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１．18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）連結経営成績 （注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

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 119,354 5.8 3,419 0.4 3,525 △4.6
17年９月中間期 112,765 △0.3 3,405 △13.1 3,696 △1.9
18年３月期 227,421 － 7,285 － 7,620 －

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９月中間期 2,020 △5.6 12.01 11.17
17年９月中間期 2,140 △10.7 12.72 11.83
18年３月期 4,837 － 28.43 26.44

(注）①持分法投資損益 18年９月中間期 △22百万円 17年９月中間期 23百万円 18年３月期 6百万円

②期中平均株式数（連結）18年９月中間期168,271,107株 17年９月中間期168,292,324株 18年３月期 168,291,111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、対前年中間期増減率であります。

(2）連結財政状態 （注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。 

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 206,900 99,224 47.0 578.03
17年９月中間期 191,361 91,489 47.8 543.63
18年３月期 203,958 99,401 48.7 590.39

(注）期末発行済株式数（連結）18年９月中間期168,266,245株 17年９月中間期168,292,599株 18年３月期 168,276,148株

(3）連結キャッシュ・フローの状況 （注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。 

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 1,135 △5,041 3,461 9,766
17年９月中間期 5,147 △4,053 △851 12,228
18年３月期 8,593 △8,740 △2,283 9,601

(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 39社 持分法適用非連結子会社数 8社 持分法適用関連会社数 6社

(5）連結範囲及び持分法の適用の異動状況  

連結（新規） 4社 （除外） 1社 持分法（新規） 2社 （除外） 2社

２．19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 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

通期 240,000 7,800 4,900
（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　29円12銭

※　上記の業績予想につきましては、現時点で入手された情報に基づいて作成したものであり、実際の業績は様々な要因

により大きく異なることがありうることをご承知置きください。

なお、上記予想に関する事項は、添付資料の７～８ページを参照して下さい。
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１．企業集団の状況

　当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、当社（日本製粉株式会社）及び子会社56社、関連会

社30社で構成されております。

　主な事業内容と当社及び子会社、関連会社の当該事業における位置付けは、次のとおりでありま

す。

(1)製粉事業

　当社が小麦粉、ふすまを製造し、松屋製粉㈱がそば粉を製造しております。特約店を通じて販売し

ており、ニップン商事㈱、㈱ニップン商事コーポレーション、鈴木㈱及び丸七商事㈱は、この特約店

の一部であります。

 

(2)食品事業

　当社が家庭用小麦粉、プレミックス類等を製造しております。オーマイ㈱が、当社製造の小麦粉を

使用して、パスタ類を製造、当社に販売し、ニップン冷食㈱が、当社製造の小麦粉、プレミックス類

を使用して、冷凍食材、食品類を製造しております。エヌエフフローズン㈱が、冷凍中食関連の食品

及び冷凍食材を製造し、当社に販売しております。

　特約店を通じて販売しており、日本リッチ㈱が、冷凍食材、食品類を当社から仕入れて販売してお

ります。

　㈱ファーストフーズが、当社製造の食材を使用して中食関連の食品を製造、販売しております。

　また、海外では、タイ国最大の製粉会社 United Flour Mill Public Company Ltd.に資本参加し、

同社経営に参画しており、Nippon Flour Mills(Thailand) Ltd.がコーティングミックス等を販売して

おります。中国の上海日粉食品有限公司は、プレミックス類を製造、同地の日系企業を中心に販売し

ております。米国ロサンゼルスのQuality Naturally! Foods,Inc.が、同地を中心にドーナツショップ

へドーナツミックス等を販売しております。Pasta Montana,L.L.C.が、パスタ類を製造し、北米で販

売するほか、当社に販売しております。

(3)その他事業

　エヌピーエフジャパン㈱が、ペットフードを製造・販売しております。

　ニップンエンジニアリング㈱が、食品産業用及び粉粒体用機器、装置の設計、製作及び施工を行っ

ております。

　㈱ニップンロジスが、関東地区における貨物自動車運送業等を営んでおります。

　㈱日本製粉システムセンターが、コンピューターによる情報処理及び情報処理システムの開発を行っ

ております。

　日本デイリーヘルス㈱が、健康食品類を当社から仕入れて販売しております。

　ニップンテクノクラスタ㈱が、バイオテクノロジー関連機器を販売しております。

　ニップンドーナツ㈱、ニップンドーナツ関西㈱が、当社製造のプレミックス類を使用するドーナツ

ショップを展開しております。
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　前ページに記載した事業を系統図によって示すと次のとおりであります。
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無印 連結子会社 
※１ 非連結子会社で持分法適用会社 
※２ 関連会社で持分法適用会社 

       商品・サービス等の流れ 

United Flour Mill Public 
Company Ltd.    ※２ 

そば粉の製造・販売および小麦粉の販売 

松屋製粉（株） 
原料供給                  販売 

小麦粉の販売 

(株)ニップン商事コーポレーション 

 販売                   販売 

 販売 

鈴木（株） 

丸七商事（株） 

Nippon Flour Mills 
(Thailand) Ltd. 

Quality Naturally! 
Foods,Inc. 

上海日粉食品有限公司 

Pasta Montana,L.L.C. 

日本リッチ（株） 

（株）ファーストフーズ 

小麦粉・プレミックスの製造、販売（海外のみ） 

プレミックスなどの販売（海外のみ） 

プレミックスの製造、販売（海外のみ） 

プレミックスの製造、販売 

パスタ類の製造、販売 

パスタ類の製造、販売 

冷凍食材、食品類の製造、販売 

冷凍食品、加工食品類の製造、販売 

ペットフードの製造、販売 

ニップンエンジニアリング（株） 
食品関連プラントの設計、施工 

（株）ニップンロジス ※１ 
物流サービス 

（株）日本製粉システムセンター 
情報処理サービス 

日本デイリーヘルス（株） 
健康食品の販売 

ニップンテクノクラスタ（株） 
バイオ関連機材の販売 

ニップンドーナツ（株） 
ドーナツショップの経営 

ニップンドーナツ関西（株） 

冷凍食材、食品類の販売 

弁当・調理パンの製造、販売 

 販売                   販売 

 販売                   販売 

オーケー食品工業（株） ※２ 
味付け油揚げ等の製造、販売 

エヌピーエフジャパン（株） 

ニップン冷食（株） 

オーマイ（株） 

エヌエフフローズン（株） 

 

日
本
製
粉
（
株
）

 

原料供給                  販売 

 販売 

 販売 

 販売                   販売 

原料供給                  販売 

原料供給                  販売 

                      販売 

                      販売 

原料供給 

 施行 

サービス提供 

原料供給 

販売 

サービス提供 

販売 

 販売 

原料供給 

原料供給 

 販売 

 販売 

 販売                   販売 

ニップン商事（株） 
 販売                   販売 

 販売 

NIPPN(Thailand)Co.,Ltd. 
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２．経営方針

(1)経営の基本方針

　当社グループは、当社創業時のベンチャー・スピリットである「時代の変化に対応して、技術革新

を採り入れ、新事業の企業化に挑戦する」をモットーに、優れた商品とサービスの提供を通じ、社会

に貢献することを事業の基本としております。

　さらに新しい事業分野へ積極的な展開を図るとともに、不断の経営改革により企業競争力を高め、

株主・投資家さまを始め関係先から信頼、評価される多角的食品企業として一層の成長、発展を遂げ

ていく所存であります。

(2)利益配分に関する基本方針

　利益配分につきましては、企業体質の強化及び今後の事業展開、経営環境を考慮し、内部留保に意

を用いることを基本といたしますが、株主さまへの利益還元も重要な経営課題の一つとして位置づけ

ており、安定的かつ継続的な配当の維持を図りつつ、連結業績及び財務状況を総合的に勘案し、実施

して参ります。また、フリー・キャッシュフローは、既存コア事業の拡大や新規事業の開拓など、企

業価値を高めるための投資に優先的に活用するほか、株主還元としての自己株式の取得も弾力的に行

い、長期的な視点で投資効率を考えて活用して参ります。

　尚、平成18年度の配当金（年間）につきましては、１株当たり７円を予定しております。

(3)投資単位の引き下げに関する考え方

　株式投資単位の引き下げにつきましては、個人投資家層の株式市場への参加を促進し、株式の流動

性を高めるに有効な施策の一つと考えております。当社は、今後の株価の推移、株主構成等を注視し、

株式市場の要請を勘案しながら対処して参ります。

(4)目標とする経営指標

　当社グループは平成17年４月に「05/07中期経営計画」を策定し、その目標達成に向けて努力いた

しております。５年後の連結売上高3,500億円、10年後に同5,000億円、製粉を核とした存在感ある多

角的食品企業グループとなることを目指しており、「05/07中期経営計画」は、その実現のマイルス

トーンと考えております。企業理念「日本製粉（ニップン）の使命」の下、株主・投資家さま、お客

さま、お取引先さま、従業員、地域社会などのステークホルダーをそれぞれ大切にし、企業の社会的

責任を自覚しつつ〝スピード＆アタック〟の姿勢で取り進めることが当社の基本方針です。トップラ

インの伸張による収益の拡大を最優先課題に取り組み、同時に、更なるコストリダクションの推進、

お客さま志向の安全・安心の取り組み等経営強化に努めて参ります。

(5)中長期的な経営戦略

　食品業界においては、消費の不振が長期化する一方でＷＴＯ（世界貿易機関）、ＦＴＡ（自由貿易

協定）による多国間又は二国間の貿易交渉が続けられており、グローバルな企業間競争は今後ますま

す激化していくものと予想されます。

　当社グループはこのような厳しい状況に対処するため、以下６点を基本方針とした「05/07中期経

営計画」を推進しております。

①　重点分野・先端分野・海外での事業拡張

　重点分野（中食及び中食食材・冷凍食品・生活関連事業）、先端分野（バイオ・環境関連事業）、

海外（環太平洋地域）での事業を拡張します。

・次代を担う新しい成長分野を取り込むため、経営資源の傾斜的投入を図ります。

・これらの成長戦略を強力に支援できるコーポレート機能を強化します。

・連結経営下での事業投資に対応しビジネスチャンスの拡大ができるように海外拠点の強化を図り

ます。

②　基幹事業の深耕

　基幹事業（製粉・プレミックス、パスタ事業）において、シェアアップを図ると同時に、周辺商

品・周辺事業への取組みを強化します。

・当社グループの中核ビジネスを徹底強化します。市場対応型販売体制を構築してトップラインを

伸ばしながら、お客さまとともに成長することを目指します。
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・当社グループの強みをより発揮できるように、経営資源の傾斜的投入を図ります。

③　高収益事業構造の確立

　引き続き経営基盤の強化を推進するため、いずれの事業においても収益構造の継続的改善に努め

ます。

・新たな視点から、ローコストオペレーションを徹底して進めます。

・物流と商流の合理化を推進します。

・内外の生産及び物流拠点の最適地化と整備を進めます。

・コーポレート機能を強化しつつ、スリム化した小さな戦略本社を実現します。

④　コーポレートブランドの強化

　「より多くのお客さまとより多くの感動をわかちあう」ことで当社取り組みに対する認知度をよ

り一層高めていきます。

・コーポレートブランド「ＮＩＰＰＮ」とプロダクトブランド「オーマイ」をともに育成していき

ます。

・ブランドの育成を通して当社グループの成長戦略を支える製造・販売の現場における優秀な人材

の育成を実現します。

⑤　財務体質の強化

　有利子負債の削減、資産効率の改善を進め、企業価値の向上を図ります。

・棚卸資産の圧縮・資産の流動化・遊休資産の処分などキャッシュフローを重視した資産効率の改

善を推進します。

・キャッシュマネジメントシステムによるグループ資金の効率化を推進します。

⑥　社会の良き一員としての共生

　ますます高まる社会の要請に応え、企業の社会的責任（ＣＳＲ）を果すための取り組みを強化し

ます。

・コンプライアンス重視の経営を推進します。内部統制システムやリスク管理体制の充実に努めま

す。

・品質保証体制の充実や環境負荷の低減を推進します。

・タイムリーディスクロージャーの推進とアカウンタビリティへの取り組みを強化します。

(6)会社の対処すべき課題

　今後のわが国経済は、米国景気の減速や為替相場の動向などリスク要因はあるものの、政府による

民営化、規制緩和の進展、順調な企業業績を背景に、デフレ脱却を視野に入れた新たな成長が期待さ

れています。

　食品業界は、国内マーケットの縮小傾向が続く中で、ＷＴＯ（世界貿易機関）における市場開放交

渉、各国とのＦＴＡ（自由貿易協定）の進展次第では大きな影響を受けるおそれがあり、グローバル

な企業間競争は今後ますます激化するものと予想されます。

　このような厳しい状況に対処するため、当社グループは“スピード＆アタック”をスローガンに、

グループ社員一丸となって業容の拡大を図るとともに、コストリダクションの推進、品質保証体制の

充実、環境負荷の低減などに積極的に取り組んで参ります。

　当社は明治29年わが国最初の製粉企業として設立され、本年９月創立110周年を迎えました。この

記念すべき年を迎え、社員一同決意を新たに「05/07中期経営計画」に全力を挙げて取り組み、皆様

から信頼され評価される多角的食品メーカーとして成長、発展を目指していく所存であります。

(7)親会社等に関する事項

　該当事項はありません。
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３．経営成績及び財政状態

(1）経営成績

―当中間期の概況―

業績全般の概況

 （単位：百万円）

 当中間期 前中間期 増減額 増減率（％）

売上高 119,354 112,765 6,589 5.8

営業利益 3,419 3,405 14 0.4

経常利益 3,525 3,696 △170 △4.6

中間純利益 2,020 2,140 △120 △5.6

１株当たり中間純利益（円） 12.01 12.72 △0.71 △5.6

　当中間期におけるわが国経済は、企業収益の改善を背景に民間設備投資が拡大を続け、個人消費も

底堅く推移するなど、景気は回復基調となりました。

　しかしながら、食品業界においては、依然として続く消費者の低価格志向の影響で販売競争が激化

し、厳しい経営環境が続きました。

　このような状況のもとで、当社グループは平成17年４月からスタートした３ヶ年の「05／07中期経

営計画」に全力を挙げて取り組み、売上の増大と収益力の向上に努めました。

　その一環として、製粉、食品に続く第３の柱として注力している中食事業を一層強化するため、株

式会社ファーストフーズ名古屋を連結子会社とし、中京地区における弁当・総菜事業の拠点としまし

た。

　また、海外での事業拡張を図るため、タイ国に現地法人NIPPN(Thailand)Co.,Ltd.を設立し、バン

コク郊外に新たにプレミックス工場を建設することとしました。さらに、北米での業務用食材及び加

工食品の販売を拡大するため、ロサンゼルスに現地法人NIPPN California Inc.を設立し、営業を開

始しました。

　なお、千葉工場の増強工事につきましては、原料穀物サイロが平成17年10月に竣工し、最新鋭大型

製粉ライン（Ｄミル）は本年４月に完成いたしました。これにより、同工場は国内最先端・最新鋭の

製粉工場となり、当社グループの東日本地区への供給体制は磐石なものとなりました。

　この結果、当社グループの当中間期の業績は、売上高1,193億５千４百万円（前年同期比5.8％増）、

営業利益34億１千９百万円（同0.4％増）、経常利益35億２千５百万円（同4.6％減）、中間純利益20

億２千万円（同5.6％減）となりました。

　事業部門別の状況は次のとおりであります。

製粉事業

　製粉業界は、近年国内の小麦粉需要が伸び悩む中で、小麦粉調製品の輸入増加及び低価格を訴求

した価格競争により、経営環境はますます厳しさを増しております。また、本年２月には原料小麦

の政府売渡価格が２年ぶりに引き下げられ、同３月から小麦粉販売価格の値下げを行いました。さ

らに、農林水産省では外国産小麦の売渡しにおける価格変動制等の導入を検討しており、今後製粉

業界の環境は大きく変化するものと推測されます。

　このような状況下、当社グループは食の安全・安心志向に基づく品質管理強化とともに、お客様

のニーズや食の多様化に対応するため、新商品の開発、技術講習会・経営セミナーの開催、提案営

業の推進など活発な営業活動を展開しました。

　小麦粉の販売は、国内向けのパン用及び菓子用が伸び悩みましたが、即席麺用を始めとする麺用

がおおむね順調であったため、全体では出荷数量は前年同期並でした。

　副製品のふすまは、国内飼料用で需給状況から前年同期より販売単価を上げたことや競合する飼
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料原料の影響により、ふすま需要が減退し出荷数量は低調でしたが、売上は前年同期を上回りまし

た。

　倉庫業及び港湾運送事業の売上は、前年同期を下回りました。

　以上により、製粉事業の売上高は432億２千３百万円（前年同期比0.6％減）となりました。

食品事業

　当社グループはお客様の簡便性や健康・安全志向に対応した特色のある新商品を投入するととも

に、各種展示会への出展、新商品発表セミナー、イタリア料理技術講習会の開催など活発なマーケ

ティング活動を展開しました。

　パスタ関連商品、プレミックス類は、業務用・家庭用とも順調で、売上を伸ばしました。

　家庭用では、ご好評をいただいております「オーマイ　金のパスタソース」、「世界のおいしい

スープ」シリーズに新アイテムを加え、ラインアップの充実を図りました。

　冷凍食材、食品類の売上高は、家庭用の冷凍パスタが大きく伸張したことで、前年同期を上回り

ました。

　中食関連食品は、連結子会社１社が増加したため、売上を伸ばしました。

　以上により、食品事業の売上高は634億５千４百万円（前年同期比12.6％増）となりました。

その他事業

　ペットフードは、ペット愛好家の増加もあり売上を伸ばしました。健康食品類は、アマニ油（生

活習慣病の予防に効果があるといわれているα-リノレン酸を豊富に含む）を配合したサプリメン

トなど新商品を積極的に投入し、売上の増大に努めましたが、厳しい環境下、売上は前年同期を下

回りました。

　バイオ関連事業、エンジニアリング事業の販売は低調で、前年同期を下回りました。

　以上により、その他事業の売上高は126億７千６百万円（前年同期比2.1％減）となりました。

―通期の見通し―

 （単位：百万円）

 通期予想 前年実績 増減額 増減率（％）

売上高 240,000 227,421 12,579 5.5

経常利益 7,800 7,620 180 2.4

当期純利益 4,900 4,837 63 1.3

１株当たり当期純利益（円） 29.12 28.43 0.69 2.4

　今後のわが国経済は、新政権の発足により構造改革が加速し、景気の拡大が続くことが期待されて

おりますが、米国経済の減速懸念、不安定な原油価格の動向など不透明な要因も多く、景気の先行き

は予断を許さないものがあります。

　食品業界においては、原材料や燃料などの価格が上昇する一方で、国内マーケットは縮小傾向が続

いており、企業間競争は今後一段と激しさを増していくものと予想されます。

　このような厳しい状況に対処するため、当社グループは、中期経営計画で定めた基本経営戦略に基

づき、グループ社員総力を挙げて事業活動のさらなる活性化と効率化を推進し、グローバルな多角的

食品企業として成長して参ります。　

製粉事業

　人口減少、少子高齢化、お客様の安全・安心志向など、製粉業界が取り組むべき課題は山積して

おりますが、当社グループは積極的なマーケティング活動を推進するとともに、市場の潜在ニーズ
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を捉えた商品を提案し、お客さまの満足度を一層高めることにより、販売の拡大に努めます。

　また、「05/07中期経営計画」の第２年度として、生産・物流・販売など全ての面でコストリダ

クションの推進を行い、収益確保も図って参ります。

   一方、食品企業としての事業発展は豊かな自然環境を前提とするものであり、当社グループは

環境との調和を意識した開発や商品作りを行い、また環境負荷の低減に努めて参ります。

食品事業

　お客さまのニーズに対応した新商品の開発と投入を積極的に行ないます。家庭用食品事業は、差

別化した商品提案により、一層の進展を図って参ります。中食関連食品においては、開発体制をさ

らに強化し、お客さまのニーズに沿った新商品の開発・商品提案の力を高めて参ります。冷凍食品

類においても、家庭用市場において、高付加価値商品を開発し、売上げを拡大して参ります。

その他事業

　健康食品類などの生活関連事業の市場は、わが国人口の高齢化が進んでいることから着実に成長

していますので、独自性のある新商品の開発や通信販売への進出により売上の増大に努めて参りま

す。また、ペット関連市場も拡大しており、お客さまのニーズに対応したペットフードの研究・開

発を行なうことで、拡売に努めて参ります。

　平成18年度の見通しにつきましては、売上高2,400億円、経常利益78億円、当期純利益49億円を見

込んでおります。

　（注）　業績見通しにつきましては、現状で判断しうる一定の前提及び仮定に基づき算定したもの

であり、その実現を確約したり、保証するものではありません。

(2）財政状態

―当中間期の概況―

 （単位：百万円）

科目 当中間期 前中間期 増減

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,135 5,147 △4,012

投資活動によるキャッシュ・フロー △5,041 △4,053 △988

財務活動によるキャッシュ・フロー 3,461 △851 4,312

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1 28 △29

現金及び現金同等物の増減額 △445 271 △716

現金及び現金同等物の期首残高 9,601 11,883 △2,282

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 611 73 538

現金及び現金同等物の期末残高 9,766 12,228 △2,462

　当中間期末の財政状態につきましては、総資産は2,069億円となり、前期末に比べ、約29億円増加

しました。また、純資産は992億２千４百万円となりました。

　キャッシュフローの状況につきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは11億３千５百万円

となり、前年同期に比べ、減少しました。この主な要因は、税金等調整前中間純利益は前年同期とほ

ぼ同額であり、法人税の支払額は減少しましたが、中間期末日休日の影響により売上債権が増加した

ことによるものであります。

　投資活動によるキャッシュ・フローは50億４千１百万円の支出となりました。この主な要因は、設

備投資で約58億円支出したことによるものであります。
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　以上により、当中間期の営業活動によるキャッシュ・フローから投資活動によるキャッシュ・フ

ローを差し引いたフリー・キャッシュフローは39億６百万円の支出となりました。

　財務活動によるキャッシュ・フローは34億６千１百万円となりました。この主な要因は、社債の償

還と借入金の増加によるものであります。

　以上の結果、現金及び現金同等物の当中間期末残高は、97億６千６百万円になりました。

キャッシュ・フロー指標のトレンド

 17年３月期 17年９月期 18年３月期 18年９月期

自己資本比率（％） 46.4 47.8 48.7 47.0

時価ベースの自己資本比率（％） 49.2 41.5 46.7 40.4

債務償還年数（年） 9.0 － 6.3 －

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 7.3 14.1 11.4 3.0

　（注）　自己資本比率：（純資産－少数株主持分）／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／営業キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い

※各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。

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

※営業キャッシュ・フローは連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しておりま

す。有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている利子を支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、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払い額を使用しております。

(3）事業等のリスク

　当社グループの経営成績、株価及び財務状況等に影響を及ぼす可能性のあるリスクには以下のよう

なものがあります。なお、文中における将来に関する事項は、本日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経済状況、業界動向の変動

　当社グループでは、経済状況や業界動向の変動による影響を受けないような体制作りに力を入れて

おりますが、予想を越える変動があった場合、または投融資先・取引先の破綻等があった場合、損害

を被ることがあります。

②ＷＴＯ・ＦＴＡの進捗と麦政策の改革

　当社グループの基幹事業（製粉・プレミックス、パスタ事業）の分野において、現在進められてい

ますＷＴＯ（世界貿易機関）・ＦＴＡ（自由貿易協定）の進捗、麦政策の改革の進展状況により、小

麦・小麦粉・小麦二次加工品等に関する制度が大幅に変わる可能性があり、当社グループの事業に大

きな影響を受けます。

③海外進出に潜在するリスク

　当社グループでは、米国やアジア地域において事業を行っておりますが、これら海外市場への事業

進出において、現地の法律・規制の変更やテロ・紛争の発生、疫病の流行等により、事業活動に支障

をきたす可能性があります。

④健康食品に関する制度の変更

　当社グループでは生活関連事業として健康食品を取り扱っておりますが、健康食品に係る制度の変

更によって、当社の健康食品事業に重大な影響を受ける可能性があります。

⑤商品の安全性

　近年、食品の安全性に対するニーズや規制はますます厳しくなっております。当社グループでは、

商品の品質保証体制の確立に向けて取り組みを強化しておりますが、想定外の要因（異物混入、原料
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由来の原因）により、商品回収を行う可能性があります。

⑥原材料等の調達の安定性

　当社グループでは、原材料の安定的かつ低コストな調達を実現できるよう努力しておりますが、市

況の変動・原油価格高騰等による調達コストや諸経費の高騰、自然災害等による原材料の品質の低下

が、業績に悪影響を与える可能性があります。

⑦為替の変動

　当社グループでは、原材料・商品の一部を海外から調達しており、為替相場の変動によってその調

達コストに影響を受けます。また、在外子会社の損益・財務状況等について、円価換算による影響を

受けます。

⑧ふすま価格の変動

　ふすまは小麦粒の外皮で主として飼料として用いられております。国内ふすまの価格は、輸入ふす

ま、競合する飼料原料等の影響により変動し、当社グループの業績の不安定要因となる可能性があり

ます。

⑨コンピュータシステムのトラブル・データ漏洩

　当社グループでは、安定的なコンピュータシステム運営に努力しておりますが、予測不可能な事象

によりシステムにトラブルが起こった場合、業務に支障をきたすことが考えられます。また、不正ア

クセス等への情報セキュリティ対策には充分な対応をしておりますが、予期し得ない事象により、個

人情報を含むデータの漏洩があった場合、対応費用が発生します。

⑩災害による影響

　当社グループでは、安全な操業や事故防止体制の確立を図るとともに、自然災害発生時の被害を極

力抑えるような体制作りを強化しております。しかし、予想を越える事象（大規模災害等）が発生し

た場合、大きな損害を被ったり、商品の製造・出荷に支障をきたすことが考えられます。
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４．中間連結財務諸表等

(1）中間連結貸借対照表
 （単位：百万円）

科目 当中間期
(18.9.30)

前期
(18.3.31) 増減 前中間期

(17.9.30) 科目 当中間期
(18.9.30)

前期
(18.3.31) 増減 前中間期

(17.9.30)

（資産の部） （負債の部）

Ⅰ　流動資産 Ⅰ　流動負債

現金及び預金 9,766 9,601 165 12,228 支払手形及び買
掛金 13,325 11,625 1,700 11,074

受取手形及び売
掛金 33,403 27,325 6,077 26,729 短期借入金 23,899 25,489 △1,589 21,378

棚卸資産 15,067 15,263 △196 14,440 １年以内償還予
定社債 500 5,000 △4,500 5,000

繰延税金資産 742 762 △19 833 未払法人税等 1,383 911 472 1,356

その他 2,937 3,673 △736 3,536 その他 12,196 9,055 3,141 7,907

貸倒引当金 △148 △141 △6 △151 流動負債合計 51,305 52,081 △775 46,716

流動資産合計 61,769 56,485 5,283 57,617 Ⅱ　固定負債     

Ⅱ　固定資産     社債 8,098 8,498 △400 8,498

（有形固定資産）     長期借入金 23,240 15,093 8,147 20,113

建物及び構築物 28,018 22,853 5,165 22,913 退職給付引当金 1,963 1,877 85 1,797

機械装置及び運
搬具 20,568 16,675 3,892 16,842 役員退職慰労引

当金 640 709 △68 645

土地 24,679 24,690 △11 24,904 繰延税金負債 20,309 22,502 △2,192 18,716

建設仮勘定 490 6,536 △6,045 3,414 その他 2,118 2,084 33 1,739

その他 1,120 1,018 102 1,042 固定負債合計 56,370 50,764 5,606 51,510

有形固定資産合計 74,877 71,774 3,103 69,118 負債合計 107,676 102,846 4,830 98,226

（無形固定資産） 854 822 31 598 （少数株主持分）     

（投資その他
　　　　の資産）     少数株主持分 － 1,710 － 1,645

投資有価証券 62,754 68,755 △6,000 58,377 （資本の部）     

長期貸付金 699 710 △11 723 Ⅰ　資本金 － 12,240 － 12,240

繰延税金資産 1,130 1,113 16 1,064 Ⅱ　資本剰余金 － 11,057 － 11,056

前払年金費用 1,645 1,151 493 － Ⅲ　利益剰余金 － 49,269 － 47,077

その他 3,354 3,247 106 3,957 Ⅳ　その他有価証
券評価差額金 － 28,367 － 22,717

貸倒引当金 △184 △103 △80 △94 Ⅴ　為替換算調整
勘定 － 86 － 13

     Ⅵ　自己株式 － △1,619 － △1,616

     資本合計 － 99,401 － 91,489

     負債、少数株主持分
及び資本合計 － 203,958 － 191,361

     （純資産の部）     

     Ⅰ　株主資本     

     資本金 12,240 － － －

     資本剰余金 11,057 － － －

     利益剰余金 50,559 － － －

     自己株式 △1,625 － － －

     株主資本合計 72,232 － － －

     Ⅱ　評価・換算差
額等     

     その他有価証券
評価差額金 24,872 － － －

     繰延ヘッジ損益 △1 － － －

     為替換算調整勘
定 160 － － －

     評価・換算差額等
合計 25,030 － － －

投資その他の資産
合計 69,399 74,875 △5,476 64,027 Ⅲ　少数株主持分 1,961 － － －

固定資産合計 145,131 147,472 △2,340 133,744 純資産合計 99,224 － － －

資産合計 206,900 203,958 2,942 191,361 負債純資産合計 206,900 － － －
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(2）中間連結損益計算書
 （単位：百万円）

科目

当中間期
(自 平成18年４月１日
 至 平成18年９月30日)

前中間期
(自 平成17年４月１日
 至 平成17年９月30日)

増減
前期

(自 平成17年４月１日
 至 平成18年３月31日)

金額 百分比 金額 百分比 金額 増減率 金額 百分比

 ％ ％ ％ ％

Ⅰ　売上高 119,354 100.0 112,765 100.0 6,589 5.8 227,421 100.0

Ⅱ　売上原価 91,763 76.9 85,771 76.1 5,991 7.0 172,721 75.9

売上総利益 27,591 23.1 26,993 23.9 597 2.2 54,699 24.1

Ⅲ　販売費及び一般管
理費 24,172 20.2 23,588 20.9 583 2.5 47,414 20.9

営業利益 3,419 2.9 3,405 3.0 14 0.4 7,285 3.2

Ⅳ　営業外収益   

受取利息及び配当
金 468 412 55  612

有価証券売却益 329 339 △10  514

その他 184 382 △197  766

計 981 0.8 1,134 1.0 △152 △13.4 1,894 0.8

Ⅴ　営業外費用   

支払利息 387 359 27  749

その他 488 483 5  810

計 875 0.7 842 0.8 32 3.9 1,559 0.6

経常利益 3,525 3.0 3,696 3.3 △170 △4.6 7,620 3.4

Ⅵ　特別利益   

投資有価証券売却
益 477 － 477  521

固定資産売却益 － 215 △215  271

退職給付信託設定
益 － 1,599 △1,599  1,599

その他 58 74 △16  155

計 535 0.4 1,890 1.7 △1,354 △71.6 2,548 1.1

Ⅶ　特別損失   

減損損失 － 1,507 △1,507  1,507

投資有価証券評価
損 96 46 49  81

貸倒引当金繰入額 75 － 75  －

固定資産除売却損 51 40 11  472

その他 43 228 △184  542

計 267 0.2 1,823 1.6 △1,555 △85.3 2,603 1.2

税金等調整前中間
（当期）純利益 3,794 3.2 3,763 3.3 30 0.8 7,565 3.3

法人税、住民税及
び事業税 1,289 1,131 158  2,151

法人税等調整額 422 626 △203  640

少数株主利益 61  △135  197  △65  

中間（当期）純利
益 2,020 1.7 2,140 1.9 △120 △5.6 4,837 2.1
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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］ （単位：百万円）

科目

前中間期
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

前期
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

金額 金額
（資本剰余金の部）     
Ⅰ　資本剰余金期首残高  11,055  11,055
Ⅱ　資本剰余金増加高     

自己株式処分差益 1 1 2 2
Ⅲ　資本剰余金中間期末（期末）

残高  11,056  11,057

（利益剰余金の部）     
Ⅰ　利益剰余金期首残高  45,674  45,674
Ⅱ　利益剰余金増加高     

中間（当期）純利益 2,140  4,837  
連結子会社の増加に伴う増
加高

1 2,142 1 4,839

Ⅲ　利益剰余金減少高     
配当金 673  1,178  
役員賞与 66 739 66 1,244

Ⅳ　利益剰余金中間期末（期末）
残高  47,077  49,269

［中間連結株主資本等変動計算書］当中間期（平成18年４月１日～平成18年９月30日） （単位：百万円）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 合計

平成18年３月31日残高 12,240 11,057 49,269 △1,619 70,947

当中間期変動額

剰余金の配当（注）   △673  △673

役員賞与（注）   △57  △57

中間純利益   2,020  2,020

自己株式の取得    △6 △6

自己株式の処分  0  0 0
株主資本以外の当中間期変
動額（純額）      

当中間期変動額合計  0 1,289 △5 1,284

平成18年９月30日残高 12,240 11,057 50,559 △1,625 72,232

評価・換算差額

少数株主持分 純資産合計その他有価証
券評価差額金

繰延ヘッジ
損益

為替換算
調整勘定 合計

平成18年３月31日残高 28,367 － 86 28,453 1,710 101,111

当中間期変動額

剰余金の配当（注）      △673

役員賞与（注）      △57

中間純利益      2,020

自己株式の取得      △6

自己株式の処分      0
株主資本以外の当中間期変
動額（純額） △3,494 △1 73 △3,423 251 △3,171

当中間期変動額合計 △3,494 △1 73 △3,423 251 △1,887

平成18年９月30日残高 24,872 △1 160 25,030 1,961 99,224

 （注）平成18年３月期にかかる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

 （単位：百万円）

科目
当中間期

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前中間期
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

前期
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

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 3,794 3,763 7,565
減価償却費 2,793 2,559 5,200
前払年金費用及び退職給付引当金の増
減額 △557 △134 △233

役員退職慰労引当金の増減額 68 △41 22
退職給付信託設定益 － △1,599 △1,599
貸倒引当金の増減額 82 △22 △23
減損損失 － 1,507 1,507
受取利息及び配当金 △468 △412 △612
支払利息 387 359 749
有価証券売却益 △806 △339 △1,082
有価証券等評価損 96 46 81
固定資産売却益 － △215 △271
固定資産除売却損 94 67 533
役員賞与の支払額 △58 △73 △73
売上債権の増減額 △5,365 259 △425
棚卸資産の増減額 274 974 207
仕入債務の増減額 943 △297 266
その他 730 415 61

小計 2,008 6,818 11,874
利息及び配当金の受取額 477 423 628
利息の支払額 △377 △365 △756
法人税等の支払額 △972 △1,728 △3,152

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,135 5,147 8,593
Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー    

固定資産の取得による支出 △5,750 △4,028 △8,321
固定資産の売却による収入 48 337 1,201
投資有価証券の取得による支出 △1,034 △2,596 △3,602
投資有価証券の売却・償還による収入 1,296 2,394 3,241
連結範囲の変更を伴う子会社株式の取
得による収入 386 － －

貸付けによる支出 △12 △129 △237
貸付金の回収による収入 98 32 66
その他の投資の増減額 △74 △62 △1,087

投資活動によるキャッシュ・フロー △5,041 △4,053 △8,740
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 △91 △63 △540
コマーシャルペーパーの純増減額 3,000 － －
長期借入金の増加による収入 8,816 1,831 3,054
長期借入金の返済による支出 △2,571 △1,935 △3,603
社債の償還による支出 △5,000 － －
自己株式の取得による支出 △6 △9 △8
自己株式の売却による収入 0 6 2
配当金の支払額 △686 △680 △1,188

財務活動によるキャッシュ・フロー 3,461 △851 △2,283
Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 △1 28 74
Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額 △445 271 △2,355
Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 9,601 11,883 11,883
Ⅶ　新規連結に伴う現金及び現金同等物の増

加額
611 73 73

Ⅷ　現金及び現金同等物の期末残高 9,766 12,228 9,601
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中間連結財務諸表作成のための基本となる事項

１．連結の範囲に関する事項

連結子会社…　39社

主要会社名　ニップンドーナツ㈱、日本リッチ㈱、ニップンエンジニアリング㈱、エヌピーエフジャパン㈱、エヌ

エフフローズン㈱、ニップン冷食㈱、オーマイ㈱、ニップン商事㈱、松屋製粉㈱、㈱ファーストフー

ズ

（新規）　　㈱ファーストフーズ名古屋外３社

（除外）　　サンライズトレーディング㈱

非連結子会社…　17社

　なお、非連結子会社17社は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おりません。

２．持分法の適用に関する事項

持分法適用非連結子会社…　８社

持分法適用関連会社　　…　６社

　非連結子会社９社及び関連会社24社はいずれも中間純損益及び利益剰余金等に及ぼす影響が軽微であり、全体として

も重要性がないため、持分法は適用しておりません。

３．連結子会社の中間決算日等に関する事項

　連結子会社である鈴木株式会社外７社の中間決算日は６月末日であります。中間連結財務諸表作成に当たっては、６

月末日現在の中間財務諸表を使用し、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連結上必要な調整を行っ

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

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）

時価のないもの・・・・・・・・・主として移動平均法による原価法

デリバティブ取引・・・・・・・・・・時価法

棚卸資産

製品及び商品・・・・・・・・・・・当社及び国内連結子会社は主として総平均法による原価法

在外連結子会社は主として先入先出法による低価法

原料・貯蔵品・・・・・・・・・・・当社及び国内連結子会社は主として移動平均法による原価法

在外連結子会社は主として先入先出法による低価法

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法

有形固定資産　　　　当社及び国内連結子会社は主として定率法を採用し、在外連結子会社は定額法を採用してお

ります。

ただし、当社及び国内連結子会社は平成10年４月１日以降に取得した建物（附属設備を除く）

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。

建物及び構築物　　　３～50年

機械装置及び運搬具　４～16年

無形固定資産　　　　当社及び国内連結子会社は定額法を採用しております。ただし、在外連結子会社で計上して

いるのれんについては、現地で採用する会計基準に基づき、償却しておりません。

なお、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

いております。

(3）重要な引当金の計上基準

貸倒引当金　　　　　当社及び国内連結子会社は、債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒

実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不
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能見込額を計上しております。

退職給付引当金　　　当社及び国内連結子会社は、従業員の退職給付に備えるため、主として当期末における退職

給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当中間期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における従業

員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として10年）による按分額を翌連結会計年度よ

り費用処理しております。

役員退職慰労引当金　当社及び一部の国内連結子会社は、役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく中

間期末要支給額を計上しております。

(4）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。

(5）重要なヘッジ会計の方法

①　ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理によっております。なお、金利スワップについては、特例処理の要件を満たしている場合、特例

処理を採用しております。

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段・・・金利スワップ取引、為替予約取引、通貨スワップ取引、通貨オプション取引

・ヘッジ対象・・・借入金、社債、外貨建仕入債務、外貨建予定仕入取引

③　ヘッジ方針

　金利関連においては、将来の金利の変動によるリスクを回避する目的でのみヘッジを利用しております。また、

通貨関連については、外貨建仕入債務及び外貨建予定仕入取引の為替変動リスクをヘッジするため、為替予約取引

等を行なうものとしております。

④　ヘッジ有効性評価の方法

　金利スワップの有効性評価については、ヘッジ対象の相場変動、又はキャッシュ・フロー変動の累計とヘッジ手

段の相場変動、又はキャッシュ・フロー変動の累計を比較し、評価しております。ただし、特例処理によっている

金利スワップについては、有効性の評価を省略しております。また、為替予約取引、通貨スワップ取引及び通貨オ

プション取引は将来の取引予定に基づくものであり、実行の可能性が極めて高いため有効性の判定を省略しており

ます。

(6）消費税等の会計処理の方法

　税抜方式を採用しております。

５．中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

　中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金（現金及び現金同等物）は、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

来する短期投資であります。　

注記事項

（中間連結貸借対照表関係）

 （当中間期） （前期） （前中間期）

１．有形固定資産の減価償却累計額 85,937百万円 83,586百万円 81,610百万円

２．保証債務 391百万円 431百万円 467百万円

３．担保に供している資産 6,692百万円 6,982百万円 6,635百万円

（中間連結損益計算書関係）

 （当中間期） （前中間期） （前期）

１．販売費及び一般管理費の主な内訳    

給与手当等 7,120百万円 7,075百万円 13,959百万円

退職給付引当金繰入額 108百万円 420百万円 846百万円

販売運賃及び諸掛 11,447百万円 10,713百万円 21,520百万円

減価償却費 403百万円 361百万円 779百万円
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２．減損損失　　（当中間期）－

　　　　　　　　（前中間期）以下の資産について減損損失を計上しております。 

場所 種類

遊休資産（兵庫県姫路市） 土地・建物

　　〃　　（千葉県柏市） 土地

　　〃　　（神奈川県平塚市） 土地

その他遊休資産６物件 土地

当社グループは、支店・工場を基礎としキャッシュ・フローの相互補完性に基づいた一定の地域

等を基準にグルーピングされた事業用資産、共用資産グループ、賃貸資産、遊休資産に分けて減

損の検討を行い、遊休資産のうち９物件について帳簿価額を回収可能価額まで減額しております。

特別損失に計上した金額は1,507百万円であり、その内訳は、土地1,492百万円、建物15百万円で

あります。回収可能価額は鑑定評価額または取引事例等を基準にした正味売却価額により測定し

ております。

　　　　　　　　（前　　期）同上

３．当中間連結会計期間において、特別利益の「固定資産売却益」は特別利益の総額の100分の10以下となったため、

「その他」に含めております。

（中間連結株主資本等変動計算書関係）

１．発行済み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

当中間連結会計期間
増加株式数

当中間連結会計期間
減少株式数

当中間連結会計期間
末株式数

発行済株式

普通株式 174,148千株 －株 －株 174,148千株 

自己株式

普通株式 5,861千株 11千株 1千株 5,870千株 

（注）当中間連結会計期間における増減は、単元未満株式の買取請求及び買増請求によるものであります。

２．配当に関する事項

（１）配当金支払額

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６月28日

定時株主総会
普通株式 673 4.00 平成18年３月31日 平成18年６月29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
（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11月

10日取締役会
普通株式 588  利益剰余金 3.50 平成18年９月30日 平成18年12月５日

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

１．現金及び現金同等物の中間期末（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

 （当中間期） （前中間期） （前期）

現金及び預金勘定 9,766百万円 12,228百万円 9,601百万円

有価証券勘定 53百万円 12百万円 5百万円

株式及び償還期間が３ヶ月を超える債券等 △53百万円 △12百万円 △5百万円

現金及び現金同等物 9,766百万円 12,228百万円 9,601百万円
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（リース取引関係）

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（期末）残高相当額

（単位：百万円） 

当中間期 前期 前中間期

取得価額
相当額

減価償却
累計額相
当額

中間期末
残高相当
額

取得価額
相当額

減価償却
累計額相
当額

期末残高
相当額

取得価額
相当額

減価償却
累計額相
当額

中間期末
残高相当
額

建物及び構

築物
1,389 382 1,007 1,389 347 1,042 1,389 312 1,077

機械装置及

び運搬具
4,701 2,218 2,483 3,600 1,896 1,704 3,439 1,822 1,616

有形固定資

産その他
641 293 347 426 215 211 651 326 324

無形固定資

産
419 189 230 356 159 197 313 133 180

合計 7,152 3,083 4,068 5,774 2,619 3,154 5,794 2,595 3,198

　なお、取得価額相当額は、未経過リース料中間期末（期末）残高が有形固定資産の中間期末（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っております。

(2）未経過リース料中間期末（期末）残高相当額

（単位：百万円） 

当中間期 前期 前中間期

１年内 1,006 720 744

１年超 3,061 2,434 2,454

合計 4,068 3,154 3,198

　なお、未経過リース料中間期末（期末）残高相当額は、未経過リース料中間期末（期末）残高が有形固定資産

の中間期末（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っております。

(3）支払リース料及び減価償却費相当額

（単位：百万円） 

当中間期 前期 前中間期

支払リース料 415 837 408

減価償却費相当額 415 837 408

(4）減価償却額相当額の算定方法

　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。

２．オペレーティング・リース取引

未経過リース料

（単位：百万円） 

当中間期 前期 前中間期

１年内 18 16 16

１年超 34 36 38

合計 53 53 55
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（有価証券関係）

１．時価のある有価証券

（単位：百万円） 

種類

当中間期
（平成18年９月30日現在）

前期
（平成18年３月31日現在）

前中間期
（平成17年９月30日現在）

取得原価

中間連
結貸借
対照表
計上額

差額 取得原価

連結貸
借対照
表計上
額

差額 取得原価

中間連
結貸借
対照表
計上額

差額

(1）株式 10,510 51,891 41,381 10,218 57,700 47,482 9,923 48,107 38,183

(2）債券

①　国債・地方債等 12 12 △0 12 12 △0 2 3 0

②　社債 50 50 0 3 3 0 103 103 0

③　その他 － － － － － － － － －

(3）その他 626 590 △35 515 524 8 590 618 27

計 11,200 52,545 41,345 10,749 58,241 47,491 10,621 48,832 38,211

２．時価評価されていない主な有価証券

（単位：百万円） 

区分
当中間期

（平成18年９月30日現在）
前期

（平成18年３月31日現在）
前中間期

（平成17年９月30日現在）

その他有価証券

非上場株式

（店頭売買株式を除く）
6,243 6,242 5,960

（デリバティブ取引関係）

　当社及び連結子会社は、当中間期、前期及び前中間期のいずれにおいても、デリバティブ取引にはヘッジ会計を適用

しているため、記載すべき事項はありません。
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（セグメント情報）

(1）事業の種類別セグメント情報

当中間期（平成18年４月１日～平成18年９月30日）

(単位：百万円)

製粉事業 食品事業 その他事業 計 消去又は全社 連結

Ⅰ　売上高及び営業損益       

売上高       

(1）外部顧客に対する売上高 43,223 63,454 12,676 119,354 － 119,354

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
2,641 408 1,521 4,572 (4,572) －

計 45,865 63,863 14,198 123,927 (4,572) 119,354

営業費用 43,975 62,324 14,159 120,459 (4,523) 115,935

営業利益 1,889 1,539 39 3,467 (48) 3,419

前中間期（平成17年４月１日～平成17年９月30日）

(単位：百万円)

製粉事業 食品事業 その他事業 計 消去又は全社 連結

Ⅰ　売上高及び営業損益       

売上高       

(1）外部顧客に対する売上高 43,482 56,335 12,947 112,765 － 112,765

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
2,381 1,035 652 4,069 (4,069) －

計 45,864 57,370 13,599 116,834 (4,069) 112,765

営業費用 43,734 56,105 13,604 113,443 (4,083) 109,360

営業利益 2,130 1,265 (5) 3,390 14 3,405

前期（平成17年４月１日～平成18年３月31日）

(単位：百万円)

製粉事業 食品事業 その他事業 計 消去又は全社 連結

Ⅰ　売上高及び営業損益       

売上高       

(1）外部顧客に対する売上高 87,775 114,021 25,624 227,421 － 227,421

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
4,983 1,754 1,645 8,383 (8,383) －

計 92,759 115,775 27,269 235,804 (8,383) 227,421

営業費用 88,290 113,112 27,109 228,512 (8,377) 220,135

営業利益 4,468 2,663 160 7,291 (6) 7,285

　（注）１．事業区分の方法

　事業は、製品の種類及び市場の類似性を考慮して区分しております。

２．各区分に属する主要な製品

事業区分 主要製品

製粉事業 小麦粉、ふすま、そば粉等

食品事業 家庭用小麦粉、プレミックス、パスタ、冷凍食品、中食関連食品

その他事業 ペットフード、健康食品、食品関連機械装置等

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用はありません。

(2）所在地別セグメント情報

　本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計額に占める割合がいずれも90％超であるため、所在地別セグメン

ト情報の記載を省略しております。

(3）海外売上高

　海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。
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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）

事業区分
当中間期

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前中間期
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

前期
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

製粉 42,998 42,247 85,797

食品 36,517 30,541 62,285

その他 8,410 7,899 16,151

合計 87,926 80,688 164,235

　（注）１．金額は売価換算値で表示しております。

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

　受注生産は行っておりません。

(3）販売実績

（単位：百万円）

事業区分
当中間期

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前中間期
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

前期
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

製粉 43,223 43,482 87,775

食品 63,454 56,335 114,021

その他 12,676 12,947 25,624

合計 119,354 112,765 227,421

　（注）　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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