
１．平成18年８月中間期の連結業績（平成18年３月１日～平成18年８月31日） 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期） 105円52銭 

※業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき当社で判断したものであります。予想にはさまざまな不確定要素が内在してお

り、実際の業績はこれらの予想数値と異なる場合がありますので、この業績予想に全面的に依拠して投資等の判断を行うことは差し控えてく

ださい。上記予想の前提条件、その他関連する事項については、添付資料の８ページを参照ください。 

平成19年２月期 中間決算短信(連結) 平成18年10月17日

上場会社名 キューサイ株式会社 上場取引所     東・福

コード番号 ２５９６ 本社所在都道府県    福岡県

(URL http://www.kyusai.co.jp) 

代  表  者    役職名 代表取締役社長  氏名 藤 野  孝 

問合せ先責任者   役職名 専務取締役管理本部長  氏名 原 田 晋 吾 TEL（092）724－0179 

決算取締役会開催日 平成18年10月17日 

米国会計基準採用の有無 無 

(1) 連結経営成績 (百万円未満は切り捨て)

  売  上  高 営 業 利 益 経 常 利 益 

  百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年8月中間期 13,716 △31.7 2,337 218.1 2,184 198.7

17年8月中間期 20,069 12.0 734 △33.6 731 △38.9

18年2月期 42,113   2,827   2,988  

  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8月中間期 2,143 396.2 65 57 65 39

17年8月中間期 432 △21.3 13 29 ― ―

18年2月期 2,306   70 80 ― ―

（注）①持分法投資損益 18年8月中間期 △329百万円 17年8月中間期 △63百万円 18年2月期  △14百万円

②期中平均株式数(連結) 18年8月中間期 32,693,344株 17年8月中間期 32,514,569株 18年2月期 32,574,642株

③会計処理の方法の変更 有 

④17年8月中間期及び18年2月期の潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益については、潜在株式は存在するものの、希薄化効果を有

していないため、あるいは条件付発行可能潜在株式として取り扱われるワラントであり、所定の条件を満たしていないため、記載して

おりません。 

⑤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であります。 

(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8月中間期 26,687 22,015 82.3 669 86

17年8月中間期 26,210 18,207 69.5 558 22

18年2月期 29,072 19,907 68.5 609 59

（注）期末発行済株式数（連結） 18年8月中間期 32,790,533株 17年8月中間期 32,616,910株 18年2月期 32,656,783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8月中間期 276 2,445 64 9,993

17年8月中間期 422 △1,309 △391 6,899

18年2月期 2,159 △2,473 △679 7,184

(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 ４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） ２社 （除外） １社 持分法（新規） － 社 （除外） － 社

２．平成19年２月期の連結業績予想（平成18年３月１日～平成19年２月28日）  

  売 上 高 経 常 利 益 当期純利益 

    百万円  百万円  百万円

通 期 27,600   4,380   3,460  
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１．企業集団の状況

　当グループは、当社、連結子会社４社（キューサイ青汁販売㈱、日本サプリメント㈱、㈱キューサイ分析研究所、㈱

南箱根興産）、持分法適用関連会社３社（㈲キューサイファーム広島、㈱キューサイファーム島根、㈱キューサイファー

ム千歳)で構成され、健康食品関連事業、冷凍食品事業を展開しております。

　当グループの事業に係る位置付け及び事業の種類別セグメントとの関連は、次のとおりであります。

(1）健康食品関連事業

　青汁製品等を中心とした健康食品等の製造販売の他、顧客ニーズに対応するため、ガードル(補正下着)や化粧品等

の関連商品の販売を行っております。

　青汁製品等は当社及び関連会社キューサイファーム３社にて製造し、当社及び子会社であるキューサイ青汁販売㈱

にて販売しております。

　また、関連商品を当社及び子会社であるキューサイ青汁販売㈱、日本サプリメント㈱にて販売しております。

　㈱キューサイ分析研究所は、残留農薬及び動物用医薬品の理化学検査等を受託しております。

　当中間連結会計期間において新たに設立した㈱南箱根興産はらでぃっしゅぼーや㈱が営む食料品等の宅配事業以外

の一部の事業を吸収分割の方法により承継しております。

　なお、㈲キューサイファーム広島につきましては、平成18年６月12日開催の当社取締役会において、会社解散実施

を決議しております。

(2）冷凍食品事業

　冷凍食品を当社にて製造販売しております。

　㈱ニチレイグループにつきましては、当社は、㈱ニチレイ(持株会社)の子会社である㈱ニチレイフーズに冷凍食品製

品のほぼすべてを納入しており、関連会社である㈱ロジスティクス・ネットワーク及び㈱ロジスティクス・プランナー

に青汁、関連商品及び冷凍食品の物流業務を委託しております。
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　事業系統図は次のとおりであります。

 一 般 顧 客 

青汁取次店 

青汁販売店 

㈱ニチレイ 
グループ 

青汁販売会社 
（連結子会社） 
キューサイ青汁販売㈱ 
 

当     社 

冷凍食品 
事  業 

健康食品 
関連事業 

（連結子会社） 
日本サプリメント㈱ 

健康食品 
関連事業 

㈲キューサイファーム広島 ㈱キューサイファーム千歳 ㈱キューサイファーム島根 

（持分法適用関連会社） 

当グループ 

：製品・商品の販売 

：原材料・仕掛品・役務の提供 

（連結子会社） 
㈱キューサイ 

分析研究所 

（連結子会社） 
㈱南箱根興産 

健康食品 
関連事業 

健康食品 
関連事業 
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２．経営方針

１．経営の基本方針

　当社の経営理念は、「我々キューサイ株式会社は、良質安全な商品とサービスを以て、健康と幸せを世の中に提供

します。またその行為を通じ、外部においては取引先、内部においては株主・社員への経済的責任を果たします。」

です。また、グループ企業におきましても同じ理念をもって経営を行っております。

　この理念を原点とし、主力の青汁製品につきましては、原料であるケールを無農薬・無化学肥料で栽培することに

徹底的にこだわっております。また、青汁以外の健康食品等につきましても、まずは社員がその良さを実感でき、顧

客に満足を与えることができると確信した商品のみを販売していく方針です。冷凍食品につきましても、感動するお

いしさを技術で実現していきます。

　当社では「キューサイ青汁」のブランドや、そこから生まれた健康食品やサービス等を提供する健康食品関連事業

をコア事業と位置づけ、その事業に経営資源を集中していくことで高い収益性を実現し、株主・投資家の皆様への経

済的責任を果たしてまいります。

２．会社の利益配分に関する基本方針

　当社は、平成18年10月２日開催の取締役会において、グリーン・パートナーズＢ株式会社による当社株式に対する

公開買付けについて賛同の意を表明することを決議しております。

　今後の基本方針につきましては、公開買付けの結果を踏まえ、検討していくこととなります。当中間配当金につき

ましては、普通配当金を１株当たり９円20銭、特別配当金を１株当たり５円にて実施いたします。

３．中長期的な経営戦略

　当グループの利益基盤は健康食品関連事業にあり、原料調達から製造、小売まで独自のバリューチェーンを形成し

ております。しかし、青汁市場への新規参入や健康食品の多様化により消費者の選択肢は増加しております。このよ

うに競争環境が厳しくなる中、さらなる利益成長を実現するため、当グループは健康食品関連事業をコア事業と位置

づけ、経営資源を集中してまいります。そのために、研究開発力のある有力企業の株式取得等を含めコア事業強化の

ために積極的な投資をすすめてまいります。

　また、冷凍食品事業においては、感動するおいしさで競争優位を保つための新製品開発とリニューアルを行いつつ、

更なる品質の向上と製造原価の低減を進めてまいります。

４．会社の対処すべき課題

　当グループの利益基盤である健康食品関連事業の成長が最重要と考えております。青汁製品を取り巻く健康食品市

場は成長を続ける一方で、他社の参入が増加する等、競争も厳しくなっております。その中で利益成長を実現してい

くためには顧客が実感し、継続して購入いただける製品を提供し続けることが重要と考えております。そのために、

製品開発を積極的に行うことで単品製品経営から複数製品経営に脱皮し、更にその製品にふさわしい販売チャネルを

構築してまいりました。今後につきましても、特定保健用食品等新製品の販売拡大を行うことで、さらなる成長を実

現していくことが課題と考えております。

５．関連当事者との取引に関する基本方針

　当グループの関連当事者との取引に関する基本的な考え方としては、当グループの業務上の必要性に応じ、他の取

引先と同等の取引条件により取引を行います。なお、当社は親会社等を有しておりません。

私達キューサイは、Goingな企業であり続けるために、

・利益拡大につながる新製品の開発をし続けます。

・新しい売り方にチャレンジし続けます。

・グループ組織を改革し続けます。

そして、常に発展し続ける元気な企業であり続けます。
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３．経営成績

１．経営成績

　事業のセグメント別の業績は次のとおりであります。

(1) 健康食品関連事業

　健康食品関連事業におきましては、平成18年２月23日に発行済株式の全てを取得し、連結子会社とした日本サプ

リメント㈱の業績が当連結会計年度から加わりました。同社は、健康食品等の研究開発、販売を手がけており、特

許や「特定保健用食品」の表示許可を取得した付加価値の高い商品を提供しております。また、残留農薬等の分析

を行う㈱キューサイ分析研究所の業績が当連結会計年度から加わりました。平成18年５月に残留農薬等に関するポ

ジティブリスト制度が施行されたこと等から、同社の重要性が高まることなどを勘案し、連結子会社といたしまし

た(前連結会計年度は非連結の子会社)。これら２社を加え、今後もさらに健康食品関連事業を強化してまいります。

　販売面では、「ヒアルロン酸コラーゲン」を広告宣伝の費用対効果を重視しつつ積極的に拡販したことに加え、

継続顧客も順調に増加した結果、売上高が大きく増加いたしました。しかし、「ヒアルロン酸コラーゲン」へ広告

宣伝費を重点的に配分したこと等から、青汁製品（冷凍青汁、粉末青汁等）の売上につきましては、前年を下回り

ました。また、連結子会社である㈱キューサイ分析研究所は、ポジティブリスト制度の施行前に、受注が集中した

ことにより増加いたしました。

　製造面では、生産の効率化に努め、製造原価の低減を図りました。

その結果、当中間連結会計期間の健康食品関連事業の売上高は93億２百万円(前年同期比32.3％増)、営業利益は

22億95百万円(前年同期比84.9％増)となり、前年同期に比べ増収増益となりました。

(2) 冷凍食品事業

　冷凍食品事業におきましては、菓子類の売上が市販用製品を中心に伸長し、前中間連結会計期間を上回りました。

また、米飯類、卵類等も順調に推移し、全てのカテゴリーにおいて前年を上回りました。

　生産面では、原材料である卵の相場価格が安定して推移したことに加え、工場稼動率が上昇したこと及びコスト

ダウンに努めたことにより原価が低減しました。

　その結果、当中間連結会計期間の冷凍食品事業の売上高は44億14百万円(前年同期比19.3％増)、営業利益は41百

万円(前年同期は２億70百万円の営業損失)となりました。

　なお、「食料品等宅配事業」につきましては、同事業を担うらでぃっしゅぼーや㈱の株式を平成18年３月３日に

譲渡したことに伴い、当連結会計年度からは事業区分として設定しておりません。

　以上の結果、当グループの売上高は137億16百万円(前年同期比31.7％減)、営業利益は23億37百万円(前年同期比

218.1％増)となりました。営業外収益は非連結子会社からの受取配当金等があり２億10百万円、営業外費用は㈲キュー

サイファーム広島の解散実施に伴う損失見込額を持分法による投資損失にて計上したこと等により、３億63百万円と

なりました。その結果、経常利益は21億84百万円(前年同期比198.7％増)となりました。特別利益は子会社株式売却益

等で33億18百万円、特別損失は役員退職慰労金、減損損失等で19億74百万円を計上しており、中間純利益は21億43百

万円(前年同期比396.2％増)となりました。

 (注)セグメント別の記載において、売上高は「外部顧客に対する売上高」を、営業損益は「消去又は全社」考慮前の金額を記載しており

ます。
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【参考】セグメント別の進捗状況 （単位：百万円、％）

当中間期実績  当初予想 当初予想比 前中間期 前中間期比

金額① 利益率 ② ①－② ③ ①－③

売上高(連結) 13,716 ― 13,100 616 20,069 △6,352

 健康食品関連事業 9,302 ― 8,850 452 7,033 2,269

 冷凍食品事業 4,414 ― 4,250 164 3,700 713

 食料品等宅配事業 ― ― ― ― 9,334 △9,334

営業利益(連結) 2,337 17.0％ 1,750 587 734 1,602

 健康食品関連事業 2,295 24.7％ 1,715 580 1,241 1,053

 冷凍食品事業 41 0.9％ 35 6 △229 270

 食料品等宅配事業 ― ― ― ― △277 277

※当初予想は、平成18年４月19日に公表を行った数値です。
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２．財政状態

(1) キャッシュ・フローの状況

　当中間連結会計期間におけるキャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。

 （単位：百万円）

科目 17年８月中間期 18年８月中間期 増減 18年２月期

営業活動によるキャッシュ・フロー 422 276 △146 2,159

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,309 2,445 △3,755 △2,473

財務活動によるキャッシュ・フロー △391 64 456 △679

現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高 6,899 9,993 3,094 7,184

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　当中間連結会計期間において営業活動の結果得られた資金は、２億76百万円(前中間連結会計期間４億22百万円)となり

ました。主な源泉は、税金等調整前中間純利益35億28百万円(同６億84百万円)、役員退職慰労金７億20百万円（同－百万

円）、減損損失５億67百万円（同－百万円）、偶発損失引当金の増加額５億10百万円（同－百万円）、減価償却費４億11

百万円(同４億52百万円)、持分法による投資損失３億29百万円（同63百万円）等であります。主な使途は、子会社株式売

却益33億11百万円（同－百万円）、法人税等の支払額15億14百万円(同６億30百万円)、役員退職慰労金の支払額10億円（同

６百万円）等であります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　当中間連結会計期間において投資活動の結果得られた資金は、24億45百万円(前中間連結会計期間は13億９百万円の支

出)となりました。主な源泉は連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入32億９百万円（同－百万円）であります。

主な使途は、長期性預金の預入による支出５億円（同－百万円）、有形固定資産の取得による支出３億71百万円（同９億

62百万円）等であります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　当中間連結会計期間において財務活動の結果得られた資金は、64百万円(前中間連結会計期間は３億91百万円の支出)と

なりました。主な源泉は、少数株主からの払込による収入２億円（同－百万円）、新株予約権の行使による収入１億16百

万円（同71百万円）等であります。主な使途は配当金の支払額２億51百万円(同２億50百万円)等であります。

(2) キャッシュ・フロー指標のトレンド

16年８月中間期 17年８月中間期 18年８月中間期 17年２月期 18年２月期

自己資本比率 69.7％ 69.5％ 82.3％ 69.5％ 68.5％

時価ベースの自己資本比率 134.8％ 132.5％ 203.0％ 123.1％ 138.2％

債務償還年数(年) 1.6 1.1 ― 0.5 0.4

インタレスト・カバレッジ・レシオ(倍) 25.4 49.8 1,055.3 73.5 130.7

（注）各指標の算出方法は次のとおりであり、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。

・自己資本比率＝自己資本／総資産

・時価ベースの自己資本比率＝株式時価総額／総資産

株式時価総額は、中間期末(期末)株価終値×中間期末(期末)発行済株式数(自己株式控除後)により算出しております。

・債務償還年数(中間期)＝有利子負債／(営業キャッシュ・フロー×２)

・債務償還年数(通期)＝有利子負債／営業キャッシュ・フロー

有利子負債は、中間連結(連結)貸借対照表に計上している利子を支払っている負債を対象としております。

営業キャッシュ・フローは、中間連結(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。

・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

利払いについては、中間連結(連結)キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。
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３．通期の見通し

当中間連結会計期間までの実績を踏まえた、今後の業績見通しは以下のとおりであります。

【変更前】 （単位：百万円）

18年２月期実績 19年２月期予想
19年２月期

第３四半期予想
 対前年増減率 対前年増減率

売上高(連結) 42,113 14.6％ 27,000 △35.9％ 20,000

健康食品関連事業 14,748 31.3％ 18,300 24.1％ 13,550

冷凍食品事業 8,445 9.6％ 8,700 3.0％ 6,450

食料品等宅配事業 18,919 6.2％ ― ― ―

営業利益(連結) 2,827 40.4％ 3,700 30.8％ 2,700

健康食品関連事業 2,825 37.4％ 3,650 29.2％ 2,660

冷凍食品事業 △168 ― 50 ― 40

食料品等宅配事業 171 ― ― ― ―

経常利益(連結) 2,988 39.9％ 3,900 30.5％ 2,910

当期純利益 2,306 160.0％ 4,470 93.8％ 3,948

【変更後】 （単位：百万円）

18年２月期実績 19年２月期予想
19年２月期

第３四半期予想
 対前年増減率 対前年増減率

売上高(連結) 42,113 14.6％ 27,600 △34.5％ 20,845

健康食品関連事業 14,748 31.3％ 18,800 27.5％ 14,245

冷凍食品事業 8,445 9.6％ 8,800 4.2％ 6,600

食料品等宅配事業 18,919 6.2％ ― ― ―

営業利益(連結) 2,827 40.4％ 4,500 59.1％ 3,327

健康食品関連事業 2,825 37.4％ 4,450 57.5％ 3,287

冷凍食品事業 △168 ― 50 ― 40

食料品等宅配事業 171 ― ― ― ―

経常利益(連結) 2,988 39.9％ 4,380 46.6％ 3,312

当期純利益 2,306 160.0％ 3,460 50.0％ 2,637

※１　売上高は外部顧客に対する売上高です。

２　変更前の予想は平成18年４月19日に公表した数値です。
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(1）健康食品関連事業

　健康食品関連事業におきましては、好調な「ヒアルロン酸コラーゲン」の拡販をさらにすすめてまいります。ま

た、日本サプリメント㈱が有する特定保健用食品を、当社の独自チャネルにおいても、広告宣伝の費用対効果を判

断しながら拡販していく方針です。

　販売店取次店チャネルにおきましては、業績向上を図るために、テレビＣＭ等の広告宣伝費を投下していく予定

です。㈱キューサイ分析研究所におきましては、ポジティブリスト制度の施行前に受注が集中したことによる売上

増加分は減少する見込みです。

(2）冷凍食品事業

　冷凍食品事業におきましては、効率的な生産や原価削減をすすめるとともに、付加価値の高い製品開発と販売に

努めます。なお、卵製品の生産ラインを一部移転する予定であり、それに伴う減価償却費の増加が見込まれており

ます。そのため一時的には費用が増加する見込みですが、利益は確保してまいります。

　以上から、通期の連結業績見通しといたしましては、売上高は276億円(前年同期比34.5％減)、営業利益は45億円

(前年同期比59.1％増)、経常利益は43億80百万円(前年同期比46.6％増)、当期純利益は34億60百万円(前年同期比

50.0％増)を見込んでおります。
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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８月31日）

当中間連結会計期間末
（平成18年８月31日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成18年２月28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　現金及び預金   5,135   7,630   5,921  

２　売掛金   3,695   2,548   4,285  

３　有価証券   1,863   2,563   1,462  

４　たな卸資産   2,164   2,165   2,225  

５　繰延税金資産   289   178   1,596  

６　その他   1,052   583   992  

貸倒引当金   △89   △6   △106  

流動資産合計   14,110 53.8  15,664 58.7  16,377 56.3

Ⅱ　固定資産           

１　有形固定資産 ※１          

(1）建物及び構築物 ※２  2,952   2,298   2,908  

(2）機械装置及び運搬具 ※２  1,851   1,478   1,853  

(3）土地   2,460   2,301   2,460  

(4）その他 ※２  374   427   350  

有形固定資産合計   7,639 29.2  6,506 24.4  7,573 26.1

２　無形固定資産           

(1）連結調整勘定   ―   470   523  

(2）その他   270   45   273  

無形固定資産合計   270 1.0  516 1.9  797 2.7

３　投資その他の資産           

(1）投資有価証券   1,115   1,206   1,203  

(2）長期貸付金   2,156   1,719   2,156  

(3）繰延税金資産   475   365   508  

(4）その他   636   801   652  

貸倒引当金   △194   △93   △196  

投資その他の資産合計   4,189 16.0  4,000 15.0  4,324 14.9

固定資産合計   12,100 46.2  10,723 41.3  12,694 43.7

資産合計   26,210 100.0  26,687 100.0  29,072 100.0

           

－ 10 －



  
前中間連結会計期間末
（平成17年８月31日）

当中間連結会計期間末
（平成18年８月31日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成18年２月28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　買掛金   2,673   1,196   2,477  

２　短期借入金   327   ―   343  

３　未払金   2,118   1,790   2,079  

４　未払法人税等   501   330   1,628  

５　賞与引当金   188   156   145  

６　販売促進引当金   22   19   21  

７　その他   317   336   550  

流動負債合計   6,149 23.5  3,830 14.3  7,246 24.9

Ⅱ　固定負債           

１　長期借入金   599   ―   522  

２　退職給付引当金   445   259   458  

３　役員退職慰労引当金   351   59   376  

４　偶発損失引当金   ―   510   ―  

５　債務保証損失引当金   237   ―   225  

６　その他   49   12   29  

固定負債合計   1,683 6.4  842 3.2  1,612 5.6

負債合計   7,832 29.9  4,672 17.5  8,859 30.5

           

（少数株主持分）           

少数株主持分   170 0.6  ― ―  305 1.0

           

（資本の部）           

Ⅰ　資本金   3,294 12.6  ― ―  3,306 11.4

Ⅱ　資本剰余金   4,648 17.7  ― ―  4,661 16.0

Ⅲ　利益剰余金   10,166 38.8  ― ―  11,789 40.6

Ⅳ　その他有価証券評価差額金   103 0.4  ― ―  156 0.5

Ⅴ　自己株式   △6 △0.0  ― ―  △6 △0.0

資本合計   18,207 69.5  ― ―  19,907 68.5

負債、少数株主持分
及び資本合計

  26,210 100.0  ― ―  29,072 100.0
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前中間連結会計期間末
（平成17年８月31日）

当中間連結会計期間末
（平成18年８月31日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成18年２月28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   ― ―  3,364 12.6  ― ―

２　資本剰余金   ― ―  4,719 17.7  ― ―

３　利益剰余金   ― ―  13,681 51.2  ― ―

４　自己株式   ― ―  △6 △0.0  ― ―

株主資本合計   ― ―  21,759 81.5  ― ―

Ⅱ　評価・換算差額等           

その他有価証券
評価差額金

  ― ―  205 0.8  ― ―

評価・換算差額等合計   ― ―  205 0.8  ― ―

Ⅲ　新株予約権   ― ―  3 0.0  ― ―

Ⅳ　少数株主持分   ― ―  46 0.2  ― ―

純資産合計   ― ―  22,015 82.5  ― ―

負債純資産合計   ― ―  26,687 100.0  ― ―
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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３月１日
至　平成17年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

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   20,069 100.0  13,716 100.0  42,113 100.0

Ⅱ　売上原価   11,211 55.9  5,910 43.1  23,151 55.0

売上総利益   8,857 44.1  7,805 56.9  18,962 45.0

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１  8,123 40.4  5,468 39.9  16,134 38.3

営業利益   734 3.7  2,337 17.0  2,827 6.7

Ⅳ　営業外収益           

１　受取利息  17   17   43   

２　受取配当金  2   154   4   

３　賃貸収入  11   12   24   

４　業務受託収入  43   ―   121   

５　その他  40 115 0.5 26 210 1.5 77 271 0.6

Ⅴ　営業外費用           

１　支払利息  9   0   17   

２　持分法による投資損失  63   329   14   

３　賃貸原価  9   7   17   

４　支払手数料  7   ―   ―   

５　休止固定資産減価償却費  23   25   47   

６　その他  5 118 0.6 0 363 2.6 14 111 0.2

経常利益   731 3.6  2,184 15.9  2,988 7.1

Ⅵ　特別利益           

１　固定資産売却益 ※２ ―   4   ―   

２　子会社株式売却益  ―   3,311   ―   

３　債務保証損失引当金戻入益  12   ―   24   

４　その他  1 14 0.1 2 3,318 24.2 ― 24 0.0

           

Ⅶ　特別損失           

１　固定資産売却損 ※３ 0   7   3   

２　固定資産除却損 ※４ 16   31   22   

３　偶発損失引当金繰入額  ―   510   ―   

４　減損損失 ※５ ―   567   ―   

５　厚生年金基金解散損  43   ―   46   

６　たな卸資産評価損  ―   114   36   

７　役員退職慰労金  ―   720   ―   

８　その他  ― 60 0.3 21 1,974 14.4 29 139 0.3

税金等調整前
中間(当期)純利益

  684 3.4  3,528 25.7  2,873 6.8

法人税、住民税及び事業税  467   324   2,012   

法人税等調整額  △141 325 1.6 1,219 1,543 11.3 △1,508 504 1.2

少数株主利益   ― ―  ― ―  62 0.1

少数株主損失   73 0.4  158 1.2  ― ―

中間(当期)純利益   432 2.2  2,143 15.6  2,306 5.5
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(3) 中間連結剰余金計算書及び中間連結株主資本等変動計算書

中間連結剰余金計算書

  

 
前中間連結会計期間

（自　平成17年３月１日
至　平成17年８月31日）

前連結会計年度の
連結剰余金計算書

（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

区分
注記
番号

金額(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   4,613  4,613

Ⅱ　資本剰余金増加高      

　　新株予約権の行使による増加  35 35 48 48

Ⅲ　資本剰余金中間期末(期末)残高   4,648  4,661

      

（利益剰余金の部）      

Ⅰ　利益剰余金期首残高   9,984  9,984

Ⅱ　利益剰余金増加高      

中間(当期)純利益  432 432 2,306 2,306

Ⅲ　利益剰余金減少高      

　　配当金  250 250 501 501

Ⅳ　利益剰余金中間期末(期末)残高   10,166  11,789
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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３月１日　至　平成18年８月31日)

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

平成18年２月28日　残高

（百万円）
3,306 4,661 11,789 △6 19,750

中間連結会計期間中の変動額

新株の発行 58 58 － － 116

剰余金の配当　(注) － － △251 － △251

中間純利益 － － 2,143 － 2,143

自己株式の取得 － － － △0 △0

自己株式の処分 － － － 0 0

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)
－ － － － －

中間連結会計期間中の変動額合計

（百万円）
58 58 1,892 △0 2,008

平成18年８月31日　残高

（百万円）
3,364 4,719 13,681 △6 21,759

評価・換算差額等

新株予約権 少数株主持分 純資産合計
その他有価証券
評価差額金

平成18年２月28日　残高

（百万円）
156 － 305 20,212

中間連結会計期間中の変動額

新株の発行 － － － 116

剰余金の配当　(注) － － － △251

中間純利益 － － － 2,143

自己株式の取得 － － － △0

自己株式の処分 － － － 0

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)
49 3 △258 △205

中間連結会計期間中の変動額合計

（百万円）
49 3 △258 1,802

平成18年８月31日　残高

（百万円）
205 3 46 22,015

（注）平成18年５月の定時株主総会における利益処分項目であります。
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(4) 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３月１日

至　平成17年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年３月１日

至　平成18年８月31日）

前連結会計年度の要約連結

キャッシュ・フロー計算書

（自　平成17年３月１日

至　平成18年２月28日）

区分
注記
番号

金額（百万円) 金額（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  684 3,528 2,873

減価償却費  452 411 983

減損損失  ― 567 ―

連結調整勘定償却額  ― 51 ―

貸倒引当金の増減額（減少：△）  26 0 69

賞与引当金の増減額（減少：△）  45 89 △1

退職給付引当金の増減額(減少：△）  45 2 58

役員退職慰労引当金の増減額（減少：△）  7 3 21

偶発損失引当金の増減額（減少：△）  ― 510 ―

受取利息及び受取配当金  △20 △171 △47

支払利息  9 0 17

持分法による投資損益（益：△）  63 329 14

固定資産除却損  16 31 22

子会社株式売却益  ― △3,311 ―

売上債権の増減額（増加：△）  △77 △1 △560

たな卸資産の増減額（増加：△）  △862 △213 △853

仕入債務の増減額（減少：△）  490 94 274

未払消費税等の増減額（減少：△）  △91 86 △58

役員退職慰労金  ― 720 ―

その他  259 △109 429

小　計  1,050 2,623 3,243

利息及び配当金の受取額  11 168 45

利息の支払額  △8 △0 △16

役員退職慰労金の支払額  ― △1,000 ―

法人税等の支払額  △630 △1,514 △1,113

営業活動によるキャッシュ・フロー  422 276 2,159
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前中間連結会計期間
（自　平成17年３月１日

至　平成17年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年３月１日

至　平成18年８月31日）

前連結会計年度の要約連結

キャッシュ・フロー計算書

（自　平成17年３月１日

至　平成18年２月28日）

区分
注記
番号

金額（百万円) 金額（百万円) 金額（百万円）

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー     

有価証券の取得による支出  △99 △99 △199

有価証券の売却・償還による収入  20 99 20

有形固定資産の取得による支出  △962 △371 △1,476

有形固定資産の売却による収入  4 11 6

無形固定資産の取得による支出  △54 △2 △136

投資有価証券の売却による収入  ― 97 ―

関連会社出資金の減資に伴う収入  ― 49 ―

連結範囲の変更を伴う子会社株式の
売却による収入

 ― 3,209 ―

子会社の設立に伴う支出  ― △20 ―

貸付けによる支出  △431 △378 △1,158

貸付金の回収による収入  257 318 1,049

長期性預金の預入による支出  ― △500 ―

その他  △43 31 △44

投資活動によるキャッシュ・フロー  △1,309 2,445 △2,473

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー     

短期借入金の純増減額（減少：△）  97 ― 113

長期借入れによる収入  100 ― 100

長期借入金の返済による支出  △410 ― △487

新株予約権の行使による収入  71 116 96

少数株主からの払込による収入  ― 200 ―

配当金の支払額  △250 △251 △501

その他  △0 △0 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー  △391 64 △679

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額  ― ― ―

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額（減少：△）  △1,278 2,786 △993

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高  8,177 7,184 8,177

Ⅶ　新規連結に伴う現金及び現金同等物の
増加額（減少：△）

 ― 23 ―

Ⅷ　現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高  6,899 9,993 7,184
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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

項目
前中間連結会計期間

（自　平成17年３月１日
至　平成17年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

１　連結の範囲に関する事項 (1) 連結子会社

らでぃっしゅぼーや㈱、キュー

サイ青汁販売㈱の２社であり

ます。

 

(1) 連結子会社

キューサイ青汁販売㈱、日本

サプリメント㈱、㈱キューサ

イ分析研究所、㈱南箱根興産

の４社であります。

なお、らでぃっしゅぼーや㈱

については、平成18年３月３

日に全株式を譲渡したことに

より、連結の範囲から除外し

ております。

また、前連結会計年度まで非

連結子会社であった㈱キュー

サイ分析研究所及び当中間連

結会計期間において設立した

㈱南箱根興産を連結の範囲に

含めております。

(1) 連結子会社

らでぃっしゅぼーや㈱、キュー

サイ青汁販売㈱、日本サプリ

メント㈱の３社であります。

なお、日本サプリメント㈱に

ついては、平成18年２月の株

式取得により連結子会社とな

りましたが、連結決算日をみ

なし取得日としているため、

損益計算書は連結しておりま

せん。

(2) 非連結子会社

㈱ラピー他計３社でありま

す。

いずれも小規模会社であり、

合計の総資産、売上高、中間

純損益(持分に見合う額)及び

利益剰余金(持分に見合う額)

等は、いずれも中間連結財務

諸表に重要な影響を及ぼして

いないため、連結の範囲に含

めておりません。

(2) 非連結子会社

㈱ラピー他計４社でありま

す。

いずれも小規模会社であり、

合計の総資産、売上高、中間

純損益(持分に見合う額)及び

利益剰余金(持分に見合う額)

等は、いずれも中間連結財務

諸表に重要な影響を及ぼして

いないため、連結の範囲に含

めておりません。

(2) 非連結子会社

㈱ラピー他計３社でありま

す。

いずれも小規模会社であり、

合計の総資産、売上高、当期

純損益(持分に見合う額)及び

利益剰余金(持分に見合う額)

等は、いずれも連結財務諸表

に重要な影響を及ぼしていな

いため、連結の範囲に含めて

おりません。

２　持分法の適用に関する事項 (1) 持分法適用関連会社は、㈲

キューサイファーム広島、㈲

キューサイファーム島根及び

㈲キューサイファーム千歳の

関連会社３社であります。

(1) 持分法適用関連会社は、㈲

キューサイファーム広島、㈱

キューサイファーム島根及び

㈱キューサイファーム千歳の

関連会社３社であります。

なお、㈲キューサイファーム

広島につきましては、平成18

年６月12日開催の取締役会に

おいて、会社解散の決議を実

施しております。

(1) 持分法適用関連会社は、㈲

キューサイファーム広島、㈲

キューサイファーム島根及び

㈱キューサイファーム千歳の

関連会社３社であります。

 (2) 持分法非適用の非連結子会社

３社(㈱ラピー他)については、

それぞれ中間純損益(持分に見

合う額)及び利益剰余金(持分

に見合う額)等からみて、持分

法の対象から除いても中間連

結財務諸表に及ぼす影響が軽

微であり、かつ、全体として

も重要性がないため、持分法

の適用範囲から除外しており

ます。

(2) 持分法非適用の非連結子会社

４社(㈱ラピー他)については、

それぞれ中間純損益(持分に見

合う額)及び利益剰余金(持分

に見合う額)等からみて、持分

法の対象から除いても中間連

結財務諸表に及ぼす影響が軽

微であり、かつ、全体として

も重要性がないため、持分法

の適用範囲から除外しており

ます。

(2) 持分法非適用の非連結子会社

３社(㈱ラピー他)については、

それぞれ当期純損益(持分に見

合う額)及び利益剰余金(持分

に見合う額)等からみて、持分

法の対象から除いても連結財

務諸表に及ぼす影響が軽微で

あり、かつ、全体としても重

要性がないため、持分法の適

用範囲から除外しております。
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成17年３月１日
至　平成17年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

３　連結子会社の中間決算日(決

算日)等に関する事項

らでぃっしゅぼーや㈱の中間決算

日は８月31日であり、キューサイ

青汁販売㈱の中間決算日は５月31

日であります。

中間連結財務諸表の作成にあたっ

ては、同日現在の中間財務諸表を

使用しており、中間連結決算日ま

での期間に発生した重要な取引に

ついては、連結上必要な調整を行

なっております。

キューサイ青汁販売㈱及び㈱キュー

サイ分析研究所の中間決算日は５

月31日、日本サプリメント㈱及び

㈱南箱根興産の中間決算日は６月

30日であります。

中間連結財務諸表の作成にあたっ

ては、同日現在の中間財務諸表を

使用しており、中間連結決算日ま

での期間に発生した重要な取引に

ついては、連結上必要な調整を行

なっております。

らでぃっしゅぼーや㈱の決算日は

２月28日、キューサイ青汁販売㈱

の決算日は11月30日、日本サプリ

メント㈱の決算日は12月31日であ

ります。

連結財務諸表の作成にあたっては、

同日現在の財務諸表を使用してお

り、連結決算日までの期間に発生

した重要な取引については、連結

上必要な調整を行なっております。

４　会計処理基準に関する事項    

(1) 重要な資産の評価基準及

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、売

却原価は移動平均法により算

定）

(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

純資産直入法により処理し、

売却原価は移動平均法により

算定）

(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、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

(ロ) たな卸資産

・商品、製品、原材料及び仕掛

品

総平均法による原価法

(ロ) たな卸資産

・商品、製品、原材料及び仕掛

品

主として総平均法による

原価法

(ロ) たな卸資産

・商品、製品、原材料及び仕掛

品

同左

・貯蔵品

最終仕入原価法

・貯蔵品

同左

・貯蔵品

同左

(2) 重要な減価償却資産の減

価償却の方法

有形固定資産

定率法

有形固定資産

主として定率法

有形固定資産

同左

（主な耐用年数） （主な耐用年数） （主な耐用年数）

建物及び構築物 ３～50年

機械装置及び運搬具 ２～13年

建物及び構築物 ３～50年

機械装置及び運搬具 ２～13年

建物及び構築物 ３～50年

機械装置及び運搬具 ２～13年

(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検討し、

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

従業員の賞与の支給にあてる

ため、将来の支給見込額のう

ち、当中間連結会計期間の負

担額を計上しております。

(ロ) 賞与引当金

同左

(ロ) 賞与引当金

従業員の賞与の支給にあてる

ため、将来の支給見込額のう

ち、当連結会計年度の負担額

を計上しております。

(ハ) 販売促進引当金

販売促進を目的とするポイン

ト制度に基づき、顧客へ付与

したポイントの利用に備える

ため、過去の利用実績率に基

づき、将来利用されると見込

まれる額を計上しております。

(ハ) 販売促進引当金

同左

(ハ) 販売促進引当金

同左
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成17年３月１日
至　平成17年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

(ニ) 退職給付引当金

従業員の退職により支給する

退職給付にあてるため、当連

結会計年度末における退職給

付債務及び年金資産の見込額

に基づき、当中間連結会計期

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。

連結子会社１社において発生

した過去勤務債務については、

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

(５年)による定額法により費

用処理しております。

数理計算上の差異については、

各連結会計年度の発生時の従

業員の平均残存勤務期間以内

の一定の年数(５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)

当社の連結子会社であるら

でぃっしゅぼーや㈱は、確定

給付型の制度として退職一時

金制度と厚生年金基金制度を

採用しておりましたが、平成

17年８月30日に厚生労働大臣

から「東京都食品厚生年金基

金」の解散の認可を受けたこ

とにより、同日付で解散し、

退職一時金制度へ移行しまし

た。

これに伴い、「退職給付制度

間の移行等に関する会計処

理」(企業会計基準適用指針

第１号)を適用し、特別損失

に厚生年金基金解散損43百万

円を計上しております。

(ニ) 退職給付引当金

従業員の退職により支給する

退職給付にあてるため、当連

結会計年度末における退職給

付債務及び年金資産の見込額

に基づき、当中間連結会計期

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。

数理計算上の差異については、

各連結会計年度の発生時の従

業員の平均残存勤務期間以内

の一定の年数(５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

従業員の退職により支給する

退職給付にあてるため、当連

結会計年度末における退職給

付債務及び年金資産の見込額

に基づき、当連結会計年度末

において発生していると認め

られる額を計上しております。

連結子会社１社において発生

した過去勤務債務については、

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

(５年)による定額法により費

用処理しております。

数理計算上の差異については、

各連結会計年度の発生時の従

業員の平均残存勤務期間以内

の一定の年数(５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)

当社の連結子会社であるら

でぃっしゅぼーや㈱は、確定

給付型の制度として退職一時

金制度と厚生年金基金制度を

採用しておりましたが、平成

17年８月30日に厚生労働大臣

から「東京都食品厚生年金基

金」の解散の認可を受けたこ

とにより、同日付で解散し、

退職一時金制度へ移行しまし

た。

これに伴い、「退職給付制度

間の移行等に関する会計処

理」(企業会計基準適用指針

第１号)を適用し、特別損失

に厚生年金基金解散損46百万

円を計上しております。

(ホ) 役員退職慰労引当金

役員の退任により支払う退職

慰労金にあてるため、内規に

基づく中間期末要支給額を計

上しております。

(ホ) 役員退職慰労引当金

同左

(ホ) 役員退職慰労引当金

役員の退任により支払う退職

慰労金にあてるため、内規に

基づく期末要支給額を計上し

ております。

(ヘ）債務保証損失引当金

債務保証に係る損失に備える

ため、被保証先の財政状態等

を勘案し、必要額を見積計上

しております。

 

──────

(ヘ）債務保証損失引当金

債務保証に係る損失に備える

ため、被保証先の財政状態等

を勘案し、必要額を見積計上

しております。

　

──────

(ヘ）偶発損失引当金

当社の連結子会社において将

来発生する可能性の高い偶発

損失に備えるため、偶発事象

毎に個別のリスク等を勘案し、

合理的に算出した損失負担見

込額を計上しております。

　

──────
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成17年３月１日
至　平成17年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

(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。

同左 同左

(5）その他中間連結財務諸表

(連結財務諸表)作成のた

めの重要な事項

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

５　中間連結キャッシュ・フ

ロー計算書(連結キャッ

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
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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３月１日
至　平成17年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

────── (固定資産の減損に係る会計基準)

　当中間連結会計期間より、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)を適用し

ております。これにより税金等調整前

中間純利益が567百万円減少しておりま

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。

──────

────── (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)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21,964百万円であります。

　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。

──────

────── (ストック・オプション等に関する会

計基準)

　当中間連結会計期間より、「ストッ

ク・オプション等に関する会計基準」

(企業会計基準第８号　平成17年12月27

日)及び「ストック・オプション等に関

する会計基準の適用指針」(企業会計基

準適用指針第11号　平成18年５月31日)

を適用しております。

　これにより営業利益、経常利益及び

税金等調整前中間純利益はそれぞれ３

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

は軽微であります。

──────
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前中間連結会計期間
（自　平成17年３月１日
至　平成17年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

────── (レンタル収入に係る費用の計上方法

の変更)

　従来、㈱キューサイ分析研究所から

のレンタル収入に対する費用を、販売

費及び一般管理費で計上しておりまし

たが、当中間連結会計期間より売上原

価に計上する方法に変更しております。

この変更は同社を当中間連結会計期間

より連結子会社としたことにより、同

社の収益が売上高に計上されるため、

当該売上高との対応関係を適正に表示

するためであります。

　この変更により、従来の方法に比べ

売上原価が39百万円増加し、売上総利

益が39百万円減少しております。また

販売費及び一般管理費が39百万円減少

しておりますが、営業利益、経常利益

及び中間純利益に与える影響はありま

せん。

──────
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表示方法の変更

前中間連結会計期間
（自　平成17年３月１日
至　平成17年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

（中間連結損益計算書関係）

　前中間連結会計期間において区分掲記していた営業外収

益の「分析業務受託収入」は、「その他」に含まれている

他の業務受託収入の重要性が増加したことから、中間連結

損益計算書の表示項目の明瞭性を高めるため、「業務受託

収入」として集約表示しております。

　なお、前中間連結会計期間の「その他」に含まれている

「業務受託収入」は０百万円であります。

 

──────────

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８月31日）

当中間連結会計期間末
（平成18年８月31日）

前連結会計年度末
（平成18年２月28日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額

6,879百万円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

6,063百万円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

7,273百万円

※２　休止固定資産

機械装置及び運搬具他には、休止固定資

産182百万円が含まれております。

　

―――――――――

※２　休止固定資産

　　　　機械装置及び運搬具他には、休止固定

　　　　資産218百万円が含まれております。

３　コミットメントライン契約及び当座貸越

契約

平成16年９月24日より、運転資金の効率

的な調達を行うため、取引銀行７行とコ

ミットメントライン契約及び当座貸越契

約を締結しております。

これらの契約に基づく当中間連結会計期

間末の借入未実行残高等は次のとおりで

あります。

３　当座貸越契約

当社は、運転資金の効率的な調達を行う

ため、取引銀行７行と当座貸越契約を締

結しております。

これらの契約に基づく当中間連結会計期

間末の借入未実行残高等は次のとおりで

あります。

３　当座貸越契約

当社は、運転資金の効率的な調達を行う

ため、取引銀行７行と当座貸越契約を締

結しております。

これらの契約に基づく当連結会計年度末

の借入未実行残高等は次のとおりであり

ます。

総貸付極度額 4,000百万円

借入実行残高 ―百万円

差引額 4,000百万円

総貸付極度額 2,700百万円

借入実行残高 ―百万円

差引額 2,700百万円

総貸付極度額 2,700百万円

借入実行残高 ―百万円

差引額 2,700百万円

４　債務保証

連結子会社であるらでぃっしゅぼーや㈱

は、下記会社のリース取引に対し、債務

保証を行っております。

 

―――――――――

４　債務保証

連結子会社であるらでぃっしゅぼーや㈱

は、下記会社のリース取引に対し、債務

保証を行っております。

㈱ラミックス 14百万円 ㈱ラミックス 11百万円
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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３月１日
至　平成17年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

※１　販売費及び一般管理費の主要な費目及び

金額は、次のとおりであります。

※１　販売費及び一般管理費の主要な費目及び

金額は、次のとおりであります。

※１　販売費及び一般管理費の主要な費目及び

金額は、次のとおりであります。

荷造・運搬費 1,412百万円

給料・手当 1,028百万円

広告宣伝費 2,595百万円

賞与引当金繰入額 102百万円

退職給付費用 43百万円

役員退職慰労引当金
繰入額

14百万円

貸倒引当金繰入額 27百万円

荷造・運搬費 771百万円

給料・手当 451百万円

広告宣伝費 2,379百万円

賞与引当金繰入額 82百万円

退職給付費用 31百万円

役員退職慰労引当金
繰入額

12百万円

貸倒引当金繰入額 1百万円

販売促進引当金
繰入額

3百万円

連結調整勘定償却 51百万円

荷造・運搬費 2,941百万円

給料・手当 2,021百万円

広告宣伝費 4,992百万円

賞与引当金繰入額 103百万円

退職給付費用 73百万円

役員退職慰労引当金
繰入額

27百万円

貸倒引当金繰入額 69百万円

販売促進引当金
繰入額

21百万円

 

──────

※２　固定資産売却益の内容 

機械装置及び運搬具 0百万円

土地 4百万円

計 4百万円

 

──────

※３　固定資産売却損の内容 ※３　固定資産売却損の内容 ※３　固定資産売却損の内容

その他 0百万円 建物及び構築物 0百万円

機械装置及び運搬具 6百万円

計 7百万円

機械装置及び運搬具 3百万円

その他 0百万円

計  3百万円

※４　固定資産除却損の内容 ※４　固定資産除却損の内容 ※４　固定資産除却損の内容

建物及び構築物 1百万円

機械装置及び運搬具 12百万円

その他 2百万円

計 16百万円

建物及び構築物 4百万円

機械装置及び運搬具 25百万円

その他 1百万円

計 31百万円

建物及び構築物 2百万円

機械装置及び運搬具 16百万円

その他 4百万円

計 22百万円
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前中間連結会計期間
（自　平成17年３月１日
至　平成17年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

 ※５　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

損失を計上しております。

──────

用途 種類 場所 減損損失

遊休資産 建物及び

構築物

大分県

日田市他
20百万円

 
機械装置
及び
運搬具

福岡県

宗像市他
192百万円

 
その他
有形
固定資産

福岡県

福岡市他
108百万円

 
土地 福岡県

宗像市他
108百万円

 
その他
無形
固定資産

福岡県

福岡市他
3百万円

事業用

資産

建物及び

構築物

大阪府

大阪市
1百万円

 機械装置
及び
運搬具

北海道

札幌市他
0百万円

 その他
有形
固定資産

北海道

札幌市他
0百万円

 投資
その他の
資産

北海道

札幌市他
23百万円

 リース

資産

大阪府

大阪市他
3百万円

賃貸資産 建物及び

構築物

福岡県

福岡市他
58百万円

 
土地 福岡県

福岡市他
45百万円

合計 567百万円

　当社グループは、継続的に損益の把握を

実施している単位を基礎とし、当該単位に

地域性を加味して資産のグルーピングを

行っております。なお、遊休資産及び賃貸

資産については、個々の資産をグルーピン

グの単位としております。

　遊休資産、連結子会社の事業用資産の一

部及び賃貸資産について、資産価値が帳簿

価額に対して著しく下落しているため、当

該資産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として特別損失

に計上しております。

　なお、当該資産の回収可能価額は正味売

却可能価額により測定しており、遊休資産

の土地、その他有形固定資産については不

動産鑑定評価額及び売却予定額で、それ以

外の遊休資産及び事業用資産については零

円で正味売却可能価額を測定しております。

また、賃貸資産については不動産鑑定評価

額により正味売却可能価額を測定しており

ます。
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（中間連結株主資本等変動計算書関係）

当中間連結会計期間（自　平成18年３月１日　至　平成18年８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

前連結会計年度末
株式数(株)

当中間連結会計期間
増加株式数(株)

当中間連結会計期間
減少株式数(株)

当中間連結会計
期間末株式数(株)

発行済株式

普通株式　（注）１ 32,667,210 134,000 ― 32,801,210

合計 32,667,210 134,000 ― 32,801,210

自己株式

普通株式　（注）２,３ 10,427 300 50 10,677

合計 10,427 300 50 10,677

（注）１. 当中間連結会計期間増加株式数は、新株予約権の権利行使による増加であります。

２. 当中間連結会計期間増加株式数は、単元未満株式の買取による増加であります。

３. 当中間連結会計期間減少株式数は、単元未満株式の売却による減少であります。

　２. 新株予約権に関する事項

区分 新株予約権の内訳

新株予約権の

目的となる

株式の種類

新株予約権の目的となる株式の数(株) 
当中間連結会

計期間末残高

（百万円）
前連結会計

年度末

当中間連結会

計期間増加

当中間連結会

計期間減少

当中間連結会

計期間末

提出会社 ストック・オプションとしての

新株予約権　第５回
― 1

 ストック・オプションとしての

新株予約権　第６回
― 2

合計 ― 3

　３. 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
（百万円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成18年５月26日

定時株主総会
普通株式 251 7.70 平成18年２月28日 平成18年５月29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
（百万円）

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10月17日

取締役会
普通株式 465 利益剰余金 14.20 平成18年８月31日 平成18年11月20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３月１日
至　平成17年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28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

１　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

１　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

現金及び預金勘定 5,135百万円

取得日から３ヶ月以内に

償還期限の到来する短期

投資(有価証券)

1,763百万円

現金及び現金同等物 6,899百万円

現金及び預金勘定 7,630百万円

取得日から３ヶ月以内に償

還期限の到来する短期投資

(有価証券)

2,363百万円

現金及び現金同等物 9,993百万円

現金及び預金勘定 5,921百万円

取得日から３ヶ月以内に償

還期限の到来する短期投資

(有価証券)

1,262百万円

現金及び現金同等物 7,184百万円

 ２　株式の売却により連結子会社でなくなった

会社の資産及び負債の主な内訳

株式の売却により連結子会社でなくなった

らでぃっしゅぼーや㈱に係る連結除外時の

資産及び負債の主な内訳は次のとおりであ

ります。

らでぃっしゅぼーや㈱

２　株式の取得により新たに連結子会社となっ

た会社の資産及び負債の主な内訳

株式の取得により新たに日本サプリメント

㈱を連結したことに伴う連結開始時の資産

及び負債の内訳並びに株式の取得原価と取

得のための支出(純額)との関係は次のとお

りであります。

日本サプリメント㈱

流動資産 3,030百万円

固定資産 1,164百万円

流動負債 △2,431百万円

固定負債 △1,012百万円

少数株主持分 △305百万円

株式売却益 3,410百万円

らでぃっしゅぼーや㈱の
株式売却価格 3,856百万円

らでぃっしゅぼーや㈱の
株式売却に係る費用 △99百万円 

らでぃっしゅぼーや㈱の
現金及び現金同等物 △547百万円

差引:らでぃっしゅぼーや
㈱売却による収入 3,209百万円

流動資産 335百万円

固定資産 22百万円

連結調整勘定 523百万円

流動負債 △234百万円

固定負債 △11百万円

日本サプリメント㈱の
取得価額 635百万円

日本サプリメント㈱の
現金及び現金同等物 △100百万円

差引:日本サプリメント㈱
取得のための支出 534百万円
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（リース取引）

前中間連結会計期間
（自　平成17年３月１日
至　平成17年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

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

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、減損損失累計額相当額及

び中間期末残高相当額

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

累計額相当額及び期末残高相当額

建物及び
構築物

（百万円）

その他

（百万円）

合計

（百万円）

取得価額
相当額 230 421 651

減価償却
累計額　
相当額

224 192 417

中間期末
残高　　
相当額

5 228 234

工具器具
及び備品他
（百万円）

取得価額
相当額 103

減価償却
累計額
相当額

49

減損損失
累計額
相当額

3

中間期末
残高相当額

50

工具器具
及び備品他
（百万円）

取得価額
相当額 455

減価償却
累計額
相当額

244

期末残高
相当額

211

(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

１年以内 90百万円

１年超 150百万円

合計 241百万円

１年以内 21百万円

１年超 34百万円

合計 55百万円

リース資産減損

勘定の残高
3百万円

１年以内 78百万円

１年超    137百万円

合計   216百万円

(3)　支払リース料、減価償却費相当額及び支

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

額及び減損損失

(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 60百万円

減価償却費相当額 55百万円

支払利息相当額 2百万円

支払リース料 13百万円

リース資産減損勘定
の取崩額

―百万円

減価償却費相当額 12百万円

支払利息相当額  0百万円

減損損失 3百万円

支払リース料 113百万円

減価償却費相当額 104百万円

支払利息相当額 4百万円

(4)　減価償却費相当額及び利息相当額の算定

方法

・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)　減価償却費相当額及び利息相当額の算定

方法

・減価償却費相当額の算定方法

同左

(4)　減価償却費相当額及び利息相当額の算定

方法

・減価償却費相当額の算定方法

同左

・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

当額との差額を利息相当額とし、各期へ

の配分方法については、利息法によって

おります。

・利息相当額の算定方法

同左

・利息相当額の算定方法

同左
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（有価証券関係）

前中間連結会計期間末（平成17年８月31日）

１　その他有価証券で時価のあるもの

種類
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）

株式 200 339 139

債券 46 78 32

その他 196 199 2

計 444 618 173

２　時価評価されていない主な有価証券の内容及び中間連結貸借対照表計上額

種類 中間連結貸借対照表計上額(百万円)

その他有価証券  

非上場株式 4

マネー・マネージメント・ファンド等 1,763

社債 199

当中間連結会計期間末（平成18年８月31日）

１　その他有価証券で時価のあるもの

種類
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）

株式 200 496 296

債券 46 100 53

その他 298 293 △4

計 545 890 345

２　時価評価されていない主な有価証券の内容及び中間連結貸借対照表計上額

種類 中間連結貸借対照表計上額(百万円)

その他有価証券  

非上場株式 0

マネー・マネージメント・ファンド等 2,164

社債 199

割引金融債 99
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前連結会計年度末（平成18年２月28日）

１　その他有価証券で時価のあるもの

種類
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）

株式 200 403 203

債券 46 105 58

その他 395 395 0

計 642 904 262

２　時価評価されていない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額

種類 連結貸借対照表計上額(百万円)

その他有価証券  

非上場株式 4

マネー・マネージメント・ファンド等 1,064

社債 199

割引金融債 99

（デリバティブ取引）

前中間連結会計期間（自　平成17年３月１日　　至　平成17年８月31日）

当グループ（当社及び連結子会社）は、デリバティブ取引を全く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３月１日　　至　平成18年８月31日）

当グループ（当社及び連結子会社）は、デリバティブ取引を全く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３月１日　　至　平成18年２月28日）

当グループ（当社及び連結子会社）は、デリバティブ取引を全く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・オプション等関係）

当中間連結会計期間（自　平成18年３月１日　至　平成18年８月31日）

１．ストック・オプションにかかる当中間連結会計期間における費用計上額及び科目名

販売費及び一般管理費　　３百万円

２．当中間連結会計期間に付与したストック・オプションの内容

 平成18年ストック・オプション(第５回) 平成18年ストック・オプション(第６回)

付与対象者の区分及び人数

当社の取締役

６名

当社の従業員

70名

当社子会社の取締役および従業員

５名

持分法適用関連会社の取締役

３名 

株式の種類別の

ストック・オプションの付与数(注)
普通株式　　105,000株 普通株式　　195,000株

付与日 平成18年８月１日 平成18年８月１日

権利確定条件

　権利行使時において当社、当社子会

社、株式会社キューサイファーム島根、

有限会社キューサイファーム広島また

は株式会社キューサイファーム千歳の

取締役もしくは従業員の地位にあるこ

とを要する。

　権利行使時において当社、当社子会

社、株式会社キューサイファーム島根、

有限会社キューサイファーム広島また

は株式会社キューサイファーム千歳の

取締役もしくは従業員の地位にあるこ

とを要する。

対象勤務期間
平成18年８月１日から平成21年７月31

日まで

平成18年８月１日から平成21年５月31

日まで

権利行使期間
平成20年８月１日から平成22年７月14

日まで

平成20年６月１日から平成22年５月31

日まで

権利行使価格　(円) 1,712 1,712

付与日における公正な評価単価 (円) 280.30 265.30

（注）株式数に換算して記載しております。
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（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３月１日　至　平成17年８月31日）

 
青汁関連
事業

（百万円）

冷凍食品
事業

（百万円）

食料品等
宅配事業
（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 7,033 3,700 9,334 20,069 ― 20,069

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高
13 17 ― 31 (31) ―

計 7,046 3,718 9,334 20,100 (31) 20,069

営業費用 5,805 3,948 9,612 19,365 (31) 19,334

営業利益(△は営業損失) 1,241 △229 △277 734 (0) 734

　（注）１　事業区分は、内部管理体制及び事業の関連性などを勘案して行っております。

２　各区分に属する主要な事業の内容

(1）青汁関連事業…南欧原産の緑黄色野菜である「ケール」を原料とした野菜ジュースを製造販売及び無添加

せっけん等を販売しております。

(2）冷凍食品事業…㈱ニチレイの協力工場として、卵類、菓子類及びその他食料品を製造販売しております。

(3）食料品等宅配事業…らでぃっしゅぼーや㈱にて環境保全型農産物と無添加食品を主に宅配方式により販売

しております。

当中間連結会計期間（自　平成18年３月１日　至　平成18年８月31日）

 
健康食品
関連事業
（百万円）

冷凍食品
事業

（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 9,302 4,414 13,716 ― 13,716

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高
― ― ― ― ―

計 9,302 4,414 13,716 ― 13,716

営業費用 7,007 4,372 11,380 (0) 11,379

営業利益(△は営業損失) 2,295 41 2,336 0 2,337

　（注）１　事業区分は、内部管理体制及び事業の関連性などを勘案して行っております。

事業区分の表示名称の変更

事業の種類別セグメントの名称につきましては、従来「青汁関連事業」として表示しておりましたが、当中

間連結会計期間より「健康食品関連事業」へ名称を変更しております。この変更に伴う売上高、営業費用、

営業利益へ与える影響はありません。

２　各区分に属する主要な事業の内容

(1）健康食品関連事業…南欧原産の緑黄色野菜である「ケール」を原料とする青汁製品等を中心とした健康食

品の製造販売及びガードルや化粧品等の関連商品の販売を行っております。また、残留農薬及び動物用医

薬品の理化学検査等を受託しております。

(2）冷凍食品事業…㈱ニチレイフーズの協力工場として、卵類、菓子類及びその他食料品を製造販売しており

ます。

３　食料品等宅配事業につきましては、同事業を担う連結子会社のらでぃっしゅぼーや㈱の全株式を平成18年３

月３日に譲渡したことに伴い、当中間連結会計期間からは事業区分として設定しておりません。
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前連結会計年度（自　平成17年３月１日　至　平成18年２月28日）

 
青汁関連
事業

（百万円）

冷凍食品
事業

（百万円）

食料品等
宅配事業
（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 14,748 8,445 18,919 42,113 ― 42,113

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高
30 41 ― 71 (71) ―

計 14,778 8,486 18,919 42,184 (71) 42,113

営業費用 11,952 8,655 18,747 39,356 (70) 39,285

営業利益(△は営業損失) 2,825 △168 171 2,828 △0 2,827

　（注）１　事業区分は、内部管理体制及び事業の関連性などを勘案して行っております。

２　各区分に属する主要な事業の内容

(1）青汁関連事業…南欧原産の緑黄色野菜である「ケール」を原料とした野菜ジュースを製造販売及び無添加

せっけん等を販売しております。

(2）冷凍食品事業…㈱ニチレイフーズの協力工場として、卵類、菓子類及びその他食料品を製造販売しており

ます。

(3）食料品等宅配事業…らでぃっしゅぼーや㈱にて環境保全型農産物と無添加食品を主に宅配方式により販売

しております。

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３月１日　至　平成17年８月31日）

　本邦以外の国または地域に所在する連結子会社及び支店がないため、該当事項はありません。

当中間連結会計期間（自　平成18年３月１日　至　平成18年８月31日）

　本邦以外の国または地域に所在する連結子会社及び支店がないため、該当事項はありません。

前連結会計年度（自　平成17年３月１日　至　平成18年２月28日）

　本邦以外の国または地域に所在する連結子会社及び支店がないため、該当事項はありません。

ｃ．海外売上高

前中間連結会計期間（自　平成17年３月１日　至　平成17年８月31日）

　海外売上高がないため、該当事項はありません。

当中間連結会計期間（自　平成18年３月１日　至　平成18年８月31日）

　海外売上高がないため、該当事項はありません。

前連結会計年度（自　平成17年３月１日　至　平成18年２月28日）

　海外売上高がないため、該当事項はありません。
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（重要な後発事象）

前中間連結会計期間
（自　平成17年３月１日
至　平成17年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

該当事項はありません。 該当事項はありません。 １　当社は、平成18年２月23日開催の臨時取締

役会において、連結子会社であるらでぃっ

しゅぼーや㈱の株式(4,500千株)全てを譲渡

することを決議し、平成18年３月３日付で当

該株式を譲渡いたしました。

(1)譲渡の理由

当社及び当該連結子会社が更なる成長を図

るために、当社はコアである青汁関連事業

に経営資源を集中し、当該連結子会社は新

たなパートナーと提携することが最善であ

ると判断したためであります。

(2)当該連結子会社の概要

①商号：らでぃっしゅぼーや株式会社

②主たる事業内容：食料品等の宅配事業

③当社との取引内容：青汁の販売、冷凍食

品の販売

(3)契約締結日：平成18年２月23日

(4)譲渡の内容

①譲渡先

株式会社ジャフコ・エスアイジー№７（株

式会社ジャフコが運営する投資事業組合が

保有する特別目的会社）

②譲渡株数　：4,500千株

（発行済株式数(議決権総数)に対する割合

59.3％）

③譲渡金額等：3,856百万円

　譲渡契約に基づいて、当社は子会社を設

立し、らでぃっしゅぼーや㈱が営む食料品

等の宅配事業以外の一部の事業を吸収分割

の方法により承継させます。同時に株式譲

渡日から吸収分割の効力が発生するまでの

間において、らでぃっしゅぼーや㈱が当該

事業に関連して支出した金額を当社は原則

として補償することにしております。(補

償限度額762百万円)

なお、子会社の概要は以下のとおりであり

ます。

　事業を承継する子会社の概要

　・商号：株式会社南箱根興産

　・主たる事業内容：食料品、清涼飲料

　　水等の販売事業

④譲渡損益(概算)：2,993百万円

　上記譲渡損益は譲渡後の補償見込額を控

除しております。

　上記により、らでぃっしゅぼーや㈱は翌

連結会計年度以降、連結の範囲から除かれ

るとともに、「事業の種類別セグメント情

報」から、「食料品等宅配事業」がなくな

ることとなります。

　なお、この連結範囲の変更により、翌連

結会計年度の連結財務諸表から、総資産が

約5,000百万円、売上高が約19,000百万円、

それぞれ減少する見込みであります。
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前中間連結会計期間
（自　平成17年３月１日
至　平成17年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

２　平成18年５月26日開催の当社定時株主総会

において、退任取締役(創業者)に対する役員

退職慰労金1,000百万円の贈呈が承認されま

した。この結果、役員退職慰労引当金控除後

の約720百万円が翌連結会計年度において特

別損失に計上されることとなります。
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５．生産、受注及び販売の状況

(1）生産実績

 （単位：百万円）

セグメント
前中間連結会計期間

（自　平成17年３月１日
至　平成17年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

健康食品関連事業 4,688 5,944 12,957

冷凍食品事業 3,903 4,913 8,709

合計 8,591 10,857 21,667

　（注）１　金額は、販売価格で表示しております。

２　上記金額には、消費税等は含まれておりません。

(2）仕入実績

 （単位：百万円）

セグメント
前中間連結会計期間

（自　平成17年３月１日
至　平成17年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

健康食品関連事業 856 868 1,351

食料品等宅配事業 6,090 ― 12,272

合計 6,947 868 13,624

　（注）１　金額は、仕入価格で表示しております。

２　上記金額には、消費税等は含まれておりません。

(3）受注状況

　当グループは受注生産方式を行っておりません。

(4）販売実績

 （単位：百万円）

セグメント
前中間連結会計期間

（自　平成17年３月１日
至　平成17年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

健康食品関連事業 7,033 9,302 14,748

冷凍食品事業 3,700 4,414 8,445

食料品等宅配事業 9,334 ― 18,919

合計 20,069 13,716 42,113

　（注）１　セグメント間の取引については相殺しております。

２　上記金額には、消費税等は含まれておりません。

　食料品等宅配事業につきましては、同事業を担う連結子会社のらでぃっしゅぼーや㈱の株式を平成18年３月３日に譲

渡したことに伴い、当中間連結会計期間からは事業区分として設定しておりません。
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