
（財）財務会計基準機構会員 

平成１９年３月期  中間決算短信（連結） 
平成 18 年 10 月 24 日 

上場会社名   

コード番号 ２５９９ 上場取引所 東 

（ＵＲＬ http://www.japanfoods.co.jp ）  本社所在都道府県 千葉県 

代 表 者 役職名 代表取締役社長 氏名 本 所 良 太  

問 合 せ先 役職名 常務取締役ＣＦＯ 氏名 国 分 友 礼 ＴＥＬ：（0475）35－5834 

決算取締役会開催日 平成 18 年 10 月 24 日   

親会社等の名称 伊藤忠商事株式会社（コード番号：8001） 親会社等における当社の議決権所有比率 40.2％

米国会計基準採用の有無 無 
  

１． 平成 18 年９月中間期の連結業績（平成 18 年４月１日～平成 18 年９月 30 日） 
（1）経営成績（連結）の進捗状況                                  （単位：百万円未満切捨） 

 売上高 営業利益      経常利益      

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18 年９月中間期 17,081 13.8 927 16.8 918 18.3 

17 年９月中間期 15,010 △20.9 794 △45.7 775 △47.1 

18 年３月期 26,063  465  423  
 

 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  
当期純利益 

 百万円 ％ 円 銭 円 銭

18 年９月中間期 594 35.4 116 64 － － 

17 年９月中間期 439 △49.5 86 14 － － 

18 年３月期 160  31 41 － － 
 

（注） ①持分法投資損益 18 年９月中間期 － 百万円 17 年９月中間期 － 百万円 18 年３月期 － 百万円 

 ②期中平均株式数（連結） 18 年９月中間期 5,100,000 株 17 年９月中間期 5,100,000 株 18 年３月期 5,100,000 株 

 ③会計処理の方法の変更 無      

 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、対前年同中間期増減率 
 

（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９月中間期 15,349 5,230 34.1 1,025 53 

17 年９月中間期 13,737 4,994 36.4 979 26 

18 年３月期 13,365 4,684 35.1 918 59 
 

（注） 期末発行済株式数（連結） 18 年９月中間期 5,100,000 株 17 年９月中間期 5,100,000 株 18 年３月期 5,100,000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９月中間期 1,633 △388 △318 1,554 

17 年９月中間期 358 △1,019 922 1,367 

18 年３月期 326 △1,878 1,075 628 
 

（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 １社 持分法適用非連結子会社数 －社 持分法適用関連会社数  －社 
 

（5） 連結範囲及び持分法の適用の異動状況   

 連結(新規)  －社 (除外)  －社 持分法(新規)  －社 (除外)  －社 
 
２． 平成 19 年３月期の連結業績予想（平成 18 年４月１日～平成 19 年３月 31 日）     

 売上高 営業利益      経常利益      当期純利益 

 百万円 百万円 百万円 百万円

通期 28,150 730 700 420 
（参考）１株当たり予想当期純利益（通期） 82 円 35 銭 
 
※ 上記の予想は、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ます。 

実際の業績は、今後、様々な要因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。 

上記予想に関する事項は添付資料の８ページをご参照下さい。 
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【補 足 資 料】 

 

主要な連結経営指標等の推移 
(1)連結経営指標等 

回次 第 29 期 第 30 期 第 31 期 第 29 期 第 30 期 

決算年月 
平成16年４月  1日 

平成 16 年９月 30 日 

平成 17 年４月 １日

平成 17年９月 30 日

平成 18 年４月 １日

平成 18年９月 30 日

平成 16 年４月 １日

平成 17年３月 31 日

平成 17 年４月 １日

平成 18年３月 31 日

売上高（千円） 18,970,500 15,010,971 17,081,077 31,616,584 26,063,688

経常利益（千円） 1,465,876 775,975 918,034 1,185,501 423,595

中間（当期）純利益（千円） 869,669 439,291 594,859 671,649 160,201

純資産額（千円） 4,925,501 4,994,200 5,230,185 4,681,046 4,684,806

総資産額（千円） 14,504,416 13,737,272 15,349,086 12,917,060 13,365,658

１株当たり純資産額（円） 965.78 979.26 1,025.53 912.22 918.59

１株当り中間（当期）純利益（円） 170.52 86.14 116.64 126.07 31.41

潜在株式調整後１株当たり中

間（当期）純利益（円） 
－ － － － －

自己資本比率（％） 34.0 36.4 34.1 36.2 35.1

営業活動による 

キャッシュ・フロー（千円） 
1,544,716 358,612 1,633,394 2,638,732 326,027

投資活動による 

キャッシュ・フロー（千円） 
△1,223,160 △1,019,739 △388,491 △1,569,919 △1,878,761

財務活動による 

キャッシュ・フロー（千円） 
409,820 922,750 △318,850 △152,400 1,075,400

現金及び現金同等物の中間

（当期）末残高（千円） 
921,156 1,367,816 1,554,913 1,106,193 628,860

従業員数          （名） 

（外、平均臨時雇用者数） 

169

（－）

178

（－）

181 

（－）

171

（－）

173

（－）

（注）１．売上高には、消費税は含まれておりません。 

   ２．潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益は、新株予約権付社債等潜在株式がないため記載しておりません。 

   ３．純資産額の算定にあたり、平成 18 年９月中間期から「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）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）を適用しております。 
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１．企業集団の状況 
 

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

を主たる業務としております。 

   当中間連結会計期間における当社グループの事業に係わる位置付けは、次の通りであります。 

 

（1） 事業に係わる各社の位置づけ 
当社は、一般消費者が直飲する清涼飲料についてお客様である飲料メーカー（業界では「ブランドオーナー」と呼んで

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

市販用清涼飲料のほか、ファーストフード店向けなどの業務用飲料の受託製造についても当社が受注を行い、その製

造を当社の子会社であるジャパンジュースプロセッシング㈱に再委託しております。 

また、当社の関係会社である伊藤忠商事㈱とは、業務用飲料の受託製造などの取引を行っております。 
 

（2） 事業の系統図 
事業の系統図は、次の通りであります。 

 
飲料メーカー  

（ブランドオーナー）  

伊藤忠商事㈱  

（主要株主 ）  

ジ ャパ ンフーズ㈱  

（当  社 ）  

伊藤忠商事㈱の  

子会社群  
ジャパンジュース  

プロセッシング㈱  

（連結子会社 ） 

原材料ほか取引

製造受託及び  
一部原材料の仕入れ

製品及び  
商品の一部販売ほか

一部原材料の仕入れ

 持株率 20 .2％  

持株率0.6％100％  

製品の一部販売

製品及び  
商品の一部販売ほか  

製造受託  

製造の一部を再委託  

出資関係  

取引関係  

（注）伊藤忠商事㈱は、上記所有株式の他、当社株式 19.4％相当分を退職給付信託に拠出しております。 
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２．経営方針 
（1）経営の基本方針 

当社グループは、人々の生活に「うるおいと健康」をもたらす製品作りを通して、社会に貢献することを使命としておりま

す。 

また、当社グループは、お客様である飲料メーカーの製品を受託製造する確かな担い手として、お客様から高い満足、

安全と安心、さらに厚い信頼を得ることを目指しております。 

その実現のために製造設備の充実を図り、製造技術と品質管理能力に磨きをかけ、「飲料のソリューションビジネス」を

通じ、お客様の悩みと課題を解決してまいります。 

当社グループは、「お客様」のみならず「株主」、「社員」、「取引先」及び「地域社会」等当社グループを取りまくすべての

ステークホルダーから信頼され、且つ持続して収益をあげることにより、企業価値を増大することを経営の基本方針として

おります。 

  

（2）会社の利益配分に関する基本方針 

当社は、株主の皆様への利益還元を経営の最重要課題の一つと位置付けております。株主の皆様に対する配当につき

ましては、健全な財務体質を維持し、企業としての競争力・収益力を高め、継続的な企業価値向上を目指しつつ、将来の事

業展開に備えた内部留保の確保も勘案し、業績に応じた利益配分を行うことを基本方針としております。 

このような方針のもと、平成 19 年３月期の配当につきましては、１株当たり 15 円、中間配当 10 円とあわせて年間 25 円

を予定しております。 

 

（3）投資単位の引下げに関する考え方及び方針等 

当社は､株式市場において適正な株価が形成されるためには、株式の流通の活性化と個人投資家層の拡大を図ること、

そして株主の皆様に長期安定的に当社株式を保有して頂けるよう努めることが資本政策上の重要な課題であると認識して

おります。 

このため、個人投資家をはじめとする投資家層の幅を広げるために、次の施策を実施し、投資環境の改善を図った結果、

多くの個人株主が当社株式に投資しやすくなったと判断しております。 

【投資単位の引下げ】   平成 13 年 8 月 1 単元の株式数を 1,000 株から 500 株に変更 

 平成 14 年 7 月 1 単元の株式数を 500 株から 100 株に変更 

【株式の立会い外分売】 平成 16 年 2 月 当社株式の立会い外分売を 186,000 株実施 

 平成 16 年 11 月 当社株式の立会い外分売を 200,000 株実施 

【株主数】 平成 14 年 3 月末 533 名 

 平成 15 年 3 月末 1,007 名 

 平成 16 年 3 月末 2,389 名 

 平成 17 年 3 月末 3,089 名 

 平成 18 年 3 月末 5,652 名 

 平成 18 年 9 月末 5,622 名（参考） 

 

（4）目標とする経営指標 

当社は、中期成長戦略として「三ヵ年経営計画 Create2008」を推進中です。 

目標とする経営指標は次の通りであります。 

経 営 指 標 目 標 数 値 

自 己 資 本 比 率 40％ 以上 

自己資本利益率 20％ 以上 

総 資 産 利 益 率 ８％  以 上 

 

（5）中長期的な経営戦略 

当社グループは、創業 30 周年を迎え、創業の原点に戻り、自社の競争優位性、弱点を総点検し、新しい時代を勝ち抜く

ための経営体制・ビジネスモデルを構築します。 

このため、「三ヵ年経営計画 Create2008」に基づき①新商品・新商権の創造、②低重心経営の創造、③新経営スタイル

の創造という基本戦略を推進してまいります。 

 

（6）会社の対処すべき課題 

清涼飲料業界は、人口のピークアウトもあり成熟市場となっておりますが、飲料メーカー各社は消費の多様化や健康志

向を踏まえた新製品の開発に取り組んでおり、勝ち残りをかけたシェア拡大競争が続いております。 

一方、当社グループを含む飲料の受託製造業界は、自社工場を持たないファブレスの飲料メーカーは勿論のこと、自社

工場を所有する飲料メーカーにおいても、リスクの分散、経営資源の効率化及びコア業務への集中という経営戦略に基づ

くアウトソーシング化（外注化） が定着してきており、飲料の受託製造業界の役割の重要性が認知され、確かな存在となっ

ております。しかしながら、飲料メーカー各社の競争激化にともない、製造設備、製造技術、品質管理能力、物流上の優位

性及び財務基盤等の優劣等で峻別される傾向も強まっており、再編、淘汰の動きが出てくるものと予測されます。 

このような状況のもと、当社グループにおいては、安全かつ良質な製品を製造し、お客様からの信頼を得ることを基本と

して「三ヵ年経営計画 Create2008」を強力に推進し、収益構造の改革と収益力強化により企業価値を高めることが経営上

の最重要課題であると認識しております。 
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（7）親会社等に関する事項 

①親会社等の商号等                                            （平成 18 年９月 30 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 

伊藤忠商亊株式会社 

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 

40.2％ 

（0.6％） 

大阪（市場第一部） 

東京（市場第一部） 

名古屋（市場第一部） 

福岡、札幌各証券取引所 

（注）親会社等の議決権所有割合欄の（ ）内は、間接被所有割合で内数であります。 

 

②親会社等のうち当社に与える影響が大きいと認められる会社の商号とその理由 

当社の関係会社である伊藤忠商事株式会社は、間接所有分を含め当社株式の 40.2％を所有しております。 

なお、同社は、上記の所有株式のうち、当社株式の 19.4％相当分を退職給付信託に拠出しております。 

また、同社の幅広い知識・経験を当社の経営に活かし、かつ内部統制の観点から、同社の幹部社員若干名を当社の社

外取締役および社外監査役として招聘しております。ただし、同社からの事業上の制約はなく、同社から一定の独立性が

確保されていると考えています。 

 

③親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付け、親会社等やそのグループ企業との取引関係や人的・資本的関係 

当社は、関係会社である伊藤忠商事株式会社の企業グループの中で食料事業分野に属し、国内では、飲料受託製造

事業を担う唯一の企業であります。当社は同社およびその企業グループから清涼飲料の製造を受託しており、飲料原料の

一部も購入しておりますが、同社およびその企業グループとの売上および購入比率は極めて小さいものであります。また、

その取引条件は各企業との個別協議によって決定されており、その他の企業の取引条件と同様であります。 

また、当社は同社より、当社の経営上必要な国内外の飲料業界情報等の提供、顧客との取引の深耕、新規顧客紹介等

の協力も得ております。 

なお、人的関係につきましては、上記の通り、同社の幹部社員若干名を当社の非常勤取締役および監査役として招聘し

ております。 

(役員の兼務状況) 

役 職 氏 名 親会社等又はそのｸﾞﾙｰﾌﾟ企業での役職 就 任 理 由 

非常勤取締役 佐藤 浩雄 
関係会社 伊藤忠商事㈱食料カンパニー 

食糧部門長 

経営・営業情報入手のため当社

から就任を依頼 

同 上 斎藤  弦 
同  上 

食糧部門 飲料原料部長 
同  上 

非常勤監査役 栢沼 康夫 
同  上 

ﾁｰﾌﾌｨﾅﾝｼｬﾙｵﾌｨｻｰ 
同  上 

同 上 松本 耕一 
同  上  

食料事業・ﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ部長 
同  上 

 (注)当社の取締役７名、監査役４名のうち、関係会社およびそのｸﾞﾙｰﾌﾟ企業からの兼任役員４名であります。 

 

（8）内部管理体制の整備・運用状況 

当社は、取締役７名（内、社外取締役２名）による取締役会を毎月定期開催するほか必要に応じ随時開催し、法令に定

められた事項や経営に関する重要事項を報告・討議・決議するとともに、取締役の業務執行の監督を行っております。また、

監査役４名（全員社外監査役）も取締役会に出席し、適宜意見を述べるほか、年度の監査計画に従って取締役の業務執行

を監督しております。 

当社の業務については、法令、定款及び社内規程に基づき処理されており、適正かつ合理的に組織運営されていると認

識しております。 

また、当社は、内部管理体制強化のため、内部監査室を代表取締役社長直轄に設置し、年４回以上各部署の監査を実施

しており、内部監査の結果を内部監査報告書として取りまとめ、その結果を代表取締役社長及び監査役に報告しております。

また、内部監査の結果により是正処理を必要とするものは改善事項の指摘・指導を行っております。 

 

 

（9）その他、会社の経営上の重要な事項 

   該当事項はありません。 
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３．経営成績 
（1） 経営成績 
①当中間連結会計期間の経営成績 

   当中間連結会計期間におけるわが国経済は、雇用・所得環境の改善により個人消費も伸長するなど、景気は回復基調

で推移しており、デフレ脱却も視野に入ったと言われておりますが、地域間・業界間にばらつきがあり、回復の実感には乏

しいものがあります。 

   清涼飲料業界におきましては、デフレ対抗策は打たれつつありますが、依然として市場環境は厳しく、需要喚起やシェア

拡大に向け、新製品開発の競争が続いております。 

また、当中間連結会計期間は、前半の天候不順や長梅雨で市場は低調に推移しました。 

このような状況下において当社グループは、受託生産量で245,516キロリットル（前年比△2.1％）、24,856千ケース（前年

比2.3％）となりました。売上高につきましては、主として原材料の増加により前年比13.8％の増加となりました。利益面では、

「低重心経営」戦略による生産性の向上、コスト削減等の効果により営業利益 16.8％、経常利益は 18.3％、当期純利益は

35.4％と、それぞれ前期比で増加となりました。 

 

当社の容器別生産数量は、次の通りであります。 

容器別 平成 18 年４月～平成 18 年９月 前年同期間 

（累計） ＫＬ 前年増減（％） 千ケース 前年増減（％） ＫＬ 千ケース 

生産数量合計 245,516 △2.1 24,856 2.3 250,710 24,297

ペットボトル飲料 181,488 △3.9 15,818 △2.5 188,769 16,215

ボトル缶飲料 8,224 △64.4 1,159 △57.5 23,103 2,728

缶飲料 47,605 34.9 6,506 38.4 35,293 4,702

びん飲料 6,798 175.9 1,023 168.7 2,464 381

その他 1,401 28.3 351 29.8 1,081 270

 

受託生産量推移（平成16年度-平成18年度）

15,000

25,000

35,000

45,000

55,000

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

KL

平成16年度

平成17年度

平成18年度

 
 

以上の活動により当中間連結会計期間（平成 18 年４月～平成 18 年９月）実績は次の通りとなりました。 

 

連結売上高及び利益  

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 
1 株当たり 

当期純利益 

18 年９月中間期 17,081 百万円 927 百万円 918 百万円 594 百万円 116.64 円

17 年９月中間期 15,010 百万円 794 百万円 775 百万円 439 百万円 86.14 円

伸 長 率 13.8％ 16.8％ 18.3％ 35.4％ ―
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（2）財政状態 

当中間連結会計期間の資産、負債、純資産及びキャッシュ・フローの状況に関する分析 

   当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は 1,554,913 千円となり、前中間連結会計期

間末より 187,097 千円増加いたしました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次の通りであります。 

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動によるキャッシュ・フローは、1,633,394 千円の増加となりました。 

これは、主に税金等調整前中間純利益 952,925 千円、減価償却費 598,057 千円、仕入債務の増加 1,129,720 千円、法人

税等の還付額 232,040 千円、未払金の増加 171,169 千円、未払消費税等の増加 92,765 千円等による増加と、売上債権の

増加 1,640,009 千円等による減少であります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動によるキャッシュ・フローは、388,491 千円の減少となりました。 

これは主に有形固定資産の取得による支出 318,516 千円及び投資有価証券の取得による支出 48,576 千円等によるも

のであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動によるキャッシュ・フローは、318,850 千円の減少となりました。 

これは、主に長期借入金 267,850 千円の返済及び配当金の支払 51,000 千円によるものであります。 

 

連結キャッシュ・フロー 

 
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 

18 年９月中間期 1,633 百万円 △388 百万円 △318 百万円 1,554 百万円

17 年９月中間期 358 百万円 △1,019 百万円 922 百万円 1,367 百万円

対前年増減 1,274 百万円 631 百万円 △1,241 百万円 187 百万円

 

なお、当社グループの財政状態及びキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記の通りであります。 

 

財政状態及びキャッシュ・フロー指標のトレンド 

 
第 29 期 

平成 16 年中間期

第 30 期 

平成 17 年中間期

第 31 期 

平成 18 年中間期

第 29 期 

平成 17 年 3月期

第 30 期 

平成 18 年 3月期

自己資本比率（％） 34.0 36.4 34.1 36.2 35.1 

時価ベースの自己資本比率（％） 51.6 59.4 42.5 71.1 53.5 

債務償還年数（年） 13.5 － 3.9 3.6 － 

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 15.3 － 50.2 23.5 － 

（注） 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 

 債務償還年数 ： 有利子負債／フリー・キャッシュ・フロー 

 インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） ： フリー・キャッシュ・フロー／利払い 

1. 各指標は、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。 

2. 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。 

3. フリー・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・フロー及び投資活

動によるキャッシュ・フローを使用しております。 

4. 有利子負債は、中間連結（連結）貸借対照表に計上されている負債のうち利子を払っている全ての負債を対象としてお

ります。また、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。 

5. 平成 17 年 9 月中間期、平成 18 年３月期の債務償還年数、インタレスト・カバレッジ・レシオはフリー・キャッシュ・フロー

がマイナスのため記載しておりません。 

 
［業績予想に関する留意事項］ 

この資料に掲載されている次期及び将来に関する記述部分は､当社及び当社グルｰプが現時点で入手可能な情報から得

られた判断に基づいておりますが、リスクや不確実性を含んでおります｡従いまして､これらの将来に関する記述のみに全

面的に依拠して投資判断を下すことは控えるようにお願いいたします｡ 

実際の業績は､様々な要素により､これら業績予想とは大きく異なる結果となり得ることをご承知おき下さい｡ 

実際の業績に影響を与えうる重要な要素には当社及び当社グループの事業を取り巻く経済情勢､市場の動向の変動など

が含まれます。 
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（3）通期の見通し 
今後の見通しにつきましては、清涼飲料業界の成熟化やエネルギーコストの高止まりなど経営を取り巻く環境は引き続き

厳しいものと予測されます。清涼飲料業界におきましては、積極的な新製品の開発や販売競争の激化による価格下落などを

背景に飲料メーカー間の競争は一層激しくなり、当社グループの属する清涼飲料の受託製造業界も生き残りをかけた競争が

益々厳しくなることが予想されます。 

このような状況のもと、当社グループは、上半期に引き続き「三ヵ年経営計画 Create2008」の３つの基本戦略「新製品・新

商権の創造」「低重心経営の創造」「新しい経営スタイルの創造」に沿い、積極的に具体策を実行し、業績の向上に努めてま

いります。 

特に下期の閑散期対策につきましては、経費削減は勿論のこと、酒類等の冬場に強い製品の受注拡大や新製品・新容器

に対応する設備の導入、生産体制の見直しなど、考えられる有効な対策を講じてまいります。 

通期の連結業績につきましては、次の通り見込んでおります。 

 

連結売上高および利益見通し 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 
１株当たり    

当期純利益 

19 年３月期予想 28,150 百万円 730 百万円 700 百万円 420 百万円 82.35 円

18 年３月期実績 26,063 百万円 465 百万円 423 百万円 160 百万円 31.41 円

伸長率 8.0％ 56.8％ 65.3％ 162.2％ －

 

 

 

（4）事業等のリスク 
当社グループの事業等に関するリスクについて、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のあると考えられる主な事

項には、以下のようなものがあります。 

なお、当社はこれからのリスク発生の可能性を十分認識したうえで、発生の回避および発生した場合の対応に努める所存

であります。 

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

 

（1）飲料メーカーの外注政策が当社グループに及ぼす影響について 

当社グループは、飲料メーカーから依頼を受け、商品の生産を請負う受託製造業であります。 

従い、当社グループの業績は、一般消費者の消費動向の変動や冷夏・台風等の天候の影響を受けるほか、直接的には飲

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。また、飲料メーカーが自社生産能力を増強するなど内製を強化し、

外注先の選別を行い、当社グループへの外注を減らした場合には、当社グループへの業績及び財政状態に影響を及ぼす可

能性があります。 

このリスクに対して、当社グループでは、企業価値の向上を図り、製造設備の充実、製造技術・品質管理能力のアップ、顧

客満足向上で飲料メーカーから選ばれる存在となるように努め、将来にわたって安定した受注を確保するための営業に注力

してまいります。 

 

（2）品質管理について 

当社グループでは、品質第一主義とし、安全で高品質な商品の提供のため、品質管理、衛生管理を徹底し万全の体制で

臨んでおります。 

しかしながら、異物混入や食中毒等健康被害を与える可能性のある商品、表示不良品の流通等が発生した場合、予想を

越える重大な品質問題が発生した場合、問題の処理・解決のために多額のコスト負担が発生するばかりでなく、当社グルー

プ全体の品質管理の評価に重大な影響を与え、受注の減少等によって、当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす

可能性があります。 

このリスクに対して、当社グループでは、既に取得済みである ISO 9001:2000 及び HACCP（科学的な衛生管理手法である

危険度分析による衛生管理）の維持・向上に取組むことにより商品の品質管理・衛生管理面で万全を期すほか、万一の品質

に関わる事故にも備え、Ｐ/Ｌ保険等にも加入し万全を期しております。 

 

（3）天候による影響について 

当社グループが取り扱う飲料業界は、夏（繁忙期）・冬（閑散期）の天候や気温により需要が変動いたします。特に異常気

象と言われるほどの冷夏や暖冬の場合には、大幅な受注の減少となり、当社グループの業績及び財政状態が悪化する可能

性があります。 

このリスクに対して、当社グループでは、異常気象による業績悪化にも耐えられる財務体質の強化やリスクを回避できる保

険についての研究を行っております。 
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（4）特定の取引先への依存度について 

当社グループの最近２中間連結会計期間における主たる飲料メーカー別の販売実績及び当該販売実績に対する割合は

次の通りでありますが、平成 18 年９月期における４社への販売実績合計額は、全売上高に対し 63.9％となり、取引先への依

存度が高いことが見られます。 

当社グループが関わる清涼飲料市場は、一般消費者の嗜好変化の影響を受けやすく、新商品の導入、販売価格、宣伝・

広告活動といった面において各社の競争が年々厳しくなっております。当社グループが関わる清涼飲料市場の競争、環境が

激化した場合、依存度の高い飲料メーカーの状況如何では、当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があ

ります。 

今後、当社グループにおいては、飲料メーカーの販売比率のバランスにも配慮しながら飲料メーカーとの関係強化を図り、

安定的な営業取引を含めて良好な関係維持を出来るよう努めたいと考えております。 

 

相 手 先 

前中間連結会計期間 

自 平成 17 年４月 １ 日 

至 平成 17 年９月 30 日 

当中間連結会計期間 

自 平成 18 年４月 １ 日 

至 平成 18 年９月 30 日 

前連結会計期間 

自 平成 17 年４月 １ 日 

至 平成 18 年３月 31 日 

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

㈱伊藤園 5,131,863 34.2 4,155,748 24.3 8,382,083 32.2

花王㈱ 982,002 6.5 2,791,841 16.3 1,690,678 6.5

アサヒ飲料㈱ 2,135,665 14.2 2,604,862 15.2 3,379,531 13.0

キリンビバレッジ㈱ 2,169,074 14.4 1,363,885 8.0 3,310,214 12.7

 

（5）法的規制等について 

当社グループの主要の事業活動において、食品衛生法、薬事法、不当表示防止法、製造物責任法（Ｐ/Ｌ法）、廃棄物処理

法及び環境保全に関わる環境・リサイクル関連法規等、様々な法的規制を受けております。 

当社グループでは、これら全ての法的規制を遵守すべく取り組んでおりますが、その取り組みの範囲を越えた事象が発生

した場合、また、法的規制の強化・変更、予期せぬ法的規制の導入等により、法的規制遵守等に係るコスト負担が増加した

場合には、当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 

 

（6）燃料費（LNG－天然ガス等）の高騰について 

当社グループは、清涼飲料の製造に使用するための燃料を常時購入しております。燃料価格は、世界的な原油需給、産

油国の状況および投機家の動向等により変動しますが、このリスクに対し、当社グループでは、燃料の消費節減等の対策に

より、燃料価格の業績に与える影響の軽減に努めています。 

しかしながら、燃料価格が高止まり、または著しく高騰等した場合、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。 

 

（7）設備投資について 

当社グループは、顧客に満足いただける安全、安心な商品の受注・供給体制確立のために積極的な設備投資を行ってお

りますが、これらの設備投資は天候不順の影響、一般消費者の嗜好変化および飲料メーカーの内製化の進行等で受注が減

少した場合、必ずしも成果に結びつかないというリスクを抱えております。これらの設備投資が今後充分な収益を生み出さな

い場合には、当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 

当社グループにおいては、今後も設備投資を厳選し、特に重要な設備投資については、その必要性や受注の見通しならび

に投資効果などを事前に十分に調査・検討したうえで、慎重に決定いたします。 
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（8）業績の季節変動について 

飲料の需要は、のどを潤す炭酸飲料が特に夏場に集中して消費されることから、清涼飲料業界では夏場の生産販売が多

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。 

また、夏場には飲料メーカーにおいても生産設備が不足することから外注を増加させ、一方冬場には、自社生産設備を最

大限活用するため、外注を減少させる傾向があります。このリスクに対して、当社グループでは、季節変動に柔軟に対応し、

冬場におけるコスト削減や生産体制の見直し等による年間ベースでの増収確保と季節変動による一時的な業績悪化にも耐

えられる財務体質の強化に努めております。 

しかしながら、当社グループの受注生産量、売上高及び特に利益については、上期（４月～９月）に偏重する傾向が顕著で

あり、当社グループの業績の正しい把握には、1 年間の通期で見ていただく必要があります。 

当社グループの過去３年間の上・下半期別実績は次の表の通りであり、上期に顕著に偏重する傾向が見られます。 

 
平成16年3月期 
（第28期） 

平成17年3月期 
（第29期） 

平成18年3月期 
（第30期） 

決 算 期 
上半期 下半期 上半期 下半期 上半期 下半期 

決 算 年 月 平成15年9月 平成16年3月 平成16年9月 平成17年3月 平成17年9月 平成18年3月

売上高（千円） 13,447,257 11,776,107 18,970,500 12,646,084 15,010,971 11,052,716

年 間 比率 (％) 53.3 46.7 60.0 40.0 57.6 42.4

営業利益（千円） 1,054,487 △65,191 1,462,910 △253,953 794,673 △329,075

年 間 比率 (％) 106.6 △6.6 121.0 △21.0 170.7 △70.7

経常利益（千円） 1,040,729 △102,867 1,465,876 △280,374 775,975 △352,380

年 間 比率 (％) 111.0 △11.0 123.7 △23.7 183.2 △83.2

 
 

（9）大地震等の天災について 

当社グループの生産工場は、千葉県長生郡長柄町の一拠点のみであります。従いまして、当地区において大地震等の大

規模な自然災害が発生した場合は、生産の継続等に支障をきたし、生産設備の修復に伴う費用の発生等により、当社グル

ープの業績及び財政状態に大きな影響を及ぼす可能性があります。 

このリスクに対して、当社グループといたしましては、地震保険加入の定期的見直しを実施しているほか、今後、設備の耐

震補強、生産拠点の分散化等の検討も考えております。 
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１．中間連結貸借対照表 

 
 前中間連結会計期間末 

(平成 17 年９月 30 日) 

当中間連結会計期間末 

(平成 18 年９月 30 日) 

前連結会計年度の要約連結貸借対照表

（平成 18 年３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） 

構成比

（％）

（資産の部）  

Ⅰ 流動資産  

1.現金及び預金  1,367,816 1,554,913 628,860

2.受取手形及び売掛金  3,256,962 5,139,380 3,499,370

3.たな卸資産  161,878 200,899 261,203

4.繰延税金資産  42,343 66,862 35,244

5.未収還付法人税等  － － 215,337

6.未収消費税等 ※1  － － 48,474

7.その他 ※1  122,108 136,948 133,327

流動資産合計  4,951,109 36.0 7,099,004 46.3 4,821,819 36.1

Ⅱ 固定資産  

1.有形固定資産   

(1)建物及び構築物 7,707,695 7,685,073 7,648,945

減価償却累計額 4,048,328 3,659,366 4,222,881 3,462,192 4,073,989 3,574,955

(2)機械装置及び運搬具 15,088,476 15,437,071 15,220,014

減価償却累計額 11,251,649 3,836,827 11,962,023 3,475,048 11,574,257 3,645,757

(3)土地  452,279 464,590 454,933

(4)建設仮勘定  37,905 59,120 68,228

(5)工具・器具及び備品 482,413 476,775 471,918

減価償却累計額 276,457 205,956 330,529 146,246 300,378 171,539

有形固定資産合計  8,192,335 59.6 7,607,198 49.6 7,915,414 59.2

2.無形固定資産  

(1)ソフトウェア  252,646 213,794 231,762

(2)その他  4,466  4,530 4,694

無形固定資産合計  257,112 1.9 218,325 1.4 236,457 1.8

3.投資その他の資産    

(1)投資有価証券  84,330  209,040 157,940

(2)繰延税金資産  88,342  53,252 75,138

(3)その他  164,043  162,266 158,887

投資その他の資産合計  336,715 2.5 424,559 2.7 391,966 2.9

固定資産合計  8,786,162 64.0 8,250,082 53.7 8,543,838 63.9

資産合計  13,737,272 100.0 15,349,086 100.0 13,365,658 100.0
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 前中間連結会計期間末 

(平成 17 年９月 30 日) 

当中間連結会計期間末 

(平成 18 年９月 30 日) 

前連結会計年度の要約連結貸借対照表

（平成 18 年３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） 

構成比

（％）

（負債の部）   

Ⅰ 流動負債   

1.支払手形及び買掛金   2,127,716 3,650,997 2,521,277

2.短期借入金   464,200 1,783,200 1,250,450

3.未払法人税等   144,760 381,977 －

4.賞与引当金   71,442 91,000 54,299

5.役員賞与引当金   － 10,002 －

6.未払金   1,318,005 921,988 808,893

7.未払消費税等 ※1  － 92,765 －

8.その他   59,831 83,481 82,036

流動負債合計   4,185,955 30.4 7,015,412 45.7 4,716,957 35.3

Ⅱ 固定負債   

1.長期借入金   4,404,600 3,021,400 3,822,000

2.退職給付引当金   88,013 52,031 77,390

3.その他   64,503 30,057 64,503

固定負債合計   4,557,116 33.2 3,103,488 20.2 3,963,893 29.6

負債合計   8,743,071 63.6 10,118,900 65.9 8,680,851 64.9

（資本の部）   

Ⅰ 資本金   628,800 4.6 － － 628,800 4.7

Ⅱ 資本剰余金   272,400 2.0 － － 272,400 2.0

Ⅲ 利益剰余金   4,078,712 29.7 － － 3,748,623 28.1

Ⅳ その他有価証券評価

差額金 
  14,287 0.1 － － 34,983 0.3

資本合計   4,994,200 36.4 － － 4,684,806 35.1

負債・資本合計   13,737,272 100.0 － － 13,365,658 100.0

（純資産の部）     

Ⅰ 株主資本     

1.資本金   － － 628,800 4.1 － －

2.資本剰余金   － － 272,400 1.8 － －

3.利益剰余金   － － 4,292,482 28.0 － －

株主資本合計     5,193,682 33.9

Ⅱ 評価・換算差額等     

1.その他有価証券評価差

額金 

 
 － － 36,503 － －

評価・換算差額等合計     36,503 0.2

純資産合計   － － 5,230,185 34.1 － －

負債・純資産合計   － － 15,349,086 100.0 － －
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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４月 1 日 

至 平成 17 年９月 30 日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成 18 年４月 １ 日 

至 平成 18 年９月 30 日) 

前連結会計年度の要約連結損益計算書

 (自 平成 17 年４月 １ 日 

至 平成 18 年３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） 

構成比

（％）

Ⅰ 売上高 ※6  15,010,971 100.0 17,081,077 100.0 26,063,688 100.0

Ⅱ 売上原価 ※6  13,280,162 88.5 15,305,158 89.6 23,950,803 91.9

売上総利益   1,730,808 11.5 1,775,919 10.4 2,112,884 8.1

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※1.6  936,135 6.2 848,092 5.0 1,647,286 6.3

営業利益   794,673 5.3 927,827 5.4 465,598 1.8

Ⅳ 営業外収益   

1.受取利息  0 12 0

2.受取配当金  384 851 763

3.賃貸料収入  1,818 2,462 4,160

4.受取補償金  57 3,353 2,141

5.受取保険金  15,029 14,749 15,029

6.収入手数料  1,070 3,213 3,651

7.還付加算金  － 6,669 －

8.雑収入  815 19,174 0.1 4,631 35,942 0.2 6,551 32,297 0.1

Ⅴ 営業外費用   

1.支払利息  21,367 28,412 49,299

2.支払補償金  14,144 7,383 19,224

3.雑損失  2,361 37,873 0.2 9,940 45,735 0.2 5,776 74,300 0.3

経常利益   775,975 5.2 918,034 5.4 423,595 1.6

Ⅵ 特別利益   

1.補助金収入  ※2 － 35,854 －

2.固定資産売却益 ※3 － － － － 35,854 0.2 9,798 9,798 0.0

Ⅶ 特別損失     

1.固定資産除却損 ※4 32,497   963 78,802

2.固定資産売却損 ※5 38,719   － 44,556

3.ゴルフ会員権評価損  60 71,276 0.5 － 963 0.0 80 123,438 0.5

税金等調整前中間(当期)

純利益 
  704,698 4.7 952,925 5.6 309,955 1.1

法人税、住民税及び事業税  132,090   368,800 9,800

法人税等調整額  133,317 265,407 1.8 △10,734 358,065 2.1 139,954 149,754 0.5

中間（当期)純利益   439,291 2.9 594,859 3.5 160,201 0.6

 



 14

 
 
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 
①中間連結剰余金計算書                                                          

 

 

前中間連結会計期間 

(自 平成 17 年 ４月 １ 日 

至 平成 17 年 ９月 30 日) 

前連結会計年度の連結剰余金計算書 

(自 平成 17 年４月 １ 日 

至 平成 18 年３月 31 日) 

区分 金額（千円） 金額（千円） 

（資本剰余金の部） 

Ⅰ 資本剰余金期首残高 272,400 272,400

Ⅱ 資本剰余金中間期末（期末）残高 272,400 272,400

（利益剰余金の部） 

Ⅰ 利益剰余金期首残高 3,770,121 3,770,121

Ⅱ 利益剰余金増加高 

中間（当期）純利益 439,291 439,291 160,201 160,201

Ⅲ 利益剰余金減少高 

1.配当金 102,000 153,000

2.役員賞与 28,700 130,700 28,700

（うち監査役賞与金） （－) （－) 181,700

Ⅳ 利益剰余金中間期末（期末）残高 4,078,712 3,748,623

 

 
 
 
②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４月１日   至 平成 18 年９月 30 日）                      

株主資本 評価・換算差額等 

 
資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計

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３月 31 日残高（千円） 628,800 272,400 3,748,623 4,649,823 34,983 34,983 4,684,,806

中間連結会計年度中の変動額  

剰余金の配当   △51,000 △51,000 △51,000

中間純利益   594,859 594,859 594,859

株主資本以外の項目の中間

連結会計年度中の変動額（純

額） 

  1,519 1,519 1,519

中間連結会計年度中の変動額

合計（千円） 
－ － 543,859 543,859 1,519 1,519 545,379

平成 18 年９月 30 日残高（千円） 628,800 272,400 4,292,482 5,193,682 36,503 36,503 5,230,185
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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４月 １ 日

至 平成 17 年 ９月 30 日)

当中間連結会計期間 

 

(自 平成 18 年４月 １ 日

至 平成 18 年 ９月 30 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４月 １ 日

至 平成 18 年 ３月 31 日)

区  分 
注記 

番号 
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   

税金等調整前中間(当期)純利益  704,698 952,925 309,955

減価償却費  592,308 598,057 1,279,327

退職給付引当金の増減額（減少：△）  △10,277 △25,359 △20,900

役員退職慰労引当金の増減額（減少：△）  8,458 － 8,458

賞与引当金の増減額（減少：△）  △62,999 36,700 △80,141

役員賞与引当金の増減額（減少：△）  － 10,002 －

受取利息及び受取配当金  △384 △863 △763

支払利息  21,367 28,412 49,299

有形固定資産売却益  － － △9,798

有形固定資産売却損  38,719 － 44,556

有形固定資産除却損  32,497 963 78,802

ゴルフ会員権評価損  60 － 80

売上債権の増減額（増加：△）  △157,197 △1,640,009 △399,605

たな卸資産の増減額（増加：△）  △6,976 60,304 △106,301

未収消費税等の増減額（増加：△）  △10,798 48,474 △48,474

その他流動資産の増減額（増加：△）  37,544 2,068 20,627

仕入債務の増減額（減少：△）  △234,101 1,129,720 159,459

未払金の増減額（減少：△）  △93,508 171,169 △214,681

未払消費税等の増減額（減少：△）  △139,368 92,765 △139,368

その他流動負債の増減額（減少：△）  △6,002 △1,734 2,834

その他固定負債の増減額（減少：△）  － △34,446 －

役員賞与の支払額  △28,700 － △28,700

小  計  685,340 1,429,149 904,665

利息及び配当金の受取額  384 851 763

利息の支払額  △23,213 △24,795 △50,893

法人税等の支払額  △303,899 △3,851 △528,507

法人税等の還付額  － 232,040 －

営業活動によるキャッシュ・フロー  358,612 1,633,394 326,027
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前中間連結会計期間 

 

(自 平成 17 年４月 １ 日

至 平成 17 年９月 30 日)

当中間連結会計期間 

 

(自 平成 18 年４月 １ 日 

至 平成 18 年 ９月 30 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４月 １ 日

至 平成 18 年 ３月 31 日)

区  分 
注記 

番号 
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  △778,908 △318,516 △1,591,653

有形固定資産の売却による収入  25,910 － 30,250

無形固定資産の取得による支出  △200 △66 △647

投資有価証券の取得による支出  △32,454 △48,576 △71,703

ソフトウェアの取得による支出  △224,785 △11,956 △234,846

その他投資の増減額（増加：△）  △9,301 △9,375 △10,161

投資活動によるキャッシュ・フロー  △1,019,739 △388,491 △1,878,761

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  1,200,000 － 1,600,000

長期借入金の返済による支出  △175,250 △267,850 △371,600

配当金支払額  △102,000 △51,000 △153,000

財務活動によるキャッシュ・フロー  922,750 △318,850 1,075,400

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額（減少：△）  261,622 926,053 △477,333

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  1,106,193 628,860 1,106,193

Ⅵ 現金及び現金同等物の中間期末（当期）末残高 ※ 1,367,816 1,554,913 628,860

（注）連結キャッシュ・フロー計算書の△は、現金及び現金同等物の流出を示しております。 
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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） 

項目 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 平成 17 年４月 １ 日 

至 平成 17 年９月 30 日) 

(自 平成 18 年４月 １ 日 

至 平成 18 年９月 30 日) 

(自 平成 17 年４月 １ 日 

至 平成 18 年３月 31 日) 

１．連結の範囲に関する事項 （1）連結子会社は、ジャパンジ

ュースプロセッシング㈱１

社のみであります。 

（1）      同左 （1）      同左 

 （2）非連結子会社はありませ

ん。 

（2）      同左 （2）      同左 

２．持分法の適用に関する事

項 

該当事項はありません。 同左 同左 

３．連結子会社の中間決算日

（決算日）等に関する事項 

連結子会社の中間期の末

日は、中間連結決算日と一致

しております。 

同左 同左 

４．会計処理基準に関する事

項 

   

①有価証券 ①有価証券 ①有価証券 （1）重要な資産の評価基準及

び評価方法 
・その他有価証券 ・その他有価証券 ・その他有価証券 

 時価のあるもの 時価のあるもの 時価のあるもの 

 中間連結会計期間末日の

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） 

中間連結会計期間末日の

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） 

連結会計年度決算日の市

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 時価のないもの 時価のないもの 
 移動平均法による原価法 同左 同左 

 ②たな卸資産 ②たな卸資産 ②たな卸資産 

 ・製品・商品・貯蔵品 

（製造消耗品等） 

・製品・商品・貯蔵品 

（製造消耗品等） 

・製品・商品・貯蔵品 

（製造消耗品等） 
 先入先出法による原価法 同左 同左 

 ・原材料・貯蔵品 

（重油、炭酸ガス、窒素、糊

等） 

・原材料・貯蔵品 

（重油、炭酸ガス、窒素、糊

等） 

・原材料・貯蔵品 

（重油、炭酸ガス、窒素、糊

等） 

 月別移動平均法による原価

法 

同左 同左 

①有形固定資産 ①有形固定資産 ①有形固定資産 （2）重要な減価償却資産の減

価償却の方法 
定率法（ただし、平成 10 年

４月１日以降に取得した建物

（附属設備を除く）は定額法）

を採用しております。 

耐用年数については、主と

して法人税法に規定する方法

と同一の基準によっておりま

す。 

同左 同左 

 ②無形固定資産 ②無形固定資産 ②無形固定資産 

 自社利用のソフトウェアに

ついては、社内における見込

利用可能期間（５年）に基づく

定額法によっております。 

その他については、定額法

によっております。なお、耐用

年数については、法人税法に

規定する方法と同一の基準に

よっております。 

同左 同左 
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項目 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 平成 17 年４月 １ 日 

至 平成 17 年９月 30 日) 

(自 平成 18 年４月 １ 日 

至 平成 18 年９月 30 日) 

(自 平成 17 年４月 １ 日 

至 平成 18 年３月 31 日) 

①貸倒引当金 ①貸倒引当金 ①貸倒引当金 （3）重要な引当金の計上基準 

売上債権、貸付金等の貸

倒損失に備えるため、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。 

なお、当中間連結会計期間

においては、過去の貸倒実績

及び回収不能と見込まれる債

権残高がないため、計上して

おりません。 

同左 売上債権、貸付金等の貸

倒損失に備えるため、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。 

なお、当連結会計年度におい

ては、過去の貸倒実績及び回

収不能と見込まれる債権残高

がないため、計上しておりま

せん。 

 ②賞与引当金 ②賞与引当金 ②賞与引当金 

 従業員に対して支給する賞

与に充てるため、支払予定額

のうち当中間連結会計期間に

属する支給対象期間に見合う

金額を計上しております。 

同左 従業員に対して支給する賞

与に充てるため、翌期支払予

定額のうち当連結会計年度に

属する支給対象期間に見合う

金額を計上しております。 

 ────── ③役員賞与引当金 ────── 

  

 役員に対して支給する賞与

の支出に充てるため、当連結

会計年度における支給見込

額に基づき、当中間連結会計

期間に見合う分を計上してお

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

利益及び税金等調整前中間

純利益は10,002千円減少して

おります。 

 

 ④退職給付引当金 ④退職給付引当金 ④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。 

なお、数理計算上の差異

は、主としてその発生時の従

業員の平均残存勤務期間以

内の一定の年数（３年）による

定額法により発生年度の翌期

から費用処理しております。 

同左 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及び年

金資産の見込額に基づき当

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。 

なお、数理計算上の差異は、

主として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（３年）による定額

法により発生年度の翌期から

費用処理しております。 
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項目 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 平成 17 年４月 １ 日 

至 平成 17 年９月 30 日) 

(自 平成 18 年４月 １ 日 

至 平成 18 年９月 30 日) 

(自 平成 17 年４月 １ 日 

至 平成 18 年３月 31 日) 

 ⑤役員退職慰労引当金 ────── ⑤役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労引当金に

備えるため、役員退職慰労金

規定に基づく所要額を計上し

ておりましたが、平成17年６月

25日の定時株主総会の日を

もって役員退職慰労金制度を

廃止いたしました。 

なお、当該総会までの期間

に対応する役員退職慰労金

相当額は、固定負債の「その

他」に計上しております。 

 役員の退職慰労引当金に

備えるため、役員退職慰労金

規定に基づく所要額を計上し

ておりましたが、平成17年６月

25日の定時株主総会の日を

もって役員退職慰労金制度を

廃止いたしました。 

なお、当該総会までの期間に

対応する役員退職慰労金相

当額は、固定負債の「その他」

に計上しております。 

（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。 

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

めの重要事項 

消費税等の会計処理 

税抜方式によっております。

同左 同左 

５．連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項 

該当事項はありません。 同左 同左 

６．連結調整勘定の償却に関

する事項 

該当事項はありません。 同左 同左 

７．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カ月以内

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 当中間連結会計期間 前連結会計年度 

(自 平成 17 年４月 １ 日 

至 平成 17 年９月 30 日) 

(自 平成 18 年４月 １ 日 

至 平成 18 年９月 30 日) 

(自 平成 17 年４月 １ 日 

至 平成 18 年３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） 

当中間連結会計期間から「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」（企業会計基準委員会 

平成 15 年 10 月 31 日 企業会計基準適

用指針第６号）を適用しております。 

なお、当中間連結会計期間につきまし

てはこれによる損益への影響はありませ

ん。 

 当連結会計期間から「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」（企業会計基準委員会 平成

15 年 10 月 31 日 企業会計基準適用指

針第６号）を適用しております。 

なお、当連結会計期間につきましては

これによる損益への影響はありません。 

   

────── （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から「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。 

なお、従来の「資本の部」の合計に相

当する金額は 5,230,185 千円であります。

中間連結財務諸表規定により、当中間

連結会計期間における中間連結財務諸

表は、改正後の中間連結財務諸表規定

により作成しております。 

────── 

 

 

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 当中間連結会計期間末 前連結会計年度末 

(平成 17 年９月 30 日) (平成 18 年９月 30 日) (平成 18 年３月 31 日) 

※１．消費税等の取扱い ※１．消費税等の取扱い ※１．消費税等の取扱い 

消費税及び地方消費税の会計処理

は、税抜方式によっております。 

仮払消費税等及び仮受消費税等は、

相殺のうえ、流動資産の「その他」に含め

て表示しております。 

消費税及び地方消費税の会計処理

は、税抜方式によっております。 

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。 

消費税及び地方消費税の会計処理

は、税抜方式によっております。 
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（中間連結損益計算書関係） 

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 平成 17 年４月 １ 日 

至 平成 17 年９月 30 日) 

(自 平成 18 年４月 １ 日 

至 平成 18 年９月 30 日) 

(自 平成 17 年４月 １ 日 

至 平成 18 年３月 31 日) 

※１．販売費及び一般管理費の主要な費

目及び金額は次の通りであります。 

※１．販売費及び一般管理費の主要な費

目及び金額は次の通りであります。 

※１．販売費及び一般管理費の主要な費

目及び金額は次の通りであります。 

(1）販売費 (1）販売費 (1）販売費 

  
運送保管料 509,613 千円 

支払手数料 25,309 千円 
  

  
運送保管料 396,263 千円

支払手数料 41,194 千円
  

  
運送保管料 793,756 千円

支払手数料 53,185 千円
  

(2)一般管理費 (2)一般管理費 (2)一般管理費 

  
給料手当 87,759 千円 

役員報酬 63,300 千円 

賞与引当金繰入額 18,357 千円 

退職給付引当金繰入額 6,205 千円 

役員退職慰労引当金繰

入額 
8,549 千円 

減価償却費 37,022 千円 
  

  
給料手当 63,850 千円

役員報酬 77,715 千円

賞与引当金繰入額 15,451 千円

退職給付引当金繰入額 2,744 千円

役員賞与引当金繰入額 10,002 千円

減価償却費 47,154 千円
  

  
給料手当 169,055 千円

役員報酬 147,411 千円

賞与引当金繰入額 30,066 千円

退職給付引当金繰入額 12,720 千円

役員退職慰労引当金繰

入額 
8,549 千円

減価償却費 91,567 千円
  

※２．     ───── ※２．特別利益の内訳は次の通りであり

ます。 

※２．     ────── 

  
補助金収入 35,854 千円

エネルギー多消費型設備導入に伴う天然

ガス化推進補助金 

 

※３．     ───── ※３．     ───── ※３．固定資産売却益の内訳は次の通り

であります。 
    

建物及び構築物 3 千円

機械装置及び運搬具 9,795 千円

計 9,798 千円
  

※４．固定資産除却損の内訳は次の通り

であります。 

※４．固定資産除却損の内訳は次の通り

であります。 

※４．固定資産除却損の内訳は次の通り

であります。 
  
建物及び構築物 1,340 千円 

機械装置及び運搬具 19,775 千円 

工具・器具及び備品 224 千円 

建設仮勘定 11,157 千円 

計 32,497 千円 

  

  
建物及び構築物 963 千円

  

  
建物及び構築物 33,123 千円

機械装置及び運搬具 33,054 千円

工具・器具及び備品 1,446 千円

ソフトウェア 20 千円

建設仮勘定 11,157 千円

計 78,802 千円
  

※５．固定資産売却損の内訳は次の通り

であります。 

※５．     ────── ※５．固定資産売却損の内訳は次の通り

であります。 
  
機械装置及び運搬具 1,560 千円 

土地 37,158 千円 

計 38,719 千円 
  

   
機械装置及び運搬具 7,019 千円

土地 37,537 千円

計 44,556 千円
  

※６．売上高の季節的変動 ※６．売上高の季節的変動 ※６．     ────── 

当社グループの売上高は、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、連結会計年度の上

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４月１日   至 平成18年９月30日） 
１． 発行済株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末 

普通株式（千株） 5,100 － － 5,100

（変動事由の概要） 

   発行済株式数に変動はありません。 

 

２． 自己株式に関する事項 
該当事項はありません。 

 

３． 新株予約権等に関する事項 
   該当事項はありません。 

 

４． 配当に関する事項 
(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６月24日  

定時株主総会 
普通株式 51,000 10.00 平成18年３月31日 平成18年６月27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後となるもの 

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10月24日

取締役会 
普通株式 51,000 10.00 平成18年９月30日 平成18年12月１日

（注）上記中間配当に伴う利益準備金の積立金はありません。 

   平成18年９月30日現在の株主名簿及び実質株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行います。 

 

 

（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 当中間連結会計期間 前連結会計年度 

(自 平成 17 年４月 １日 

至 平成 17 年９月 30 日) 

(自 平成 18 年４月 １日 

至 平成 18 年９月 30 日) 

(自 平成 17 年４月 １日 

至 平成 18 年３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９月30日現在） （平成18年９月30日現在） （平成18年３月31日現在）
 
現金及び預金勘定 1,367,816 千円 

預金期間が３ヶ月超の

定期預金 
－ 千円 

現金及び現金同等物 1,367,816 千円 
  

 
現金及び預金勘定 1,554,913 千円

預金期間が３ヶ月超の

定期預金 
－ 千円

現金及び現金同等物 1,554,913 千円
  

 
現金及び預金勘定 628,860 千円

預金期間が３ヶ月超の

定期預金 
－ 千円

現金及び現金同等物 628,860 千円
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（リース取引関係） 

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 平成 17 年４月 １ 日 

至 平成 17 年９月 30 日) 

(自 平成 18 年４月 １ 日 

至 平成 18 年９月 30 日) 

(自 平成 17 年４月 １ 日 

至 平成 18 年３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（借主側） 

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（借主側） 

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（借主側） 

（1）リース物件の取得価額相当額、減価

償却累計額相当額及び中間期末残

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) 

機械装置及

び運搬具 
3,320,443 819,541 2,500,901 

工具・器具

及び備品 
9,687 4,873 4,813 

合計 3,330,131 824,415 2,505,715 

  

  

 

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) 

機械装置及

び運搬具 
3,175,754 923,789 2,251,964

工具・器具

及び備品 
5,813 2,685 3,128

合計 3,181,567 926,474 2,255,093

  

  

 

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) 

機械装置及

び運搬具 
3,320,443 1,097,459 2,222,984

工具・器具

及び備品 
9,687 5,863 3,824

合計 3,330,131 1,103,322 2,226,809

  
（2）未経過リース料中間期末残高相当額 （2）未経過リース料中間期末残高相当額 （2）未経過リース料期末残高相当額 

  

１年内 1,004,784 千円 

１年超 891,473 千円 
合計 1,896,258 千円 

  

  

１年内 731,642 千円

１年超 936,391 千円

合計 1,668,034 千円
  

  

１年内 933,128 千円

１年超 684,056 千円

合計 1,617,185 千円
  

（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、減価償却費相当額及

び支払利息相当額 

（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 293,849 千円 

減価償却費相当額 267,640 千円 

支払利息相当額 27,221 千円 
  

  

支払リース料 289,400 千円

減価償却費相当額 268,226 千円

支払利息相当額 24,835 千円
  

  

支払リース料 599,818 千円

減価償却費相当額 546,547 千円

支払利息相当額 54,402 千円
  

（4）減価償却費相当額の算定方法 （4）減価償却費相当額の算定方法 （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。 

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。 

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。 

（5）利息相当額の算定方法 （5）利息相当額の算定方法 （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、利息法によって

おります。 

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、利息法によって

おります。 

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、利息法によって

おります。 
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（有価証券関係） 
（前中間連結会計期間） 

①その他有価証券で時価のあるもの 

前中間連結会計期間末（平成17年９月30日） 

 
取得原価（千円） 

中間連結貸借対照表 

計上額 （千円） 
差額（千円） 

（1）株式 59,208 82,930 23,721 

合計 59,208 82,930 23,721 

(注)時価の算定方法は次の通りであります。 

  上場有価証券：主に東京証券取引所の最終価格によっております。 

 

②時価評価されていない主な有価証券の内容 

 前中間連結会計期間末（平成17年９月30日） 

 中間連結貸借対照表計上額（千円） 

（1）その他有価証券    

非上場株式   1,400 

合 計   1,400 

 

（当中間連結会計期間） 

①その他有価証券で時価のあるもの 

当中間連結会計期間末（平成18年９月30日） 

 
取得原価（千円） 

中間連結貸借対照表 

計上額 （千円） 
差額（千円） 

（1）株式 147,033 207,640 60,606 

合計 147,033 207,640 60,606 

(注)時価の算定方法は次の通りであります。 

  上場有価証券：主に東京証券取引所の最終価格によっております。 

 

②時価評価されていない主な有価証券の内容 

 当中間連結会計期間末（平成18年９月30日） 

 中間連結貸借対照表計上額（千円） 

（1）その他有価証券    

非上場株式   1,400 

合 計   1,400 

 

（前連結会計年度） 

①その他有価証券で時価のあるもの 

前連結会計年度末（平成18年３月31日） 

 
取得原価（千円） 

連結貸借対照表計上額 

（千円） 
差額（千円） 

（1）株式 98,456 156,540 58,083 

合計 98,456 156,540 58,083 

(注)時価の算定方法は次の通りであります。 

  上場有価証券：主に東京証券取引所の最終価格によっております。 

 

②時価評価されていない主な有価証券の内容 

 前連結会計年度末（平成18年３月31日） 

 連結貸借対照表計上額（千円） 

（1）その他有価証券    

非上場株式   1,400 

合 計   1,400 
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（デリバティブ取引関係） 

 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 平成 17 年４月 １ 日 

至 平成 17 年９月 30 日) 

(自 平成 18 年４月 １ 日 

至 平成 18 年９月 30 日) 

(自 平成 17 年４月 １ 日 

至 平成 18 年３月 31 日) 

１．取引の状況に関する事項 ───── ①取引の内容及び利用目的  等 同左 

  

当社が利用するデリバティブ取

引は、地震デリバティブ取引であ

ります。 

デリバティブ取引は、間接リスクで

ある地震災害により企業活動が

停止した期間における従業員へ

の給与支払い債務不能のリスクを

回避する目的で利用しておりま

す。 

これら地震に係る間接リスクに

対して、地震デリバティブをヘッジ

手段として用いております。 

 

  ②取引に対する取組方針  

  

デリバティブ取引は、地震発生

時の建物、設備、商品等の損失を

補填する地震保険に加え、資金

確保のリスクをヘッジする目的で

利用するものであります。 

また、投機的な取引は行わない

方針であります。 

 

  ③取引に係るリスクの内容  

  

取引相手先は、信用度の高い

損害保険会社のため信用リスク

はほとんどないと認識しておりま

す。 

 

  ④取引に係るリスク管理体制  

  

デリバティブ取引の執行・管理

については、取引権限等を定めた

社内ルールに従い、取締役会の

承認を得て行っております。また、

ヘッジ取引部署が決算日ごとに財

務担当責任者に報告しておりま

す。 

 

 

  ⑤取引の時価等に関する事項  

  

当社が取引する地震デリバティ

ブは、商品の性格上時価評価額

の算定は行いません。 

 

 

 

（ストック・オプション等） 
 該当事項はありません。 
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（セグメント情報） 
【事業の種類別セグメント情報】 

 前中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び前連結会計年度において、飲料事業の売上高、営業利益及び資産の金額は、

全セグメントの売上高の合計、営業利益及び全セグメント資産の金額の合計額に占める割合がいずれも 90％超であるため、事業

の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

 

【所在地別セグメント情報】 

 前中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び前連結会計年度において、本邦以外の国または地域に所在する連結子会社

及び在外支店がないため該当事項はありません。 

 

【海外売上高】 

 前中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び前連結会計年度において、海外売上高がないため該当事項はありません。 

 
 
（１株当たり情報） 

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 平成 17 年４月 １ 日 

至 平成 17 年９月 30 日) 

(自 平成 18 年４月 １ 日 

至 平成 18 年９月 30 日) 

(自 平成 17 年４月 １ 日 

至 平成 18 年３月 31 日) 
  

１株当たり純資産額 979.26 円 

１株当たり中間純利益 86.14 円 
  

  

１株当たり純資産額 1,025.53 円

１株当たり中間純利益 116.64 円
  

  

１株当たり純資産額 918.59 円

１株当たり当期純利益 31.41 円
  

なお、潜在株式調整後１株当たり中間

純利益金額については、新株予約権付

社債等潜在株式がないため記載しており

ません。 

同左 

 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期

純利益金額については、新株予約権付

社債等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 当中間連結会計期間 前連結会計年度 

 
(自 平成 17 年４月 １ 日 

至 平成 18 年９月 30 日) 

(自 平成 18 年４月 １ 日 

至 平成 18 年９月 30 日) 

(自 平成 17 年４月 １ 日 

至 平成 18 年３月 31 日) 

中間（当期）純利益（千円） 439,291 594,859 160,201 

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） 
439,291 594,859 160,201 

期中平均株式数（千株） 5,100 5,100 5,100 

 

（重要な後発事象） 
 前中間連結会計期間 （自 平成 17 年４月１日 至 平成 17 年９月 30 日） 

  該当事項はありません。 

 

 当中間連結会計期間 （自 平成 18 年４月１日 至 平成 18 年９月 30 日） 

  該当事項はありません。 

 

 前連結会計年度     （自 平成 17 年４月１日 至 平成 18 年３月 31 日） 

  該当事項はありません。 

 

（その他） 
該当事項はありません。 
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生産、受注及び販売の状況 
（１）生産実績 
前中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び前連結会計年度における生産実績を品目別に示すと、次の通りであります。 

 

品目別名称 

前中間連結会計期間 

（自 平成 17 年４月 1 日 

至 平成 17年９月 30日）

当中間連結会計期間 

（自 平成 18 年４月 1 日

至 平成 18年９月 30日）

増減 

前連結会計年度 

（自 平成 17 年４月 1 日

至 平成 18 年３月 31 日）

 金額（千円） 金額（千円） 
金額   

（千円） 

前年増減率

（％） 
金額（千円） 

ペットボトル飲料 11,022,675 11,033,041 10,365 0.1 18,902,693

缶飲料 1,931,077 2,915,099 984,022 51.0 3,673,790

びん飲料 227,644 1,254,488 1,026,844 451.1 1,192,488

その他 61,107 71,056 9,949 16.3 119,692

合計 13,242,504 15,273,686 2,031,182 15.3 23,888,664

（注） １． 上記金額は、製造原価によっており、消費税等は含まれておりません。 

 ２． ボトル缶飲料はペットボトル飲料に含めております。 

 

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

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

顧客との取り決めにより、原則受注残高を翌月に繰り越さないことになっております。従い、当社における受注残高は、最大でも翌

月１ヶ月分のみに限定されておりますので、受注高および受注残高についての記載は省略しております。 

 

（３）販売実績 
 前中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び前連結会計年度における販売実績を品目別に示すと、次の通りであります。 

  売上高 

品目別名称 

前中間連結会計期間 

（自 平成 17 年４月 1 日 

至 平成17年９月30日）

当中間連結会計期間 

（自 平成 18 年４月 1 日 

至 平成18年９月30日）

増減 
前連結会計年度 

（自 平成 17 年４月 1 日

至 平成 18 年３月 31 日）

  金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）
前年増減率

（％） 
金額（千円） 

ペットボトル飲料 12,784,248 12,633,242 △151,005 △1.2 21,150,250

缶飲料 1,851,008 2,897,071 1,046,063 56.5 3,391,268

びん飲料 252,552 1,398,625 1,146,073 453.8 1,290,250

その他 82,173 116,465 34,291 41.7 163,731

受

託

製

造 
小計 14,969,982 17,045,405 2,075,423 13.9 25,995,502

商

品 
その他 40,989 35,671 △5,317 △13.0 68,186

 合計 15,010,971 17,081,077 2,070,105 13.8 26,063,688

（注） １． ボトル缶飲料はペットボトル飲料に含めております。 

 ２． 当中間連結会計期間の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績に対する割合は次の通りであります。 

相 手 先 

前中間連結会計期間 

（自 平成 17 年４月 1 日 

至 平成 17 年９月 30 日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成 18 年４月 1 日 

至 平成 18 年９月 30 日） 

前連結会計年度 

（自 平成 17 年４月 1 日 

至 平成 18 年３月 31 日） 

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

㈱伊藤園 5,131,863 34.2 4,155,748 24.3 8,382,083 32.2

花王㈱ 982,002 6.5 2,791,841 16.3 1,690,678 6.5

アサヒ飲料㈱ 2,135,665 14.2 2,604,862 15.2 3,379,531 13.0

キリンビバレッジ㈱ 2,169,074 14.4 1,363,885 8.0 3,310,214 12.7

 ３． 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

 


