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上 場 会 社 名        ハウス食品株式会社                      上場取引所    東・大 
コ ー ド 番 号        ２８１０                                    本社所在都道府県 大阪府 
（ＵＲＬ  http://housefoohttp://housefoohttp://housefoohttp://housefoods.jp/ds.jp/ds.jp/ds.jp/） 
代  表  者 役職名 代表取締役社長  氏名 小瀬 昉 
問合せ先責任者 役職名 執行役員総務部長 氏名 加藤 智一  ＴＥＬ （０６）６７８８－１２１４ 
決算取締役会開催日  平成 18 年 11 月 14 日                配当支払開始日 平成－年－月－日 
単元株制度採用の有無            有(１単元 100 株)    
 
１． 18 年 9 月中間期の業績(平成 18 年 4 月 1 日～平成 18 年 9 月 30 日) 
(1) 経営成績                             （単位：百万円未満四捨五入） 
 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 年 9 月中間期 

83,164    3.0 
80,766    0.9 

3,133     37.0 
2,287   △21.3 

3,812        26.4 
3,017   △16.0 

18 年 3 月期 162,375    2.6 6,173     7.5 7,354     6.3 
 
 

中間(当期)純利益 １株当たり中間 
(当期)純利益 

 百万円    ％ 円  銭 

18 年 9 月中間期 
17 年 9 月中間期 

2,578        49.0 
1,730   △31.7 

23    48 
15  76 

18 年 3 月期 3,832    △9.8 34  21 

 
 
 

 (注)①期中平均株式数 18年9月中間期 109,785,235株 17年9月中間期 109,790,607株 18年3月期 109,789,245株 
    ②会計処理の方法の変更  無 
     ③売上高、営業利益、経常利益、中間（当期）純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率 
 

(2)財政状態 
 総 資 産     純 資 産 自己資本比率 １株当たり純資産 

 百万円 百万円 ％ 円   銭
18 年 9 月中間期 
17 年 9 月中間期 

     213,036  
206,993   

175,884   
172,139   

82.6  
83.2  

1,602      09 
1,567   91 

18 年 3 月期 212,526   177,299   83.4  1,614   25 
 (注)①期末発行済株式数 18年9月中間期   109,784,096株  17年9月中間期  109,789,141株    18年3月期 109,786,719株 

②期末自己株式数  18年9月中間期     1,094,638株  17年9月中間期   1,089,593株   18年3月期  1,092,015株 
 
２．19 年 3 月期の業績予想(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 168,000   8,500   5,300   

(参考)１株当たり予想当期純利益(通期) 48 円 28 銭 
    営業利益 7,200 百万円 
 
３．配当状況 
・現金配当 1株当たり配当金（円）  
 中間期末 期末 年間 
18 年 3 月期 ― 22.00  22.00  
19 年 3 月期（実績） ― ―  
19 年 3 月期（予想） ― 22.00  22.00  
 
上記の予想には、本資料の発表日現在の将来に関する前提・見通し・計画に基づく予測が含まれております。
実際の業績は、今後様々な要因によって記載の予想数値と異なる可能性があります。なお、上記予想に関す
る事項は、添付資料の連－11ページをご参照下さい。 
 
 



個　別　中　間　財　務　諸　表　等個　別　中　間　財　務　諸　表　等個　別　中　間　財　務　諸　表　等個　別　中　間　財　務　諸　表　等     

１．中間貸借対照表１．中間貸借対照表１．中間貸借対照表１．中間貸借対照表
（単位：百万円）（単位：百万円）（単位：百万円）（単位：百万円）

　　　　

 流 　動　 資　 産 流 　動　 資　 産 流 　動　 資　 産 流 　動　 資　 産 《《《《 69,53269,53269,53269,532 》》》》 《《《《 84,56784,56784,56784,567 》》》》 《《《《△△△△ 15,03515,03515,03515,035 》》》》 《《《《 86,76486,76486,76486,764 》》》》

　　　　 現現現現 金金金金 ・・・・ 預預預預 金金金金 18,62718,62718,62718,627 39,67439,67439,67439,674 △△△△ 21,04821,04821,04821,048 38,93138,93138,93138,931

　　　　 受受受受 取取取取 手手手手 形形形形 36363636 40404040 △△△△ 4444 35353535

　　　　 売売売売 掛掛掛掛 金金金金 35,19035,19035,19035,190 30,25130,25130,25130,251 4,9394,9394,9394,939 33,93633,93633,93633,936

　　　　 有有有有 価価価価 証証証証 券券券券 2,9082,9082,9082,908 1,9171,9171,9171,917 990990990990 1,0041,0041,0041,004

　　　　 製製製製 商商商商 品品品品 6,2016,2016,2016,201 6,2866,2866,2866,286 △△△△ 85858585 6,3206,3206,3206,320

　　　　 原原原原 材材材材 料料料料 1,4831,4831,4831,483 1,5681,5681,5681,568 △△△△ 85858585 1,4881,4881,4881,488

　　　　 仕仕仕仕 掛掛掛掛 品品品品 505505505505 540540540540 △△△△ 35353535 531531531531

　　　　 貯貯貯貯 蔵蔵蔵蔵 品品品品 633633633633 676676676676 △△△△ 43434343 664664664664

繰繰繰繰 延延延延 税税税税 金金金金 資資資資 産産産産 1,9331,9331,9331,933 1,7311,7311,7311,731 202202202202 1,8751,8751,8751,875

　　　　 そそそそ のののの 他他他他 のののの 流流流流 動動動動 資資資資 産産産産 2,0242,0242,0242,024 1,8841,8841,8841,884 140140140140 1,9811,9811,9811,981

　　　　 貸貸貸貸 倒倒倒倒 引引引引 当当当当 金金金金 △△△△ 8888 △△△△ 1111 △△△△ 7777 △△△△ 1111

 固　 定　 資　 産 固　 定　 資　 産 固　 定　 資　 産 固　 定　 資　 産 《《《《 143,504143,504143,504143,504 》》》》 《《《《 127,959127,959127,959127,959 》》》》 《《《《 15,54515,54515,54515,545 》》》》 《《《《 120,229120,229120,229120,229 》》》》

有 形 固 定 資 産有 形 固 定 資 産有 形 固 定 資 産有 形 固 定 資 産 （（（（ 44,83344,83344,83344,833 ）））） （（（（ 45,74345,74345,74345,743 ）））） （（（（△△△△ 910910910910 ）））） （（（（ 45,57645,57645,57645,576 ））））

建建建建 物物物物 14,92814,92814,92814,928 15,33015,33015,33015,330 △△△△ 402402402402 15,57915,57915,57915,579

構構構構 築築築築 物物物物 966966966966 1,0241,0241,0241,024 △△△△ 58585858 1,0921,0921,0921,092

機機機機 械械械械 装装装装 置置置置 10,02510,02510,02510,025 10,47210,47210,47210,472 △△△△ 446446446446 9,9399,9399,9399,939

車車車車 両両両両 運運運運 搬搬搬搬 具具具具 97979797 94949494 2222 78787878

工工工工 具具具具 器器器器 具具具具 備備備備 品品品品 721721721721 748748748748 △△△△ 27272727 747747747747

土土土土 地地地地 17,89317,89317,89317,893 17,98817,98817,98817,988 △△△△ 96969696 17,99517,99517,99517,995

建建建建 設設設設 仮仮仮仮 勘勘勘勘 定定定定 204204204204 87878787 117117117117 146146146146

無 形 固 定 資 産無 形 固 定 資 産無 形 固 定 資 産無 形 固 定 資 産 （（（（ 1,6041,6041,6041,604 ）））） （（（（ 1,0481,0481,0481,048 ）））） （（（（ 556556556556 ）））） （（（（ 932932932932 ））））

電電電電 話話話話 加加加加 入入入入 権権権権 45454545 45454545 △△△△ 0000 45454545

ソソソソ フフフフ トトトト ウウウウ ェェェェ アアアア 827827827827 580580580580 247247247247 620620620620

ソソソソフフフフトトトトウウウウェェェェアアアア仮仮仮仮勘勘勘勘定定定定 714714714714 403403403403 311311311311 245245245245
そそそそ のののの 他他他他 のののの 無無無無 形形形形 固固固固 定定定定 資資資資 産産産産 18181818 19191919 △△△△ 1111 22222222

投資その他の資産投資その他の資産投資その他の資産投資その他の資産 （（（（ 97,06797,06797,06797,067 ）））） （（（（ 81,16881,16881,16881,168 ）））） （（（（ 15,89915,89915,89915,899 ）））） （（（（ 73,72173,72173,72173,721 ））））

投投投投 資資資資 有有有有 価価価価 証証証証 券券券券 58,02158,02158,02158,021 62,96162,96162,96162,961 △△△△ 4,9404,9404,9404,940 55,57155,57155,57155,571

関関関関 係係係係 会会会会 社社社社 株株株株 式式式式 30,44630,44630,44630,446 10,64410,64410,64410,644 19,80219,80219,80219,802 10,64410,64410,64410,644

出出出出 資資資資 金金金金 985985985985 908908908908 77777777 1,2161,2161,2161,216

長長長長 期期期期 貸貸貸貸 付付付付 金金金金 3,5283,5283,5283,528 3,0623,0623,0623,062 465465465465 2,6262,6262,6262,626

差差差差 入入入入 保保保保 証証証証 金金金金 1,2001,2001,2001,200 1,1901,1901,1901,190 10101010 1,3581,3581,3581,358

長長長長 期期期期 前前前前 払払払払 費費費費 用用用用 12121212 14141414 △△△△ 2222 6666

長長長長 期期期期 定定定定 期期期期 預預預預 金金金金 2,5002,5002,5002,500 2,5002,5002,5002,500 －－－－ 2,5002,5002,5002,500

前前前前 払払払払 年年年年 金金金金 費費費費 用用用用 462462462462 －－－－ 462462462462 －－－－

そそそそ のののの 他他他他 のののの 投投投投 資資資資 等等等等 69696969 69696969 －－－－ 69696969

貸貸貸貸 倒倒倒倒 引引引引 当当当当 金金金金 △△△△ 155155155155 △△△△ 180180180180 25252525 △△△△ 269269269269

213,036213,036213,036213,036 212,526212,526212,526212,526 510510510510 206,993206,993206,993206,993

科　　　　　目科　　　　　目科　　　　　目科　　　　　目

資　　　　産　　　　の　　　　部資　　　　産　　　　の　　　　部資　　　　産　　　　の　　　　部資　　　　産　　　　の　　　　部

当中間会計期間末当中間会計期間末当中間会計期間末当中間会計期間末 前事業年度末前事業年度末前事業年度末前事業年度末
（Ｈ18．3．31現在）（Ｈ18．3．31現在）（Ｈ18．3．31現在）（Ｈ18．3．31現在）

前中間会計期間末前中間会計期間末前中間会計期間末前中間会計期間末
（Ｈ17．9．30現在）（Ｈ17．9．30現在）（Ｈ17．9．30現在）（Ｈ17．9．30現在）（Ｈ18．9．30現在）（Ｈ18．9．30現在）（Ｈ18．9．30現在）（Ｈ18．9．30現在）

増減額増減額増減額増減額

資    産    合    計資    産    合    計資    産    合    計資    産    合    計

単-2単-2単-2単-2



（単位：百万円）（単位：百万円）（単位：百万円）（単位：百万円）

　　　　

 流   動   負   債 流   動   負   債 流   動   負   債 流   動   負   債 《《《《 32,11732,11732,11732,117 》》》》 《《《《 29,50729,50729,50729,507 》》》》 《《《《 2,6102,6102,6102,610 》》》》 《《《《 30,92630,92630,92630,926 》》》》

　　　　 支支支支 払払払払 手手手手 形形形形 2,6942,6942,6942,694 3,0023,0023,0023,002 △△△△ 308308308308 3,3583,3583,3583,358

　　　　 買買買買 掛掛掛掛 金金金金 12,99812,99812,99812,998 11,48211,48211,48211,482 1,5161,5161,5161,516 12,40112,40112,40112,401

　　　　 未未未未 払払払払 金金金金 12,56512,56512,56512,565 11,29211,29211,29211,292 1,2731,2731,2731,273 12,08512,08512,08512,085

　　　　 未未未未 払払払払 法法法法 人人人人 税税税税 等等等等 1,2281,2281,2281,228 1,5231,5231,5231,523 △△△△ 295295295295 702702702702

　　　　 未未未未 払払払払 費費費費 用用用用 2,1482,1482,1482,148 1,8661,8661,8661,866 282282282282 2,1472,1472,1472,147

　　　　 預預預預 りりりり 金金金金 116116116116 112112112112 4444 94949494

　　　　 役役役役 員員員員 賞賞賞賞 与与与与 引引引引 当当当当 金金金金 30303030 －－－－ 30303030 －－－－

　　　　 そそそそ のののの 他他他他 のののの 流流流流 動動動動 負負負負 債債債債 338338338338 231231231231 108108108108 141141141141

 固   定   負   債 固   定   負   債 固   定   負   債 固   定   負   債 《《《《 5,0345,0345,0345,034 》》》》 《《《《 5,7205,7205,7205,720 》》》》 《《《《△△△△ 685685685685 》》》》 《《《《 3,9283,9283,9283,928 》》》》

退退退退 職職職職 給給給給 付付付付 引引引引 当当当当 金金金金 －－－－ 431431431431 △△△△ 431431431431 900900900900
役役役役 員員員員 退退退退 職職職職 慰慰慰慰 労労労労 引引引引 当当当当 金金金金 －－－－ 1,0061,0061,0061,006 △△△△ 1,0061,0061,0061,006 1,0291,0291,0291,029

長長長長 期期期期 未未未未 払払払払 金金金金 840840840840 －－－－ 840840840840 －－－－

預預預預 りりりり 保保保保 証証証証 金金金金 263263263263 220220220220 44444444 220220220220

繰繰繰繰 延延延延 税税税税 金金金金 負負負負 債債債債 3,9313,9313,9313,931 4,0634,0634,0634,063 △△△△ 132132132132 1,7801,7801,7801,780

37,15137,15137,15137,151 35,22735,22735,22735,227 1,9251,9251,9251,925 34,85434,85434,85434,854

《《《《 －－－－ 》》》》 《《《《 9,9489,9489,9489,948 》》》》 《《《《 －－－－ 》》》》 《《《《 9,9489,9489,9489,948 》》》》

《《《《 －－－－ 》》》》 《《《《 23,81523,81523,81523,815 》》》》 《《《《 －－－－ 》》》》 《《《《 23,81523,81523,81523,815 》》》》

－－－－ 23,81523,81523,81523,815 －－－－ 23,81523,81523,81523,815

《《《《 －－－－ 》》》》 《《《《 134,691134,691134,691134,691 》》》》 《《《《 －－－－ 》》》》 《《《《 132,589132,589132,589132,589 》》》》

－－－－ 2,4872,4872,4872,487 －－－－ 2,4872,4872,4872,487

別別別別 途途途途 積積積積 立立立立 金金金金 －－－－ 126,900126,900126,900126,900 －－－－ 126,900126,900126,900126,900

－－－－ 5,3045,3045,3045,304 －－－－ 3,2023,2023,2023,202

《《《《 －－－－ 》》》》 《《《《 10,13510,13510,13510,135 》》》》 《《《《 －－－－ 》》》》 《《《《 7,0737,0737,0737,073 》》》》

《《《《 －－－－ 》》》》 《《《《△△△△ 1,2911,2911,2911,291 》》》》 《《《《 －－－－ 》》》》 《《《《△△△△ 1,2871,2871,2871,287 》》》》

－－－－ 177,299177,299177,299177,299 －－－－ 172,139172,139172,139172,139

－－－－ 212,526212,526212,526212,526 －－－－ 206,993206,993206,993206,993

 株　主　資　本 株　主　資　本 株　主　資　本 株　主　資　本 《《《《 167,246167,246167,246167,246 》》》》 《《《《 －－－－ 》》》》 《《《《 －－－－ 》》》》 《《《《 －－－－ 》》》》

（（（（ 9,9489,9489,9489,948 ）））） （（（（ －－－－ ）））） （（（（ －－－－ ）））） （（（（ －－－－ ））））

    （（（（ 23,81523,81523,81523,815 ）））） （（（（ －－－－ ）））） （（（（ －－－－ ）））） （（（（ －－－－ ））））

23,81523,81523,81523,815 －－－－ －－－－ －－－－

    利　益　剰　余　金利　益　剰　余　金利　益　剰　余　金利　益　剰　余　金 （（（（ 134,778134,778134,778134,778 ）））） （（（（ －－－－ ）））） （（（（ －－－－ ）））） （（（（ －－－－ ））））

2,4872,4872,4872,487 －－－－ －－－－ －－－－

132,290132,290132,290132,290 －－－－ －－－－ －－－－

別別別別 途途途途 積積積積 立立立立 金金金金 127,900127,900127,900127,900 －－－－ －－－－ －－－－

繰繰繰繰 越越越越 利利利利 益益益益 剰剰剰剰 余余余余 金金金金 4,3904,3904,3904,390 －－－－ －－－－ －－－－

（（（（△△△△ 1,2961,2961,2961,296 ）））） （（（（ －－－－ ）））） （（（（ －－－－ ）））） （（（（ －－－－ ））））

 評価・換算差額等 評価・換算差額等 評価・換算差額等 評価・換算差額等 《《《《 8,6398,6398,6398,639 》》》》 《《《《 －－－－ 》》》》 《《《《 －－－－ 》》》》 《《《《 －－－－ 》》》》

（（（（ 8,6398,6398,6398,639 ）））） （（（（ －－－－ ）））） （（（（ －－－－ ）））） （（（（ －－－－ ））））

175,884175,884175,884175,884 －－－－ －－－－ －－－－

213,036213,036213,036213,036 －－－－ －－－－ －－－－

科　　　　　目科　　　　　目科　　　　　目科　　　　　目

負　　　　債　　　　の　　　　部負　　　　債　　　　の　　　　部負　　　　債　　　　の　　　　部負　　　　債　　　　の　　　　部

前中間会計期間末前中間会計期間末前中間会計期間末前中間会計期間末
（Ｈ17．9．30現在）（Ｈ17．9．30現在）（Ｈ17．9．30現在）（Ｈ17．9．30現在）

前事業年度末前事業年度末前事業年度末前事業年度末
（Ｈ18．9．30現在）（Ｈ18．9．30現在）（Ｈ18．9．30現在）（Ｈ18．9．30現在） （Ｈ18．3．31現在）（Ｈ18．3．31現在）（Ｈ18．3．31現在）（Ｈ18．3．31現在）
当中間会計期間末当中間会計期間末当中間会計期間末当中間会計期間末

負 債 ・純 資 産 合 計負 債 ・純 資 産 合 計負 債 ・純 資 産 合 計負 債 ・純 資 産 合 計

純 　資　 産 　合 　計純 　資　 産 　合 　計純 　資　 産 　合 　計純 　資　 産 　合 　計

負 債 ・ 資 本 合 計負 債 ・ 資 本 合 計負 債 ・ 資 本 合 計負 債 ・ 資 本 合 計

資　　　　本　　　　の　　　　部資　　　　本　　　　の　　　　部資　　　　本　　　　の　　　　部資　　　　本　　　　の　　　　部

資  　本 　 合　  計資  　本 　 合　  計資  　本 　 合　  計資  　本 　 合　  計

資資資資 本本本本 金金金金

資資資資 本本本本 剰剰剰剰 余余余余 金金金金

資資資資 本本本本 準準準準 備備備備 金金金金

利利利利 益益益益 準準準準 備備備備 金金金金

そそそそ のののの 他他他他 利利利利 益益益益 剰剰剰剰 余余余余 金金金金

負    債    合    計負    債    合    計負    債    合    計負    債    合    計

純　　　資　　　産　　　の　　　部純　　　資　　　産　　　の　　　部純　　　資　　　産　　　の　　　部純　　　資　　　産　　　の　　　部

増減額増減額増減額増減額

自自自自 己己己己 株株株株 式式式式

自自自自 己己己己 株株株株 式式式式

そそそそのののの他他他他有有有有価価価価証証証証券券券券評評評評価価価価差差差差額額額額金金金金

資資資資 本本本本 金金金金

資資資資 本本本本 剰剰剰剰 余余余余 金金金金

利利利利 益益益益 剰剰剰剰 余余余余 金金金金

資資資資 本本本本 準準準準 備備備備 金金金金

利利利利 益益益益 準準準準 備備備備 金金金金

任任任任 意意意意 積積積積 立立立立 金金金金

中中中中間間間間（（（（当当当当期期期期））））未未未未処処処処分分分分利利利利益益益益

そそそそのののの他他他他有有有有価価価価証証証証券券券券評評評評価価価価差差差差額額額額金金金金
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２．中間損益計算書２．中間損益計算書２．中間損益計算書２．中間損益計算書 　　　　
（単位：百万円）（単位：百万円）（単位：百万円）（単位：百万円） 　　　　

　　　　

　　　　　　　　

83,16483,16483,16483,164 80,76680,76680,76680,766 2,3982,3982,3982,398 162,375162,375162,375162,375

38,17938,17938,17938,179 37,94937,94937,94937,949 229229229229 76,01676,01676,01676,016

売売売売 上上上上 総総総総 利利利利 益益益益 44,98544,98544,98544,985 42,81742,81742,81742,817 2,1682,1682,1682,168 86,36086,36086,36086,360

販売費及び一般管理費販売費及び一般管理費販売費及び一般管理費販売費及び一般管理費 41,85241,85241,85241,852 40,53040,53040,53040,530 1,3221,3221,3221,322 80,18780,18780,18780,187

営営営営 業業業業 利利利利 益益益益 3,1333,1333,1333,133 2,2872,2872,2872,287 846846846846 6,1736,1736,1736,173

営  業  外  収  益営  業  外  収  益営  業  外  収  益営  業  外  収  益

568568568568 556556556556 12121212 1,0051,0051,0051,005

207207207207 206206206206 1111 412412412412

71717171 112112112112 △△△△ 42424242 256256256256

4444 4444 0000 6666

58585858 70707070 △△△△ 13131313 135135135135

105105105105 70707070 35353535 350350350350

3,8123,8123,8123,812 3,0173,0173,0173,017 795795795795 7,3547,3547,3547,354

780780780780 0000 779779779779 41414141

26262626 3333 23232323 6666

244244244244 0000 244244244244 28282828

－－－－ 1111 △△△△ 1111 2222

120120120120 198198198198 △△△△ 78787878 270270270270

360360360360 1111 359359359359 4444

2222 11111111 △△△△ 9999 11111111

－－－－ －－－－ －－－－ 326326326326

－－－－ －－－－ －－－－ 218218218218

1111 22222222 △△△△ 21212121 26262626

4,3784,3784,3784,378 2,7892,7892,7892,789 1,5891,5891,5891,589 6,5766,5766,5766,576

1,1091,1091,1091,109 611611611611 498498498498 1,9681,9681,9681,968

692692692692 448448448448 243243243243 776776776776

2,5782,5782,5782,578 1,7301,7301,7301,730 848848848848 3,8323,8323,8323,832

－－－－ 1,4721,4721,4721,472 －－－－ 1,4721,4721,4721,472

－－－－ 3,2023,2023,2023,202 －－－－ 5,3045,3045,3045,304

そそそそ のののの 他他他他

支支支支 払払払払 利利利利 息息息息

当中間会計期間当中間会計期間当中間会計期間当中間会計期間

（H18.4.1～H18.9.30）（H18.4.1～H18.9.30）（H18.4.1～H18.9.30）（H18.4.1～H18.9.30）

賃賃賃賃 貸貸貸貸 物物物物 件件件件 収収収収 益益益益

売売売売 上上上上 高高高高

売売売売 上上上上 原原原原 価価価価

受受受受 取取取取 利利利利 息息息息 ・・・・ 配配配配 当当当当 金金金金

　　　科                    目　　　科                    目　　　科                    目　　　科                    目 増減額増減額増減額増減額 前事業年度前事業年度前事業年度前事業年度

（H17.4.1～H18.3.31）（H17.4.1～H18.3.31）（H17.4.1～H18.3.31）（H17.4.1～H18.3.31）

前中間会計期間前中間会計期間前中間会計期間前中間会計期間

（H17.4.1～H17.9.30）（H17.4.1～H17.9.30）（H17.4.1～H17.9.30）（H17.4.1～H17.9.30）

貸貸貸貸 倒倒倒倒 引引引引 当当当当 金金金金 戻戻戻戻 入入入入

投投投投 資資資資 有有有有 価価価価 証証証証 券券券券 売売売売 却却却却 益益益益

営営営営 業業業業 外外外外 費費費費 用用用用

賃賃賃賃 貸貸貸貸 物物物物 件件件件 費費費費 用用用用

そそそそ のののの 他他他他

経経経経 常常常常 利利利利 益益益益

特特特特 別別別別 利利利利 益益益益

固固固固 定定定定 資資資資 産産産産 売売売売 却却却却 益益益益

そそそそ のののの 他他他他 特特特特 別別別別 利利利利 益益益益

特特特特 別別別別 損損損損 失失失失

固固固固 定定定定 資資資資 産産産産 除除除除 却却却却 損損損損

投投投投 資資資資 有有有有 価価価価 証証証証 券券券券 評評評評 価価価価 損損損損

中中中中 間間間間 （（（（ 当当当当 期期期期 ）））） 未未未未 処処処処 分分分分 利利利利 益益益益

ゴゴゴゴ ルルルル フフフフ 会会会会 員員員員 権権権権 等等等等 評評評評 価価価価 損損損損

税税税税 引引引引 前前前前 中中中中 間間間間 （（（（ 当当当当 期期期期 ）））） 純純純純 利利利利 益益益益

法法法法 人人人人 税税税税 ・・・・ 住住住住 民民民民 税税税税 及及及及 びびびび 事事事事 業業業業 税税税税

法法法法 人人人人 税税税税 等等等等 調調調調 整整整整 額額額額

中中中中 間間間間 （（（（ 当当当当 期期期期 ）））） 純純純純 利利利利 益益益益

前前前前 期期期期 繰繰繰繰 越越越越 利利利利 益益益益

関関関関 係係係係 会会会会 社社社社 株株株株 式式式式 評評評評 価価価価 損損損損

アアアア ドドドド ババババ イイイイ ザザザザ リリリリ ーーーー 手手手手 数数数数 料料料料

そそそそ のののの 他他他他 特特特特 別別別別 損損損損 失失失失
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３．中間株主資本等変動計算書３．中間株主資本等変動計算書３．中間株主資本等変動計算書３．中間株主資本等変動計算書

当中間会計期間(平成18年4月1日～平成18年9月30日）当中間会計期間(平成18年4月1日～平成18年9月30日）当中間会計期間(平成18年4月1日～平成18年9月30日）当中間会計期間(平成18年4月1日～平成18年9月30日）  　（単位：百万円） 　（単位：百万円） 　（単位：百万円） 　（単位：百万円）
評価・換評価・換評価・換評価・換
算差額等算差額等算差額等算差額等

資本剰余金資本剰余金資本剰余金資本剰余金

別途積立金別途積立金別途積立金別途積立金 繰越利益繰越利益繰越利益繰越利益
剰余金剰余金剰余金剰余金

9,9489,9489,9489,948 23,81523,81523,81523,815 2,4872,4872,4872,487 126,900126,900126,900126,900 5,3045,3045,3045,304 △ 1,291△ 1,291△ 1,291△ 1,291 167,164167,164167,164167,164 10,13510,13510,13510,135 177,299177,299177,299177,299

剰余金の配当剰余金の配当剰余金の配当剰余金の配当 △ 2,415△ 2,415△ 2,415△ 2,415 △ 2,415△ 2,415△ 2,415△ 2,415 △ 2,415△ 2,415△ 2,415△ 2,415

役員賞与の支給役員賞与の支給役員賞与の支給役員賞与の支給 △ 76△ 76△ 76△ 76 △ 76△ 76△ 76△ 76 △ 76△ 76△ 76△ 76

中間純利益中間純利益中間純利益中間純利益 2,5782,5782,5782,578 2,5782,5782,5782,578 2,5782,5782,5782,578

自己株式の取得自己株式の取得自己株式の取得自己株式の取得 △ 5△ 5△ 5△ 5 △ 5△ 5△ 5△ 5 △ 5△ 5△ 5△ 5

別途積立金の積立別途積立金の積立別途積立金の積立別途積立金の積立 1,0001,0001,0001,000 △ 1,000△ 1,000△ 1,000△ 1,000 －－－－ －－－－

株主資本以外の項目株主資本以外の項目株主資本以外の項目株主資本以外の項目
の中間会計期間中のの中間会計期間中のの中間会計期間中のの中間会計期間中の
変動額（純額）変動額（純額）変動額（純額）変動額（純額）

－－－－ △ 1,496△ 1,496△ 1,496△ 1,496 △ 1,496△ 1,496△ 1,496△ 1,496

－－－－ －－－－ －－－－ 1,0001,0001,0001,000 △ 914△ 914△ 914△ 914 △ 5△ 5△ 5△ 5 81818181 △ 1,496△ 1,496△ 1,496△ 1,496 △ 1,415△ 1,415△ 1,415△ 1,415

9,9489,9489,9489,948 23,81523,81523,81523,815 2,4872,4872,4872,487 127,900127,900127,900127,900 4,3904,3904,3904,390 △ 1,296△ 1,296△ 1,296△ 1,296 167,246167,246167,246167,246 8,6398,6398,6398,639 175,884175,884175,884175,884

株主資本株主資本株主資本株主資本
合　　計合　　計合　　計合　　計

その他有その他有その他有その他有
価証券評価証券評価証券評価証券評
価差額金価差額金価差額金価差額金

平成18年9月30日残高平成18年9月30日残高平成18年9月30日残高平成18年9月30日残高

中間会計期間中の中間会計期間中の中間会計期間中の中間会計期間中の
変動額変動額変動額変動額

中間会計期間中の中間会計期間中の中間会計期間中の中間会計期間中の
変動額合計変動額合計変動額合計変動額合計

純資産純資産純資産純資産
合　計合　計合　計合　計

株主資本株主資本株主資本株主資本

平成18年3月31日残高平成18年3月31日残高平成18年3月31日残高平成18年3月31日残高

資本金資本金資本金資本金

利益剰余金利益剰余金利益剰余金利益剰余金

資本準備金資本準備金資本準備金資本準備金 利益準備金利益準備金利益準備金利益準備金
その他利益剰余金その他利益剰余金その他利益剰余金その他利益剰余金 自己株式自己株式自己株式自己株式
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４．中間財務諸表作成の基本となる重要な事項４．中間財務諸表作成の基本となる重要な事項４．中間財務諸表作成の基本となる重要な事項４．中間財務諸表作成の基本となる重要な事項    

（１）有価証券の評価基準および評価方法（１）有価証券の評価基準および評価方法（１）有価証券の評価基準および評価方法（１）有価証券の評価基準および評価方法    

満期保有目的債券満期保有目的債券満期保有目的債券満期保有目的債券    …………………………………………………………………………    償却原価法償却原価法償却原価法償却原価法    

子会社および関連会社株式子会社および関連会社株式子会社および関連会社株式子会社および関連会社株式    ………………………………    総平均法による原価法総平均法による原価法総平均法による原価法総平均法による原価法    

その他有価証券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中間決算日の市場価格等に基づく時価法中間決算日の市場価格等に基づく時価法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（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原（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）価は移動平均法により算定）価は移動平均法により算定）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時価のないもの    ………………………………………………………………    総平均法による原価法総平均法による原価法総平均法による原価法総平均法による原価法    

（２）たな卸資産の評価基準および評価方法（２）たな卸資産の評価基準および評価方法（２）たな卸資産の評価基準および評価方法（２）たな卸資産の評価基準および評価方法    

①製商品、原材料、仕掛品①製商品、原材料、仕掛品①製商品、原材料、仕掛品①製商品、原材料、仕掛品    …………………………………………    総平均法による原価法総平均法による原価法総平均法による原価法総平均法による原価法    

②貯蔵品②貯蔵品②貯蔵品②貯蔵品    ………………………………………………………………………………………………………………………………    先入先出法による原価法先入先出法による原価法先入先出法による原価法先入先出法による原価法    

（３）固定資産の減価償却の方法（３）固定資産の減価償却の方法（３）固定資産の減価償却の方法（３）固定資産の減価償却の方法    

①有形固定資産①有形固定資産①有形固定資産①有形固定資産    …………    建物（建物附属設備を除く）は定額法、建物以外については定率法建物（建物附属設備を除く）は定額法、建物以外については定率法建物（建物附属設備を除く）は定額法、建物以外については定率法建物（建物附属設備を除く）は定額法、建物以外については定率法    

但し、当社は、機械装置の一部について経済的使用可能年数を勘案して、法定耐用年数但し、当社は、機械装置の一部について経済的使用可能年数を勘案して、法定耐用年数但し、当社は、機械装置の一部について経済的使用可能年数を勘案して、法定耐用年数但し、当社は、機械装置の一部について経済的使用可能年数を勘案して、法定耐用年数

を短縮しております。なお、主な耐用年数は、以下のとおりであります。を短縮しております。なお、主な耐用年数は、以下のとおりであります。を短縮しております。なお、主な耐用年数は、以下のとおりであります。を短縮しております。なお、主な耐用年数は、以下のとおりであります。    
建建建建        物物物物                        ３～５０年３～５０年３～５０年３～５０年    
機械装置機械装置機械装置機械装置                        ７～１５年７～１５年７～１５年７～１５年    

②無形固定資産②無形固定資産②無形固定資産②無形固定資産    …………    定額法定額法定額法定額法    

但し、ソフトウェアについては、見込利用可能期間（５年）に基づく定額法によってお但し、ソフトウェアについては、見込利用可能期間（５年）に基づく定額法によってお但し、ソフトウェアについては、見込利用可能期間（５年）に基づく定額法によってお但し、ソフトウェアについては、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。ります。ります。ります。    

（４）引当金の計上基準（４）引当金の計上基準（４）引当金の計上基準（４）引当金の計上基準    

①貸倒引当金①貸倒引当金①貸倒引当金①貸倒引当金    ……………………………………………………        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。収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。    

    
②②②②退職給付引当金退職給付引当金退職給付引当金退職給付引当金        ………………………………        従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付

債務および年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末におい債務および年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末におい債務および年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末におい債務および年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末におい
て発生していると認められる額を計上しております。て発生していると認められる額を計上しております。て発生していると認められる額を計上しております。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、当中間会計期間末においては、年金資産の拠出額が退職給なお、当中間会計期間末においては、年金資産の拠出額が退職給なお、当中間会計期間末においては、年金資産の拠出額が退職給なお、当中間会計期間末においては、年金資産の拠出額が退職給
付費用を超過するため、資産の部に前払年金費用として表示して付費用を超過するため、資産の部に前払年金費用として表示して付費用を超過するため、資産の部に前払年金費用として表示して付費用を超過するため、資産の部に前払年金費用として表示して
おおおおります。ります。ります。ります。    
また、数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務また、数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務また、数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務また、数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務
期間以内の一定の年数（期間以内の一定の年数（期間以内の一定の年数（期間以内の一定の年数（10101010年）による定額法により翌年度から費年）による定額法により翌年度から費年）による定額法により翌年度から費年）による定額法により翌年度から費
用処理しております。用処理しております。用処理しております。用処理しております。    

    

③役員賞与引当金③役員賞与引当金③役員賞与引当金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、当事業年度に役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、当事業年度に役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、当事業年度に役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、当事業年度に
おける支給見込額に基づき、当中間会計期間に見合う分を計上おける支給見込額に基づき、当中間会計期間に見合う分を計上おける支給見込額に基づき、当中間会計期間に見合う分を計上おける支給見込額に基づき、当中間会計期間に見合う分を計上
しております。しております。しております。しております。    

                                                    （会計方針の変更）（会計方針の変更）（会計方針の変更）（会計方針の変更）    
                                                    当中間会計期間から「役員賞与に関する会計基準」（企業会計当中間会計期間から「役員賞与に関する会計基準」（企業会計当中間会計期間から「役員賞与に関する会計基準」（企業会計当中間会計期間から「役員賞与に関する会計基準」（企業会計

基準委員会平成基準委員会平成基準委員会平成基準委員会平成17171717年年年年11111111月月月月29292929日日日日    企業会計基準４号）を適用して企業会計基準４号）を適用して企業会計基準４号）を適用して企業会計基準４号）を適用して
おります。この結おります。この結おります。この結おります。この結果、従来の方法に比べて、営業利益、経常利果、従来の方法に比べて、営業利益、経常利果、従来の方法に比べて、営業利益、経常利果、従来の方法に比べて、営業利益、経常利
益および税引前中間純利益が、益および税引前中間純利益が、益および税引前中間純利益が、益および税引前中間純利益が、30303030百万円減少しております。百万円減少しております。百万円減少しております。百万円減少しております。    



単単単単----7777 

④役員退職慰労引当金④役員退職慰労引当金④役員退職慰労引当金④役員退職慰労引当金    …………    従来、役員および執行役員の退職慰労金の支出に備えるため、従来、役員および執行役員の退職慰労金の支出に備えるため、従来、役員および執行役員の退職慰労金の支出に備えるため、従来、役員および執行役員の退職慰労金の支出に備えるため、
役員および執行役員退職慰労金内規に基づく中間会計期間末要役員および執行役員退職慰労金内規に基づく中間会計期間末要役員および執行役員退職慰労金内規に基づく中間会計期間末要役員および執行役員退職慰労金内規に基づく中間会計期間末要
支給額を計上しておりましたが、役員報酬制度見直しの一環と支給額を計上しておりましたが、役員報酬制度見直しの一環と支給額を計上しておりましたが、役員報酬制度見直しの一環と支給額を計上しておりましたが、役員報酬制度見直しの一環と
して、平成して、平成して、平成して、平成 18181818 年６月年６月年６月年６月 28282828 日の定時株主総会の決議をもって役員日の定時株主総会の決議をもって役員日の定時株主総会の決議をもって役員日の定時株主総会の決議をもって役員
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
間に対する役員退職慰労金相当額は、各役員および執行役員の間に対する役員退職慰労金相当額は、各役員および執行役員の間に対する役員退職慰労金相当額は、各役員および執行役員の間に対する役員退職慰労金相当額は、各役員および執行役員の
退任時に支給されるため、長期未払金として固定負債に退任時に支給されるため、長期未払金として固定負債に退任時に支給されるため、長期未払金として固定負債に退任時に支給されるため、長期未払金として固定負債に表示し表示し表示し表示し
ております。ております。ております。ております。    

（５）外貨建の資産および負債の本邦通貨への換算基準（５）外貨建の資産および負債の本邦通貨への換算基準（５）外貨建の資産および負債の本邦通貨への換算基準（５）外貨建の資産および負債の本邦通貨への換算基準    
外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益

として処理しております。として処理しております。として処理しております。として処理しております。    

（６）リース取引の処理方法（６）リース取引の処理方法（６）リース取引の処理方法（６）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。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。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。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。    
    
（７）消費税等の会計処理（７）消費税等の会計処理（７）消費税等の会計処理（７）消費税等の会計処理    

消費税等については、税抜処理を行っております。消費税等については、税抜処理を行っております。消費税等については、税抜処理を行っております。消費税等については、税抜処理を行っております。    
    

（８）貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等（８）貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等（８）貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等（８）貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等    

当中間会計期間から「当中間会計期間から「当中間会計期間から「当中間会計期間から「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

委員会委員会委員会委員会    平成平成平成平成17171717年年年年12121212月９日月９日月９日月９日    企業会計基準第５号）および「貸借対照表の純資産の部の表企業会計基準第５号）および「貸借対照表の純資産の部の表企業会計基準第５号）および「貸借対照表の純資産の部の表企業会計基準第５号）および「貸借対照表の純資産の部の表

示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準委員会示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準委員会示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準委員会示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準委員会    平成平成平成平成17171717年年年年12121212月９日月９日月９日月９日    企業会計企業会計企業会計企業会計

基準適用指針第８号）を適用しております。これによる損益に与える影響はありません。基準適用指針第８号）を適用しております。これによる損益に与える影響はありません。基準適用指針第８号）を適用しております。これによる損益に与える影響はありません。基準適用指針第８号）を適用しております。これによる損益に与える影響はありません。    

なお、従来の「資本の部」の合計に相当する金額はなお、従来の「資本の部」の合計に相当する金額はなお、従来の「資本の部」の合計に相当する金額はなお、従来の「資本の部」の合計に相当する金額は175,884175,884175,884175,884百万円です。百万円です。百万円です。百万円です。    

中間財務諸表等規則の改正により、当中間会計期間における中間財務諸表は、改正後の中中間財務諸表等規則の改正により、当中間会計期間における中間財務諸表は、改正後の中中間財務諸表等規則の改正により、当中間会計期間における中間財務諸表は、改正後の中中間財務諸表等規則の改正により、当中間会計期間における中間財務諸表は、改正後の中

間財務諸表等規則により作成しております。間財務諸表等規則により作成しております。間財務諸表等規則により作成しております。間財務諸表等規則により作成しております。    

    

【注【注【注【注記事項】記事項】記事項】記事項】    

（中間貸借対照表関係）（中間貸借対照表関係）（中間貸借対照表関係）（中間貸借対照表関係）    

（１）有形固定資産の減価償却累計額（１）有形固定資産の減価償却累計額（１）有形固定資産の減価償却累計額（１）有形固定資産の減価償却累計額    （当中間会計期間）（当中間会計期間）（当中間会計期間）（当中間会計期間）    86,06686,06686,06686,066    百万円百万円百万円百万円            

    （前中間会計期間）（前中間会計期間）（前中間会計期間）（前中間会計期間）    86,95886,95886,95886,958    百万円百万円百万円百万円            

    （（（（前 事 業 年前 事 業 年前 事 業 年前 事 業 年 度度度度））））    88,39988,39988,39988,399    百万円百万円百万円百万円            

（２）偶発債務（２）偶発債務（２）偶発債務（２）偶発債務                        

当社従業員の住宅資金融資借入当社従業員の住宅資金融資借入当社従業員の住宅資金融資借入当社従業員の住宅資金融資借入    （当中間会計期間）（当中間会計期間）（当中間会計期間）（当中間会計期間）    45454545    百万円百万円百万円百万円            

に対する債務保証に対する債務保証に対する債務保証に対する債務保証    （前中間会計期間）（前中間会計期間）（前中間会計期間）（前中間会計期間）    58585858    百万円百万円百万円百万円            

    （（（（前 事 業 年前 事 業 年前 事 業 年前 事 業 年 度度度度））））    51515151    百万円百万円百万円百万円            

（３）中間会計期間末日満期手形（３）中間会計期間末日満期手形（３）中間会計期間末日満期手形（３）中間会計期間末日満期手形                        

当中間会計期間末日満期手形の会計処理については、手形満期日を当中間会計期間末日満期手形の会計処理については、手形満期日を当中間会計期間末日満期手形の会計処理については、手形満期日を当中間会計期間末日満期手形の会計処理については、手形満期日をもって決済処理しておりまもって決済処理しておりまもって決済処理しておりまもって決済処理しておりま

すので、受取手形４百万円、支払手形すので、受取手形４百万円、支払手形すので、受取手形４百万円、支払手形すので、受取手形４百万円、支払手形268268268268百万円は当中間会計期間末残高には含まれておりま百万円は当中間会計期間末残高には含まれておりま百万円は当中間会計期間末残高には含まれておりま百万円は当中間会計期間末残高には含まれておりま

せん。せん。せん。せん。    
 



単単単単----8888 

    

リリリリ    ーーーー    スススス    取取取取    引引引引    
    

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    

１．１．１．１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、減損損失累計額相当額および中間期末リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、減損損失累計額相当額および中間期末リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、減損損失累計額相当額および中間期末リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、減損損失累計額相当額および中間期末    
（期末）残高相当額（期末）残高相当額（期末）残高相当額（期末）残高相当額    

取 得 価 額 相 当 額取 得 価 額 相 当 額取 得 価 額 相 当 額取 得 価 額 相 当 額    （当中間会計期間）（当中間会計期間）（当中間会計期間）（当中間会計期間）    （前中間会計期間）（前中間会計期間）（前中間会計期間）（前中間会計期間）    （前事業年度）（前事業年度）（前事業年度）（前事業年度）    

機 械 装 置機 械 装 置機 械 装 置機 械 装 置    75757575 百万円百万円百万円百万円    286286286286 百万円百万円百万円百万円    142142142142 百万円百万円百万円百万円    
工具器具備品工具器具備品工具器具備品工具器具備品    1,0351,0351,0351,035 百万円百万円百万円百万円    971971971971 百万円百万円百万円百万円    971971971971 百万円百万円百万円百万円    
その他その他その他その他    21212121 百万円百万円百万円百万円    16161616 百万円百万円百万円百万円    16161616 百万円百万円百万円百万円    
合合合合    計計計計    1,1311,1311,1311,131 百万円百万円百万円百万円    1,2731,2731,2731,273 百万円百万円百万円百万円    1,1291,1291,1291,129 百万円百万円百万円百万円    

                
減価償却累計額相当額減価償却累計額相当額減価償却累計額相当額減価償却累計額相当額    （当中間会計期間）（当中間会計期間）（当中間会計期間）（当中間会計期間）    （前中間会計期間）（前中間会計期間）（前中間会計期間）（前中間会計期間）    （前事業年度）（前事業年度）（前事業年度）（前事業年度）    

機 械 装 置機 械 装 置機 械 装 置機 械 装 置    48484848 百万円百万円百万円百万円    250250250250 百万円百万円百万円百万円    107107107107 百万円百万円百万円百万円    
工具器具備品工具器具備品工具器具備品工具器具備品    473473473473 百万円百万円百万円百万円    383383383383 百万円百万円百万円百万円    424424424424 百万円百万円百万円百万円    
その他その他その他その他    9999 百万百万百万百万円円円円    6666 百万円百万円百万円百万円    7777 百万円百万円百万円百万円    
合合合合    計計計計    530530530530 百万円百万円百万円百万円    639639639639 百万円百万円百万円百万円    538538538538 百万円百万円百万円百万円    
                

減損損失累計額相当額減損損失累計額相当額減損損失累計額相当額減損損失累計額相当額    （当中間会計期間）（当中間会計期間）（当中間会計期間）（当中間会計期間）    （前中間会計期間）（前中間会計期間）（前中間会計期間）（前中間会計期間）    （前事業年度）（前事業年度）（前事業年度）（前事業年度）    
機 械 装 置機 械 装 置機 械 装 置機 械 装 置    3333 百万円百万円百万円百万円    3333 百万円百万円百万円百万円    3333 百万円百万円百万円百万円    
合合合合    計計計計    3333 百万円百万円百万円百万円    3333 百万円百万円百万円百万円    3333 百万円百万円百万円百万円    
                

期末残高相当額期末残高相当額期末残高相当額期末残高相当額    （当中間会計期間）（当中間会計期間）（当中間会計期間）（当中間会計期間）    （前中間会計期間）（前中間会計期間）（前中間会計期間）（前中間会計期間）    （前事業年度）（前事業年度）（前事業年度）（前事業年度）    

機 械 装 置機 械 装 置機 械 装 置機 械 装 置    24242424 百万円百万円百万円百万円    33333333 百万円百万円百万円百万円    32323232 百万円百万円百万円百万円    
工具器具備品工具器具備品工具器具備品工具器具備品    562562562562 百百百百万円万円万円万円    588588588588 百万円百万円百万円百万円    547547547547 百万円百万円百万円百万円    
その他その他その他その他    12121212 百万円百万円百万円百万円    11111111 百万円百万円百万円百万円    9999 百万円百万円百万円百万円    
合合合合    計計計計    598598598598 百万円百万円百万円百万円    631631631631 百万円百万円百万円百万円    588588588588 百万円百万円百万円百万円    
    

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

    （当中間会計期間）（当中間会計期間）（当中間会計期間）（当中間会計期間）    （前中間会計期間）（前中間会計期間）（前中間会計期間）（前中間会計期間）  （前事業年度）（前事業年度）（前事業年度）（前事業年度）    
１年以内１年以内１年以内１年以内    245245245245 百万円百万円百万円百万円    252252252252 百万円百万円百万円百万円    241241241241 百万円百万円百万円百万円  
１１１１    年年年年    超超超超    353353353353 百万円百万円百万円百万円    379379379379 百万円百万円百万円百万円    347347347347 百万円百万円百万円百万円  
合合合合        計計計計    598598598598 百万円百万円百万円百万円    631631631631 百万円百万円百万円百万円    588588588588 百万円百万円百万円百万円  

                                
リース資産減損勘定の残高リース資産減損勘定の残高リース資産減損勘定の残高リース資産減損勘定の残高    1111 百万円百万円百万円百万円    2222 百万円百万円百万円百万円  1111 百万円百万円百万円百万円  

                                                
３．支払３．支払３．支払３．支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却費相当額および減損損失リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却費相当額および減損損失リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却費相当額および減損損失リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却費相当額および減損損失    

    （当中間会計期間）（当中間会計期間）（当中間会計期間）（当中間会計期間）    （前中間会計期間）（前中間会計期間）（前中間会計期間）（前中間会計期間）    （前事業年度）（前事業年度）（前事業年度）（前事業年度）    

支 払 リ ー ス 料支 払 リ ー ス 料支 払 リ ー ス 料支 払 リ ー ス 料    133133133133 百万円百万円百万円百万円    420420420420 百万円百万円百万円百万円    561561561561 百万円百万円百万円百万円    
リース資産減損リース資産減損リース資産減損リース資産減損    

勘定の取崩額勘定の取崩額勘定の取崩額勘定の取崩額    
    

1111 百万円百万円百万円百万円    
    

1111 百万円百万円百万円百万円    
    

1111 百万円百万円百万円百万円    
減価償却費相当額減価償却費相当額減価償却費相当額減価償却費相当額    133133133133 百万円百万円百万円百万円    420420420420 百万円百万円百万円百万円    561561561561 百万円百万円百万円百万円    
減損損失減損損失減損損失減損損失    －百万円－百万円－百万円－百万円    －百万円－百万円－百万円－百万円    －百万円－百万円－百万円－百万円    

    
４．減価償却費相当額の算定方法は、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４．減価償却費相当額の算定方法は、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４．減価償却費相当額の算定方法は、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４．減価償却費相当額の算定方法は、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    

よよよよっております。っております。っております。っております。    
    
５．上記注記は、有形固定資産の期末残高等に占めるその割合が低いため、支払利子５．上記注記は、有形固定資産の期末残高等に占めるその割合が低いため、支払利子５．上記注記は、有形固定資産の期末残高等に占めるその割合が低いため、支払利子５．上記注記は、有形固定資産の期末残高等に占めるその割合が低いため、支払利子込み法に込み法に込み法に込み法に    

よっております。よっております。よっております。よっております。    



単単単単----9999 

    
    

有有有有        価価価価        証証証証        券券券券    
    
１．関連会社株式で時価のあるもの１．関連会社株式で時価のあるもの１．関連会社株式で時価のあるもの１．関連会社株式で時価のあるもの    

    （当中間会計期間）（当中間会計期間）（当中間会計期間）（当中間会計期間）    （前中間会計期間）（前中間会計期間）（前中間会計期間）（前中間会計期間）  （前事業年度）（前事業年度）（前事業年度）（前事業年度）    
貸借対照表計上額貸借対照表計上額貸借対照表計上額貸借対照表計上額    3,0383,0383,0383,038 百万円百万円百万円百万円    3,0363,0363,0363,036 百万円百万円百万円百万円    3,0363,0363,0363,036 百万円百万円百万円百万円    
時時時時                価価価価        7,3017,3017,3017,301 百万円百万円百万円百万円    6,5366,5366,5366,536 百万円百万円百万円百万円    7,1767,1767,1767,176 百万円百万円百万円百万円    
差差差差                額額額額        4,2634,2634,2634,263 百万円百万円百万円百万円    3,5013,5013,5013,501 百万円百万円百万円百万円    4,1404,1404,1404,140 百万円百万円百万円百万円    

 
当中間会計期間ならびに前中間会計期間、および前事当中間会計期間ならびに前中間会計期間、および前事当中間会計期間ならびに前中間会計期間、および前事当中間会計期間ならびに前中間会計期間、および前事業年度のいずれにおいても、業年度のいずれにおいても、業年度のいずれにおいても、業年度のいずれにおいても、
子会社株式で時価のあるものはありません。子会社株式で時価のあるものはありません。子会社株式で時価のあるものはありません。子会社株式で時価のあるものはありません。     



補足説明資料
■損益の状況
《連　結》 （単位：百万円）

売上高

営業利益

経常利益

中間（当期）純利益

金額金額金額金額 構成比構成比構成比構成比 金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比

香辛食品類 ３１,５３１３１,５３１３１,５３１３１,５３１ 26.6%26.6%26.6%26.6% ３２,２５２ 33.9% ６２,３００ 26.5% ６１,９９５ 32.3%

加工食品類 １５,６１７１５,６１７１５,６１７１５,６１７ 13.2%13.2%13.2%13.2% １６,００４ 16.8% ３６,４００ 15.5% ３７,１２２ 19.4%

調理済食品類 ２０,０９０２０,０９０２０,０９０２０,０９０ 16.9%16.9%16.9%16.9% ２０,８２２ 21.9% ４０,５００ 17.2% ４１,００９ 21.4%

飲料・ｽﾅｯｸ類他 ４６,００５４６,００５４６,００５４６,００５ 38.8%38.8%38.8%38.8% ２１,３１６ 22.4% ８５,６００ 36.5% ４１,７０５ 21.8%

食　料　品 １１３,２４２１１３,２４２１１３,２４２１１３,２４２ 95.5%95.5%95.5%95.5% ９０,３９４ 95.0% ２２４,８００ 95.7% １８１,８３１ 94.9%

運送・倉庫業他 ５,３１３５,３１３５,３１３５,３１３ 4.5%4.5%4.5%4.5% ４,８００ 5.0% １０,２００ 4.3% ９,７６０ 5.1%

《単　独》

売上高

営業利益

経常利益

中間（当期）純利益

金額金額金額金額 構成比構成比構成比構成比 金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比

香辛食品類 ３１,２０４３１,２０４３１,２０４３１,２０４ 37.5%37.5%37.5%37.5% ３１,９４５ 39.5% ６１,４００ 36.5% ６１,３３１ 37.8%

加工食品類 １５,６１７１５,６１７１５,６１７１５,６１７ 18.8%18.8%18.8%18.8% １６,００３ 19.8% ３６,４００ 21.7% ３７,１２１ 22.8%

調理済食品類 １１,６３９１１,６３９１１,６３９１１,６３９ 14.0%14.0%14.0%14.0% １２,００８ 14.9% ２３,４００ 13.9% ２３,３６９ 14.4%

飲料・ｽﾅｯｸ類他 ２４,７０４２４,７０４２４,７０４２４,７０４ 29.7%29.7%29.7%29.7% ２０,８１０ 25.8% ４６,８００ 27.9% ４０,５５５ 25.0%

07.3期（H19.3）
目標

１６８,０００  

７,２００  

８,５００  

07.3期（H19.3）
目標

２３５,０００  

７,９００  

８,６００  

◇◇主な製品のご紹介◇◇◇◇主な製品のご紹介◇◇◇◇主な製品のご紹介◇◇◇◇主な製品のご紹介◇◇

７,３５４  

３,８３２  

07.3期（H19.3）07.3期（H19.3）07.3期（H19.3）07.3期（H19.3）
中間期中間期中間期中間期

１１８,５５５１１８,５５５１１８,５５５１１８,５５５     

４,２３８４,２３８４,２３８４,２３８     

３,１３３３,１３３３,１３３３,１３３     

３,８１２３,８１２３,８１２３,８１２     

２,５７８２,５７８２,５７８２,５７８     

２,８７９２,８７９２,８７９２,８７９     

07.3期（H19.3）07.3期（H19.3）07.3期（H19.3）07.3期（H19.3）
中間期中間期中間期中間期

４,４８９４,４８９４,４８９４,４８９     

８３,１６４８３,１６４８３,１６４８３,１６４     

06.3期（H18.3）
中間期

９５,１９４  

２,８８４  

３,４６５  

（単位：百万円）

06.3期（H18.3）
決算

１６２,３７５  

１,８８６  

06.3期（H18.3）
中間期

８０,７６６  

４,３４７  ４,７００  

06.3期（H18.3）
決算

１９１,５９１  

７,２７５  

８,０４６  

６,１７３  ２,２８７  

３,０１７  

１,７３０  ５,３００  

香辛食品類香辛食品類香辛食品類香辛食品類
バーモントカレー、こくまろｶﾚｰ、こくまろｶﾚｰｽﾍﾟｼｬﾙ、
ジャワカレー、ザ・カリー、PRIME、カレーパートナー、
ｽｰﾌﾟｶﾘｰの匠（ﾍﾟｰｽﾄﾀｲﾌﾟ）、コショー、唐辛子、クッキ
ングスパイス、特選ねりｽﾊﾟｲｽ、丸瓶洋風ｽﾊﾟｲｽ、
ギャバンスパイス、ニュークラウンエーススパイス、冷
しゃぶﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ　等

加工食品類加工食品類加工食品類加工食品類
シチューミクス、北海道ｼﾁｭｰ、こくまろｼﾁｭｰ、ビス
トロシェフ、シチュー･ド･ボー、カップシチュー、北
海道ﾁｬｳﾀﾞｰ、完熟ﾄﾏﾄのﾁｬｳﾀﾞｰ、完熟ﾄﾏﾄのﾊﾔｼ
ﾗｲｽｿｰｽ、熟成ﾃﾞﾐｸﾞﾗｽｿｰｽのﾊｯｼｭﾄﾞﾋﾞｰﾌ、グラタ
ン、豆腐ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞの素、むぎ茶＜ﾃｨｰﾊﾞｯｸﾞﾀｲﾌﾟ
＞、うまかっちゃん、うまいっしょ、好きやねん　等

調理済食品類調理済食品類調理済食品類調理済食品類
ククレカレー、こくまろｶﾚｰ、カレーマルシェ、ｽｰﾌﾟｶﾘｰ
の匠（ﾚﾄﾙﾄ、ｶｯﾌﾟ）、 のｶﾚｰ、 のﾊﾔｼ、ののの 
番、パスタココ・パスタソース、　ぱすたの　等

飲料・ｽﾅｯｸ類他飲料・ｽﾅｯｸ類他飲料・ｽﾅｯｸ類他飲料・ｽﾅｯｸ類他
六甲のおいしい水、とんがりｺｰﾝ、オー・ザック、
GABANﾎﾟﾃﾄﾁｯﾌﾟｽ、フルーチェ、フルーチェアジ
ア、プリン、冷製ｽｰﾌﾟ、ウコンの力、ニンニクの力、
うるおい美率、黒豆ｺｺｱ、さわやか吐息、ナチュラ
ルブラウン、ピュア・イン（ﾄﾞﾘﾝｸ・ｿﾌﾄｸｯｷｰ）、天然
効果　等
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■Ｂ／Ｓ・Ｐ／Ｌの状況他
《連　結》

07.3期（H19.3）07.3期（H19.3）07.3期（H19.3）07.3期（H19.3）
中間期中間期中間期中間期

06.3期（H18.3）
中間期

07.3期（H19.3）
目標

06.3期（H18.3）
決算

売上原価 ６２,１３９６２,１３９６２,１３９６２,１３９ ５０,１３７ １２３,０００ １００,６０２

売上原価率 ５２.４１％ ５２.４１％ ５２.４１％ ５２.４１％ ５２.６７％ ５２.３４％ ５２.５１％ 

販管費 ５２,１７８５２,１７８５２,１７８５２,１７８ ４２,１７４ １０４,１００ ８３,７１４

広告宣伝費 ６,８１２６,８１２６,８１２６,８１２ ５,５３０ １３,５２５ １０,４９３

販売手数料 ７,５１１７,５１１７,５１１７,５１１ ６,７１５ １５,１３５ １３,６３１

販売促進費 １７,７０７１７,７０７１７,７０７１７,７０７ １４,３４７ ３４,９０４ ２８,３７２

純資産 １８８,０７０１８８,０７０１８８,０７０１８８,０７０ １７８,３１０ １８４,２０４

総資産 ２４３,５５５２４３,５５５２４３,５５５２４３,５５５ ２１９,０５１ ２２５,０５０

※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」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、１８２，９５０百万円であります。

従業員数 ４,１４４ 人 ４,１４４ 人 ４,１４４ 人 ４,１４４ 人 ３,７２８ 人 ３,７５０ 人 

※休職者・嘱託・パートを含みません。

連結子会社数 １５１５１５１５ 社 社 社 社 １４ 社 １４ 社 

持分法適用非連結子会社 ００００ 社 社 社 社 １ 社 １ 社 

持分法適用関連会社 ５５５５ 社 社 社 社 ５ 社 ５ 社 

《単　独》
07.3期（H19.3）07.3期（H19.3）07.3期（H19.3）07.3期（H19.3）
中間期中間期中間期中間期

06.3期（H18.3）
中間期

07.3期（H19.3）
目標

06.3期（H18.3）
決算

売上原価 ３８,１７９３８,１７９３８,１７９３８,１７９ ３７,９４９ ７６,６１８ ７６,０１６

売上原価率 ４５.９１％ ４５.９１％ ４５.９１％ ４５.９１％ ４６.９９％ ４５.６１％ ４６.８１％ 

販管費 ４１,８５２４１,８５２４１,８５２４１,８５２ ４０,５３０ ８４,１８１ ８０,１８７

広告宣伝費 ５,６４４５,６４４５,６４４５,６４４ ５,４４１ １１,１７９ １０,２８８

販売手数料 ７,５１１７,５１１７,５１１７,５１１ ６,７１５ １５,１３５ １３,６３１

販売促進費 １４,１２３１４,１２３１４,１２３１４,１２３ １４,２２５ ２８,３８７ ２８,０４２

純資産 １７５,８８４１７５,８８４１７５,８８４１７５,８８４ １７２,１３９ １７７,２９９

総資産 ２１３,０３６２１３,０３６２１３,０３６２１３,０３６ ２０６,９９３ ２１２,５２６

従業員数 ２,４２７ 人 ２,４２７ 人 ２,４２７ 人 ２,４２７ 人 ２,４３７ 人 ２,４０８ 人 

※休職者・嘱託・パートを含みません。

配当金（1株当たり） －－－－ － ２２.００ 円 ２２.００ 円 
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■主要経営指標等

《単独》
07.3期（H19.3）07.3期（H19.3）07.3期（H19.3）07.3期（H19.3）
中間期中間期中間期中間期

06.3期（H18.3）
決算

一株当たり中間（当期）純利益 ４６.９６ 円 ※ ３４.２１ 円 

一株当たり純資産 １,６０２.０９ 円 １,６１４.２５ 円 

自己資本中間（当期）純利益率 ２.９ ％ ※ ２.２ ％ 

総資本経常利益率 ３.６ ％ ※ ３.５ ％ 

売上高経常利益率 ４.６ ％ ４.５ ％ 

総資本回転率 ０.７８ 回 ※ ０.７８ 回 

流動比率 ２１６.４９ ％ ２８６.６０ ％ 

固定比率 ８１.５９ ％ ７２.１７ ％ 

負債比率 ２１.１２ ％ １９.８７ ％ 

自己資本比率 ８２.５６ ％ ８３.４２ ％ 

※印：07.3期中間期は年換算で表示しております。

■設備投資の状況

《連結》 （単位：百万円）
07.3期（H19.3）07.3期（H19.3）07.3期（H19.3）07.3期（H19.3）
中間期中間期中間期中間期

06.3期（H18.3）
中間期

07.3期（H19.3）
目標

06.3期（H18.3）
決算

設備投資 ２,７０８ ３,６０３ ７,２００ ６,９７９ 

リース ４４２ ３６９ ６００ ６１８ 

合計 ３,１５０ ３,９７２ ７,８００ ７,５９６ 

《単独》 （単位：百万円）
07.3期（H19.3）07.3期（H19.3）07.3期（H19.3）07.3期（H19.3）
中間期中間期中間期中間期

06.3期（H18.3）
中間期

07.3期（H19.3）
目標

06.3期（H18.3）
決算

設備投資 １,７６９ ２,０７４ ５,３００ ４,５７５ 

リース ２５０ ３２５ ５００ ４７２ 

合計 ２,０１９ ２,３９９ ５,８００ ５,０４７ 

■減価償却費の状況

《連結》 （単位：百万円）
07.3期（H19.3）07.3期（H19.3）07.3期（H19.3）07.3期（H19.3）
中間期中間期中間期中間期

06.3期（H18.3）
中間期

07.3期（H19.3）
目標

06.3期（H18.3）
決算

減価償却費 ２,５４５ ２,１９１ ５,４００ ４,８５０ 

リース料 ５５２ ７１１ １,１００ １,１８２ 

合計 ３,０９７ ２,９０２ ６,５００ ６,０３２ 

《単独》 （単位：百万円）
07.3期（H19.3）07.3期（H19.3）07.3期（H19.3）07.3期（H19.3）
中間期中間期中間期中間期

06.3期（H18.3）
中間期

07.3期（H19.3）
目標

06.3期（H18.3）
決算

減価償却費 １,８８５ １,７３４ ４,０００ ３,９２４ 

リース料 ３０８ ５７３ ６００ ８８７ 

合計 ２,１９３ ２,３０７ ４,６００ ４,８１１ 
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