348 909,266 

たな卸資産の減少額（△

増加額） 
 △258,778 122,072 380,851 △357,904 

仕入債務の増加額（△減

少額） 
 5,284,957 2,083,599 △3,201,358 △616,470 

未払消費税等の増加額

（△減少額） 
 △33,067 47,914 80,981 △95,337 

その他  641,234 77,835 △563,398 △92,104 

小計  1,336,280 363,582 △972,698 2,757,857 

利息及び配当金の受取額  2,685 2,671 △13 4,709 

利息の支払額  △162,635 △79,000 83,634 △247,722 

法人税等の支払額  △455,245 △207,828 247,416 △735,982 

営業活動によるキャッ

シュ・フロー 
 721,085 79,425 △641,659 1,778,860 
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前中間会計期間 

（自 平成17年２月１日
 至 平成17年７月31日）

当中間会計期間 

（自 平成18年２月１日
 至 平成18年７月31日）

増減 
前事業年度 

（自 平成17年２月１日 
  至 平成18年１月31日）

区分 注記番号 金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅱ 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 
 △457,208 △714,249 △257,040 △1,194,040

有形固定資産の売却によ

る収入 
 500 － △500 500

無形固定資産の取得によ

る支出 
 △24,990 △55,995 △31,004 △48,785

投資有価証券の取得によ

る支出 
 △1,223 △1,205 18 △2,449

長期前払費用の取得によ

る支出 
 － － － △7,134

その他  1,585 163 △1,422 1,210

投資活動によるキャッ

シュ・フロー 
 △481,337 △771,287 △289,949 △1,250,700

Ⅲ 財務活動によるキャッ

シュ・フロー 
     

長期借入れによる収入  7,845,000 － △7,845,000 7,845,000

長期借入金の返済による

支出 
 △9,017,000 △672,000 8,345,000 △9,689,000

自己株式の処分による収

入 
 － 1,321,875 1,321,875 415,251

配当金の支払額  － △81,768 △81,768 △51,600

財務活動によるキャッ

シュ・フロー 
 △1,172,000 568,107 1,740,107 △1,480,348

Ⅳ 現金及び現金同等物の増

加額（△減少額） 
 △932,252 △123,754 808,497 △952,188

Ⅴ 現金及び現金同等物の期

首残高 
 2,660,738 1,708,550 △952,188 2,660,738

Ⅵ 現金及び現金同等物の中

間期末（期末）残高 
※１ 1,728,485 1,584,795 △143,690 1,708,550
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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 

（自 平成17年２月１日 

至 平成17年７月31日） 

当中間会計期間 

（自 平成18年２月１日 

至 平成18年７月31日） 

前事業年度 

（自 平成17年２月１日 

至 平成18年１月31日） 

１．資産の評価基準及び

評価方法 

(1)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）を

採用しております。 

時価のないもの 

 移動平均法による原価法を採

用しております。 

(1)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 

(1)その他有価証券 

時価のあるもの 

 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）を採用

しております。 

時価のないもの 

同左 

 (２)たな卸資産 

 製品、原材料 

移動平均法による原価法を採

用しております。 

 貯蔵品 

 重油等 

 移動平均法による原価法を

採用しております。 

機械部品 

最終仕入原価法を採用し

ております。 

(２)たな卸資産 

製品、原材料 

同左 

 

 貯蔵品 

同左 

(２)たな卸資産 

製品、原材料 

同左 

 

 貯蔵品 

同左 

２．固定資産の減価償却

の方法 

(1)有形固定資産 

定率法によっております。但

し、建物（建物附属設備は除

く）については定額法を採用し

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       ２～31年 

 構築物      ７～30年 

 機械及び装置   ４～10年 

 車両運搬具    ２～５年 

 工具､器具及び備品 ４～15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 
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項目 

前中間会計期間 

（自 平成17年２月１日 

至 平成17年７月31日） 

当中間会計期間 

（自 平成18年２月１日 

至 平成18年７月31日） 

前事業年度 

（自 平成17年２月１日 

至 平成18年１月31日） 

３．引当金の計上基準 (１) 貸倒引当金 

債権の貸倒れに備えるた

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 

従業員に支給する賞与に充

てるため、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。 

   数理計算上の差異は、その

発生時の従業員の平均残存勤

務期間内の一定の年数（15

年）による定額法により翌年

から費用処理することとして

おります。 

(１) 貸倒引当金 

同左 

 

 

 

 

 

 

(２)賞与引当金 

同左 

 

 

(３)退職給付引当金 

同左 

 

(１)貸倒引当金 

同左 

 

 

 

 

 

 

(２)賞与引当金 

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

給付債務の見込額に基づき計上

しております。 

数理計算上の差異は、その発

生時の従業員の平均残存勤務期

間内の一定の年数（15年）によ

る定額法により翌年から費用処

理することとしております。 
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項目 

前中間会計期間 

（自 平成17年２月１日 

至 平成17年７月31日） 

当中間会計期間 

（自 平成18年２月１日 

至 平成18年７月31日） 

前事業年度 

（自 平成17年２月１日 

至 平成18年１月31日） 

 (４) 役員退職慰労引当金 

   取締役、監査役及び執行役

員の退職慰労金の支給に備え

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 

   取締役、監査役及び執行役

員の退職慰労金の支給に備え

るため、内規に基づく期末要

支給額を計上しております。

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 

５．中間キャッシュ・フ

ロー計算書

（キャッシュ・フ

ロー計算書）にお

ける資金の範囲 

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ヶ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。 

同左 同左 

６．その他中間財務諸表

（財務諸表）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 

 税抜方式によっております。 

（１）消費税等の会計処理 

同左 

 

（１）消費税等の会計処理 

同左 
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会計処理の変更 

前中間会計期間 

（自 平成17年２月１日 

至 平成17年７月31日） 

当中間会計期間 

（自 平成18年２月１日 

至 平成18年７月31日） 

前事業年度 

（自 平成17年２月１日 

至 平成18年１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日に終了する事業年度に係る財務諸表

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。これにより税引

前中間純利益は97,657千円減少しておりま

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日に終了する事業年度に係る財務諸表

から適用できることになったことに伴い、

当事業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。これにより税引前当

期純利益は97,657千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）及び

「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

9,650,850千円であります。 

 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。

―――――― 
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追加情報 

前中間会計期間 

（自 平成17年２月１日 

至 平成17年７月31日） 

当中間会計期間 

（自 平成18年２月１日 

至 平成18年７月31日） 

前事業年度 

（自 平成17年２月１日 

至 平成18年１月31日） 

「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日以降に開始す

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を販売費

および一般管理費に計上しております。 

―――――― 「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日以降に開始する事業

年度より外形標準課税制度が導入されたこと

に伴い、当事業年度から「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

資本割を販売費および一般管理費に計上して

おります。 

この結果、販売費および一般管理費が

14,303千円増加し、営業利益、経常利益お

よび税引前中間純利益が14,303千円減少し

ております。 

 この結果、販売費および一般管理費が

24,018千円増加し、営業利益、経常利益およ

び税引前当期純利益が24,018千円減少してお

ります。 
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注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

前中間会計期間末 

（平成17年７月31日） 

当中間会計期間末 

（平成18年７月31日） 

前事業年度末 

（平成18年１月31日） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額は次

のとおりです。 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額は次

のとおりです。 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額は次

のとおりです。 

18,785,662千円 19,685,117千円 19,102,790千円 

※２ 担保資産及び担保付債務 ※２ 担保資産及び担保付債務 ※２ 担保資産及び担保付債務 

担保に供している資産は次のとお

りであります。 

担保に供している資産は次のとお

りであります。 

担保に供している資産は次のとお

りであります。 

 

建物 

構築物 

機械及び装置 

土地 

投資有価証券 

3,962,343千円 

296,118千円 

2,719,528千円 

6,359,305千円 

271,052千円 

 計            13,608,347千円 

 

建物 

構築物 

機械及び装置 

土地 

投資有価証券 

3,851,784千円

258,974千円

2,703,167千円

6,359,305千円

339,902千円

    計          13,513,134千円 

 

建物 

構築物 

機械及び装置 

土地 

投資有価証券 

3,971,059千円

276,338千円

2,643,848千円

6,359,305千円

364,450千円

    計          13,615,002千円 

 担保付債務は次のとおりでありま

す。 

一年以内返済予
定の長期借入金 

1,344,000千円 

長期借入金 10,763,000千円 

計 12,107,000千円 
 

担保付債務は次のとおりでありま

す。 

一年以内返済予
定の長期借入金

1,344,000千円

長期借入金 9,419,000千円

計 10,763,000千円
 

 担保付債務は次のとおりでありま

す。 

一年以内返済予
定の長期借入金 

1,344,000千円

長期借入金 10,091,000千円

計 11,435,000千円
 

※３ 中間期末日満期手形 ※３      ―――――― ※３      ―――――― 

中間期末日満期手形の会計処理に

ついては、当中間会計期間の末日は

金融機関の休日でしたが、満期日に

決済が行われたものとして処理して

おります。当中間期末日満期手形の

金額は次のとおりであります。 

 受取手形      21,433千円 

     

※４ 消費税等の取扱いは次のとおりであ

ります。 

※４ 消費税等の取扱いは次のとおりであ

ります。 

※４ 消費税等の取扱いは次のとおりであ

ります。 

仮払消費税等及び仮受消費税等

は、相殺のうえ、未払消費税等とし

て表示しております。 

同左 

 

 

 

同左 
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（中間損益計算書関係） 

前中間会計期間 

（自 平成17年２月１日 

至 平成17年７月31日） 

当中間会計期間 

（自 平成18年２月１日 

至 平成18年７月31日） 

前事業年度 

（自 平成17年２月１日 

至 平成18年１月31日） 

※１ 営業外収益の主要項目は、次のとお

りです。 

※１  営業外収益の主要項目は、次のとお

りです。 

※１ 営業外収益の主要項目は、次のとお

りです。 

受取利息 10千円 

受取配当金 2,674千円 

空缶等売却額 6,616千円 
 

受取利息 6千円 

受取配当金 2,665千円 

空缶等売却額 5,462千円 

 
 

受取利息 17千円 

受取配当金 4,691千円 

空缶等売却額 9,629千円 
 

※２ 営業外費用の主要項目は、次のとお

りです。 

支払利息 

シンジケート
ローン関連費用 

121,282千円 

175,626千円 

  

※３ 特別利益の主要項目は、機械及び装

置売却益であります。 

 

※４ 特別損失の主要項目は、次のとおり

です。 

※２ 営業外費用の主要項目は、次のとお

りです。 

支払利息 

株式公開費用 

78,777千円

21,907千円

  

 ※３     ―――――― 

 

 

※４ 特別損失の主要項目は、次のとおり

です。 

※２ 営業外費用の主要項目は、次のとお

りです。 

支払利息 204,297千円

シンジケート
ローン関連費用 

 

175,625千円

 ※３ 特別利益の主要項目は、固定資産受

贈益であります。 

  

※４ 特別損失の主要項目は、次のとおり

です。 

建物除却損 233千円 

機械及び装置除却損 

車両運搬具除却損 

工具器具備品除却損 

690千円 

18千円 

1,112千円 

固定資産除却損 2,055千円 

減損損失 97,657千円 
 

機械及び装置除却損

工具器具備品除却損

8,529千円

13千円

固定資産除却損 8,542千円

製品事故費用 55,456千円
 

建物除却損 

構築物除却損 

4,714千円

357千円

機械及び装置除却損 

車両運搬具除却損 

工具器具備品除却損 

21,444千円

103千円

4,394千円

固定資産除却損     31,015千円 

減損損失       97,657千円 

※５ 減損損失 

当中間会計期間におきまして、当社は

以下の資産グループについて減損損失を

計上しております。 

場所 用途 種類 金額 

松本工場
（長野県
松本市） 

スタン
ディング
パウチ 
ライン 

機械及び
装置 

97,657
千円 

 当社はキャッシュ・フローを生み出す

最小単位として、製造（容器別）ライン

を基本単位とし、遊休資産は個別物件を

基本単位としてグルーピングしておりま

す。 

 パウチ飲料製品の廃番により、当該資

産グループの帳簿価額を回収可能価額ま

で減額し、当該減少額を減損損失

（97,657千円）として特別損失に計上し

ております。 

なお、当資産グループの回収可能価額

は正味売却価額により測定しておりま

す。 

※５     ―――――― 

 

※５ 減損損失 

当事業年度におきまして、当社は以下

の資産グループについて減損損失を計上

しております。 

場所 用途 種類 金額 

松本工場
（長野県
松本市）

スタン
ディング
パウチ 
ライン 

機械及び
装置 

97,657
千円 

 当社はキャッシュ・フローを生み出す

最小単位として、製造（容器別）ライン

を基本単位とし、遊休資産は個別物件を

基本単位としてグルーピングしておりま

す。 

 パウチ飲料製品の廃番により、当該資

産グループの帳簿価額を回収可能価額ま

で減額し、当該減少額を減損損失

（97,657千円）として特別損失に計上し

ております。 

なお、当資産グループの回収可能価額

は正味売却価額により測定しておりま

す。 
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前中間会計期間 

（自 平成17年２月１日 

至 平成17年７月31日） 

当中間会計期間 

（自 平成18年２月１日 

至 平成18年７月31日） 

前事業年度 

（自 平成17年２月１日 

至 平成18年１月31日） 

 ６ 減価償却実施額は次のとおりです。  ６ 減価償却実施額は次のとおりです。  ６ 減価償却実施額は次のとおりです。

有形固定資産 725,480千円 

無形固定資産 24,574千円 

  
 

有形固定資産 690,713千円 

無形固定資産 28,613千円 

  
 

有形固定資産 1,475,896千円 

無形固定資産 50,690千円 

  
 

※７ 売上高の季節的変動 ※７ 売上高の季節的変動 ※７     ―――――― 

    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。 

同左  
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（中間株主資本等変動計算書関係） 

当中間会計期間（自 平成18年２月１日 至 平成18年７月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及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） 

発行済株式     

普通株式 3,780,000 － － 3,780,000 

合計 3,780,000 － － 3,780,000 

自己株式     

普通株式  （注）１ 1,054,400 － 300,000 754,400 

合計 1,054,400 － 300,000 754,400 

  （注）１．普通株式の自己株式の減少300,000株は、自己株式の処分による減少であります。 

 

２．配当に関する事項 

 （１）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 

平成18年４月26日 

定時株主総会 
普通株式 81,768 30 平成18年１月31日 平成18年４月27日 

 

 （２）基準日が当中間期に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間期末後となるもの 

決議 株式の種類 
配当金の総額 

（千円） 
配当の原資 

１株当たり配当

額（円） 
基準日 効力発生日 

平成18年９月14日

取締役会 
普通株式 90,768 利益剰余金 30 平成18年７月31日 平成18年10月20日

 

 

（中間キャッシュ・フロー計算書関係） 

前中間会計期間 

（自 平成17年２月１日 

至 平成17年７月31日） 

当中間会計期間 

（自 平成18年２月１日 

至 平成18年７月31日） 

前事業年度 

（自 平成17年２月１日 

至 平成18年１月31日） 

※１ 現金及び現金同等物の中間期末残高

と中間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７月31日現在） 

 （千円） 

 現金及び預金勘定 1,728,485 

 預入期間３ヶ月を超

える定期預金 
－ 

 現金及び現金同等物 1,728,485 
 

※１ 現金及び現金同等物の中間期末残高

と中間貸借対照表に掲記されている科

目の金額との関係 

 （平成18年７月31日現在） 

 （千円） 

 現金及び預金勘定 1,584,795

 預入期間３ヶ月を超

える定期預金 
      －

 現金及び現金同等物 1,584,795
 

※１ 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 

 （平成18年１月31日現在） 

 （千円） 

 現金及び預金勘定 1,708,550

 預入期間３ヶ月を超

える定期預金 
    －

 現金及び現金同等物 1,708,550  
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（リース取引関係） 

前中間会計期間 

（自 平成17年２月１日 

至 平成17年７月31日） 

当中間会計期間 

（自 平成18年２月１日 

至 平成18年７月31日） 

前事業年度 

（自 平成17年２月１日 

至 平成18年１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

償却累計額相当額及び中間期末残高相

当額 

(1)リース物件の取得価額相当額、減価

償却累計額相当額及び中間期末残高相

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） 

中間期末

残高相当

額 

（千円） 

機械及び

装置 
45,389 31,357 14,031 

工具､器具

及び備品 
72,365 59,866 12,499 

合計 117,754 91,224 26,530 

  

 

 

取得価額

相当額 

（千円）

減価償却

累計額相

当額 

（千円）

中間期末

残高相当

額 

（千円）

機械及び

装置 
45,389 38,044 7,344

工具､器具

及び備品 
4,738 1,737 3,001

合計 50,127 39,782 10,345

  

 

 

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）

機械及び

装置 
45,389 34,701 10,687

工具､器具

及び備品
77,158 72,269 4,888

合計 122,547 106,970 15,576

  
(注) 取得価額相当額は、未経過リース

料中間期末残高が有形固定資産の中間

期末残高等に占める割合が低いため、

支払利子込み法により算出しておりま

す。 

(2)未経過リース料中間期末残高相当額 

(注)       同左 

 

 

 

 

(2)未経過リース料中間期末残高相当額等

(注)  取得価額相当額は、未経過リー

ス料期末残高が有形固定資産の期末残

高等に占める割合が低いため、支払利

子込み法により算出しております。 

 

(2)未経過リース料期末残高相当額等 
 
１年内 16,184千円 

１年超 10,345千円 

合計 26,530千円 
  

 
１年内 4,927千円

１年超 5,418千円

合計 10,345千円
  

 
１年内 8,806千円

１年超 6,770千円

合計 15,576千円
  

(注) 未経過リース料中間期末残高相当

額は、未経過リース料中間期末残高が

有形固定資産の中間期末残高等に占め

る割合が低いため、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、減価償却費相当額及

び支払利息相当額 

(注)       同左 

 

 

 

 

(3)支払リース料、減価償却費相当額及

び支払利息相当額 

(注) 未経過リース料期末残高相当額

は、未経過リース料期末残高が有形固

定資産の期末残高等に占める割合が低

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、減価償却費相当額及

び支払利息相当額 
 

支払リース料 11,296千円 

減価償却費相当額 11,296千円 

  
  

 
支払リース料 7,408千円

減価償却費相当額 7,408千円

  
  

 
支払リース料 23,066千円

減価償却費相当額 23,066千円

  
  

(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 

(4)減価償却費相当額の算定方法 

同左 

 



 

 

 

28

（有価証券関係） 

有価証券 

前中間会計期間末（平成17年７月31日現在） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

前中間会計期間末 

（平成17年７月31日） 

 

取得原価 

（千円） 

中間貸借対照表計上額 

（千円） 

差額 

（千円） 

(1)株式 142,640 300,920 158,280

(2)債券 － － －

(3)その他 － － －

合計 142,640 300,920 158,280

  

 

２．時価のない主な有価証券の内容 

前中間会計期間末 

（平成17年７月31日） 
 

中間貸借対照表計上額（千円） 

(1)その他有価証券  

 非上場株式 30,000 

 

当中間会計期間末（平成18年７月31日現在） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

当中間会計期間末 

（平成18年７月31日） 

 

取得原価 

（千円） 

中間貸借対照表計上額 

（千円） 

差額 

（千円） 

(1)株式 145,071 441,613 296,541

(2)債券 － － －

(3)その他 － － －

合計 145,071 441,613 296,541

   

 

２．時価のない主な有価証券の内容 

当中間会計期間末 

（平成18年７月31日） 
 

中間貸借対照表計上額（千円） 

(1)その他有価証券  

 非上場株式 30,000 
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前事業年度末（平成18年１月31日現在） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

前事業年度末 

（平成18年１月31日） 

 

取得原価 

（千円） 

貸借対照表計上額 

（千円） 

差額 

（千円） 

(1)株式 143,866 405,070 261,204

(2)債券 － － －

(3)その他 － － －

合計 143,866 405,070 261,204

   

 

２．時価のない主な有価証券の内容 

前事業年度末 

（平成18年１月31日） 
 

貸借対照表計上額（千円） 

(1)その他有価証券  

 非上場株式 30,000 

 

 

（デリバティブ取引関係） 

     前中間会計期間（自 平成17年２月１日 至 平成17年７月31日） 

    当社は、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。 

 

     当中間会計期間（自 平成18年２月１日 至 平成18年７月31日） 

    当社は、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。 

     

     前事業年度（自 平成17年２月１日 至 平成18年１月31日） 

    当社は、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。 
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（ストック･オプション関係） 

当中間会計期間（自 平成18年２月１日 至 平成18年７月31日） 

ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

①ストック・オプションの内容 

 第１回新株予約権 第２回新株予約権 

決議年月日 平成17年６月３日 平成17年６月３日 

付与対象者の区分及び人数 

当社執行役員 ９名 

当社従業員 423名 

当社取締役会が指名する者 ２名 

当社執行役員 ９名 

株式の種類及び付与数（注） 普通株式  150,200株 普通株式  74,600株 

付与日 平成17年８月２日 平成17年８月２日 

権利確定条件 

（１）当社普通株式にかかる株券が平成19年１

月31日までにジャスダック証券取引所に上場さ

れた場合。 

（２）新株予約権の割当を受けたものは、権利

行使時においても当社の執行役員または従業員

の地位にあることを要す。ただし、任期満了に

よる退任、会社都合による退職、その他合理的

な理由のある場合はこの限りではない。 

（１）当社普通株式にかかる株券が平成19年１

月31日までにジャスダック証券取引所に上場さ

れた場合。 

（２）平成19年度までに確定した損益計算書に

おいて経常利益23億円以上を達成した場合。 

（３）新株予約権の割当を受けたものは、権利

行使時においても当社の執行役員の地位にある

ことを要す。ただし、任期満了により退任した

場合には、当該退任した対象者は、当社執行役

員の地位にあった期間に応じてあらかじめ取締

役会が定める基準により決定する新株予約権の

個数を上限として、当該新株予約権者の退任時

に取締役会が承認する個数の新株予約権を、退

任後も行使できる。 

対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません。 同左 

権利行使期間 平成19年８月１日から平成22年７月31日 平成20年５月１日から平成27年４月30日 

 

 第３回新株予約権 第４回新株予約権 

決議年月日 平成18年４月26日 平18年４月26日 

付与対象者の区分及び人数 当社執行役員 ２名 当社執行役員 ４名 

株式の種類及び付与数（注） 普通株式  5,000株 普通株式  24,000株 

付与日 平成18年４月26日 平成18年４月26日 

権利確定条件 

（１）新株予約権の割当を受けたものは、権利

行使時においても当社の執行役員または従業員

の地位にあることを要す。ただし、任期満了に

よる退任、会社都合による退職、その他合理的

な理由のある場合はこの限りではない。 

（１）平成19年度までに確定した損益計算書に

おいて経常利益23億円以上を達成した場合。 

（２）新株予約権の割当を受けたものは、権利

行使時においても当社の執行役員の地位にある

ことを要す。ただし、任期満了により退任した

場合には、当該退任した対象者は、当社執行役

員の地位にあった期間に応じてあらかじめ取締

役会が定める基準により決定する新株予約権の

個数を上限として、当該新株予約権者の退任時

に取締役会が承認する個数の新株予約権を、退

任時も行使できる。 

対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません。 同左 

権利行使期間 平成20年５月１日から平成23年４月30日 平成20年５月１日から平成27年４月30日 

（注）株式数に換算して記載しております。 
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②ストック・オプションの規模及びその変動状況 

イ．ストック・オプションの数 

                          （単位：株） 

 第１回新株予約権 第３回新株予約権 

決議年月日 平成17年６月３日 平成18年４月26日 

権利確定後   

期首 145,600 － 

付与 － 5,000 

権利行使 － － 

失効 3,200 － 

未行使残 142,400 5,000 

 

  （単位：株） 

 第２回新株予約権 第４回新株予約権 

決議年月日 平成17年６月３日 平18年４月26日 

権利確定前   

期首 57,600 － 

付与 － 24,000 

権利行使 － － 

失効 9,500 － 

未行使残 48,100 24,000 

 

ロ．単価情報 

                          （単位：円） 

 第１回新株予約権 第２回新株予約権 

決議年月日 平成17年６月３日 平成17年６月３日 

権利行使価格 210,000 210,000 

行使時平均株価 － － 

付与日における公正な評価単価 － － 

 

                          （単位：円） 

 第３回新株予約権 第４回新株予約権 

決議年月日 平成18年４月26日 平18年４月26日 

権利行使価格 480,000 480,000 

行使時平均株価 － － 

付与日における公正な評価単価 － － 
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（持分法損益等） 

前中間会計期間（自 平成17年２月１日 至 平成17年７月31日） 

該当事項はありません。 

 

当中間会計期間（自 平成18年２月１日 至 平成18年７月31日） 

該当事項はありません。 

 

前事業年度（自 平成17年２月１日 至 平成18年１月31日） 

該当事項はありません。 

 

 

（１株当たり情報） 

前中間会計期間 

（自 平成17年２月１日 

至 平成17年７月31日） 

当中間会計期間 

（自 平成18年２月１日 

至 平成18年７月31日） 

前事業年度 

（自 平成17年２月１日 

至 平成18年１月31日） 

 

１株当たり純資産額 2,851.93円 

１株当たり中間純利益 210.96円 

  

 

１株当たり純資産額 3,189.73円

１株当たり中間純利益 153.30円

潜在株式調整後１株当

たり中間純利益 
151.58円

  

 

１株当たり純資産額 2,913.56円

１株当たり当期純利益 268.50円

  

 なお、潜在株式調整後１株当たり中間

純利益については、新株予約権残高はあ

りますが、当社株式は非上場であるた

め、期中平均株価が把握できませんので

記載しておりません。 

 当社株式は当中間会計期間中に上場し

たため、１株当たり情報の算定期間であ

る当中間会計期間を通した期中平均株価

が把握できないことから、上場後の期中

平均株価を当中間会計期間を通した期中

平均株価とみなして潜在株式調整後１株

当たり中間純利益を算定しております。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期

純利益については、新株予約権残高はあ

りますが、当社株式は非上場であるため

期中平均株価が把握できませんので記載

しておりません。 

 当社は、平成17年７月７日付で普通株

式１株につき８株の株式分割を行ってお

ります。 

 なお、当該株式分割が前期首に行われ

たと仮定した場合の前事業年度における

１株当たり情報については、以下のとお

りとなります。 

前中間会計期間 前事業年度 

１株当たり純資産額 １株当たり純資産額 

2,544.24円 2,639.18円 

１株当たり中間純
利益 

１株当たり当期純
利益 

205.16円 300.56円 

なお、潜在株式調整後１株当たり中間

（当期）純利益については、潜在株式が

存在していないため記載しておりませ

ん。 

  当社は、平成17年７月７日付で普通株

式１株につき８株の株式分割を行ってお

ります。 

 なお、当該株式分割が前期首に行われ

たと仮定した場合の前事業年度における

１株当たり情報については、以下のとお

りとなります。 

前事業年度 

１株当たり純資産額 

2639.18円

１株当たり当期純利益 

300.56円

なお、潜在株式調整後１株当たり当期

純利益については、潜在株式が存在して

いないため記載しておりません。 
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（注） １株当たり中間（当期）純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 

前中間会計期間 

（自 平成17年２月１日 

至 平成17年７月31日） 

当中間会計期間 

（自 平成18年２月１日 

至 平成18年７月31日） 

前事業年度 

（自 平成17年２月１日 

至 平成18年１月31日） 

１株当たり中間（当期）純利益    

中間（当期）純利益（千円） 544,275 448,482 702,508 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － － 

（うち利益処分による役員賞与金）    （－）     （－）     （－） 

普通株式に係る中間（当期）純利益 

（千円） 
544,275 448,482 702,508 

期中平均株式数（千株） 2,580 2,925 2,616 

潜在株式調整後１株当たり中間（当

期）純利益 
   

中間（当期）純利益調整額（千円） － － － 

普通株式増加数（千株） － 33 － 

 （うち新株予約権（千株））    （－）     （33）     （－） 

希薄化効果を有しないため、潜在株式

調整後１株当たり中間（当期）純利益

の算定に含めなかった潜在株式の概要 

－ 

第２回新株予約権 

481個 

潜在株式の数 

48,100株 

 

第３回新株予約権 

50個 

潜在株式の数 

5,000株 

 

第４回新株予約権 

240個 

潜在株式の数 

24,000株 

 

－ 
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重要な後発事象 

前中間会計期間 

（自 平成17年２月１日 

至 平成17年７月31日） 

当中間会計期間 

（自 平成18年２月１日 

至 平成18年７月31日） 

前事業年度 

（自 平成17年２月１日 

至 平成18年１月31日） 

―――――― ―――――― （自己株式の処分及び株式売出し） 

株式会社ジャスダック証券取引所への株式

上場に際して、平成18年３月15日及び平成18

年３月30日開催の取締役会において、下記の

とおり自己株式の処分及び株式売出しを決議

し、平成18年４月17日に払込が完了致しまし

た。 

この結果、平成18年４月18日付で自己株式

処分差益は960,410千円増加しております。 

(１) 自己株式の処分について 

１． 処分する株式の種類及び数 

普通株式  300,000株 

２． 処分すべき株式の価額 

１株につき3,655円 

３． 処分方法 

売出しとし、(２)「株式売出しについて」

に記載の株式売出しとあわせて行っておりま

す。 

４． 売出価格   １株につき4,700円 

５．申込期間 

平成18年４月11日から平成18年４月13日

まで 

６．払込期日  平成18年４月17日 

７．受渡期日  平成18年４月18日 

８．資金の使途   設備投資資金 

(２)株式売出しについて 

１．売出株式数 

①引受人の買取引受による売出し分 

普通株式  400,000株 

②オーバーアロットメントによる売出し分 

普通株式  105,000株 

２．売出価格  １株につき4,700円 

３．売出方法 

①引受人の買取引受による売出し分 

ＧＰファンドの保有する株式の一部を

三菱ＵＦＪ証券株式会社をはじめとする

引受証券会社に買取引受させて行ったも

のです。 

②オーバーアロットメントによる売出し分 

三菱ＵＦＪ証券株式会社が、ＧＰファ

ンドから借り入れる普通株式を追加的に

売出したものです。 

４．申込期間 

平成18年４月11日から平成18年４月13日

まで 

５．受渡期日     平成18年４月18日 
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６．生産、受注及び販売の状況 

（１）生産実績 

 生産実績を事業の部門別に示すと、次のとおりであります。 

（単位：千円） 

前中間会計期間 当中間会計期間  前事業年度 

(自 平成17年２月１日 (自 平成18年２月１日 前年同期比（％） (自 平成17年２月１日 品目名称 

至 平成17年７月31日) 至 平成18年７月31日）  至 平成18年１月31日)

受託製造事業     

ペット容器飲料 12,719,769 11,966,507 △5.9 24,356,891

缶容器飲料 1,753,021 1,289,419 △26.4 2,995,714

紙容器飲料 2,792,361 2,904,859 4.0 5,288,228

その他 501,891 418,566 △16.6 1,001,041

小計 17,767,044 16,579,352 △6.7 33,641,876

メーカー事業   

果実飲料 2,441,818 2,257,680 △7.5 3,622,132

茶系飲料 1,515,086 928,468 △38.7 2,261,418

野菜飲料 1,358,978 1,209,690 △11.0 2,687,152

ミネラルウォーター 427,076 401,057 △6.1 725,154

その他 547,649 413,946 △24.4 845,681

小計 6,290,610 5,210,843 △17.2 10,141,539

合計 24,057,654 21,790,196 △9.4 43,783,415

 （注）１．生産高金額は販売金額によっております。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

（２）受注状況 

 当社は、ブランドオーナーからの清涼飲料の受注生産及び、自社ブランド及び一部の他社ブランド品の清涼

飲料と搾汁製品の見込生産による販売を行っております。受注生産の受注状況については毎月末に翌月１ヶ月

間の受注が確定し、その受注高を翌月１ヶ月間に製造し販売しております。また見込み生産による販売は、発

注を頂いてから速やかに出荷をとっております。 

 従って、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、受注高及び受注

残高についての記載は省略しております。 
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（３）販売実績 

 販売実績を事業の部門別に示すと、次のとおりであります。 

（単位：千円） 

前中間会計期間 当中間会計期間  前事業年度 

(自 平成17年２月１日 (自 平成18年２月１日 前年同期比（％） (自 平成17年２月１日 品目名称 

至 平成17年７月31日) 至 平成18年７月31日）  至 平成18年１月31日）

受託製造事業     

ペット容器飲料 12,661,791 12,039,368 △4.9 24,339,262

缶容器飲料 1,755,481 1,283,167 △26.9 3,001,882

紙容器飲料 2,768,181 2,881,469 4.1 5,276,465

その他 505,466 418,502 △17.2 1,039,095

小計 17,690,921 16,622,508 △6.0 33,656,705

メーカー事業   

果実飲料 2,168,797 2,057,233 △5.1 3,361,354

茶系飲料 1,342,811 922,755 △31.3 2,282,737

野菜飲料 1,374,829 1,217,741 △11.4 2,611,682

ミネラルウォーター 367,069 395,532 7.8 724,227

その他 722,149 634,508 △12.1 1,129,363

小計 5,975,656 5,227,771 △12.5 10,109,365

合計 23,666,577 21,850,279 △7.7 43,766,070

 （注）１．主要な販売先及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりであります。 

 

 
前中間会計期間 

（自 平成17年２月１日 

  至 平成17年７月31日） 

当中間会計期間 

（自 平成18年２月１日 

  至 平成18年７月31日） 

前事業年度 

（自 平成17年２月１日 

  至 平成18年１月31日） 

 

相手先 

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％）

  ㈱伊藤園 12,110,485 51.2 11,057,863 50.6 23,072,266 52.7 

 
日本生活協同組合連
合会 

4,895,443 20.7 4,252,154 19.5 8,274,183 18.9 

  ダイドードリンコ㈱ 2,631,203 11.1 2,605,508 11.9 4,851,233 11.1 

２．上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

 

 


