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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）連結経営成績 （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 2,752 (  2.6 ) 41 (  6.1 ) 24 ( 18.1 ) 
17年9月中間期 2,683 (　－　) 39 (　－　) 20 (　－　)

18年3月期 5,472 128 106

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 1 (　－　)  45 － －
17年9月中間期 △56 (　－　) △15 69 － －

18年3月期 △11 △3 04 － －

（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 3,625,030株 17年9月中間期 3,625,154株 18年3月期 3,625,140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

(2）連結財政状態 （百万円未満切捨）

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 4,399 576 13.1 159 10
17年9月中間期 3,999 538 13.5 148 53

18年3月期 4,067 589 14.5 162 68

（注）期末発行済株式数（連結） 18年9月中間期 3,625,000株 17年9月中間期 3,625,150株 18年3月期 3,625,100株

(3）連結キャッシュ・フローの状況 （百万円未満切捨）

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 270 △15 61 685
17年9月中間期 293 △151 △113 311

18年3月期 417 △151 △178 369

(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 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円
通　期 5,642 123 50

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　6円93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及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る本資料

発表日現在における仮定を前提としています。実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能
性があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等につきましては、添付資料
の５頁を参照してください。
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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、当社及び子会社１社（コモサポート㈱）により構成されており、当社

は、パネトーネ種を使用するロングライフパン（賞味期間が35～90日）の製造・販売を行っております。また、コモサ

ポート㈱において、当社製品の保管、仕分業務請負、配送手配代行業務を行っております。

　事業の系統図は下記のとおりであります。

  

当社（製造・販売） 
コモサポート㈱（子会社） 

役務の提供 

 製品の保管 

 仕分業務請負 

 配送手配代行 

 

製品 

得意先・消費者 

２．経営方針

(1）会社の経営の基本方針 

当社グループは「パネトーネ種の素材を生かし、おいしさを通じて人々により多くのコミュニケーションを提

供したい」を基本理念のもとに、「パネトーネ種・保存料無添加・ロングライフ」の特性を活かした付加価値の

高い製品とサービスを創造し続け、お客様とともに喜びを分かちあい、信頼される企業を目指しております。 

会社経営においては、利益重視・株主重視・顧客重視・社員重視を柱に、生産効率の向上、販売力の強化、収

益力の向上、人材の育成に努め、「量と質のバランス経営」に取り組んでおります。 

(2）会社の利益配分に関する基本方針 

当社グループは、株主の皆様への利益還元を経営の重要事項として認識し、利益配分につきましては、株主の

皆様への安定的な配当を継続的に行うことを基本方針としており、業績及び配当性向を勘案し決定しております。

また、今後予想される経営環境の変化に対応できる企業体質への更なる強化と、事業の拡大、製品開発、設備

投資にそなえ、内部留保の充実にも努めてまいります。 

(3）目標とする経営指標

当社グループは、企業価値の向上を目指しており、経営資源の効率的な運用、安定的な利益確保、業容の拡大

に努めております。

(4）中長期的な会社の経営戦略 

当社グループは、中長期的な数値目標を「売上高70億円、経常利益７億円、純利益３億５千万円」としており

ます。

この目標を達成するため、営業戦略としましては、低価格競争からの脱却を図り、利益の伴う売上高の確保に

努めてまいります。また、取引先個社別管理の徹底により、業態別、得意先別の商品戦略、販売戦略を実施し、

関東・中部・関西の大都市圏での売上高の回復、利益確保に注力するとともに、地域密着型の販売活動を展開し、

売場の拡大、認知度の向上に努めてまいります。

製品開発におきましては、製販合同の商品戦略会議、社内試食チーム等において、市場情報の収集、分析、共

有を行い、消費者のニーズを的確につかむとともに、各業態の意向に沿った製品内容、パッケージ等の採用によ

り、他社製品との差別化に努めてまいります。品質管理につきましても、専門部署により、原材料、製品管理の

徹底を図ってまいります。
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(5）対処すべき課題

当社グループといたしましては、製品特性を活かした売上高の確保と、安定的な利益の追求を最重要課題とし、

市場競争力の強化、社内改革のスピードアップ化を図り、業績回復に取り組んでまいります。

営業部門におきましては、営業総合力の強化を基本方針に、時宜に応じた販売推進商品の選定、社内における

情報の共有化、個別指導による営業部員の育成により、新規開拓を推進するとともに、低価格競争からの脱却を

図り、利益の伴う売上高の確保に努めてまいります。

また、これらの戦略による営業活動の成果を、統括部署において全て数値化し、管理、運用することで、効率

的な市場の拡大、認知度の向上に努めてまいります。

製造部門におきましては、商品力の強化を基本方針に、商品戦略会議、社内試食会等の開催により、消費者の

ニーズを的確につかむとともに、各業態の意向に沿った製品内容、パッケージ等の採用により、他社製品との差

別化に努めてまいります。また、専門部署により全工程において、生産の効率化、業務の改善を図り、売上原価

の低減、売上総利益の確保に努めてまいります。

品質管理につきましては、原材料管理、衛生管理のさらなる徹底を図り、食に対する信頼度の向上に引続き取

り組んでまいります。

以上により、収益率のより一層の向上を図るとともに、財務体質及びキャッシュ・フローの改善、企業価値の

向上に努めてまいります。

(6）親会社等に関する事項 

該当事項はありません。

(7）内部管理体制の整備・運用状況

Ａ　会社の内部牽制組織、組織上の業務部門及び管理部門の配置状況、社内規程の整備状況その他の内部管理体制の

整備の状況

　当社グループは、社長直属である内部監査室を設置し、各部門の業務監査を行い、監査結果を取締役会に報告

するとともに、被監査部門に対しては、改善が必要な事項について指摘し、改善の進捗状況報告を定期的に求め

検証しております。

　管理部門と他の業務部門の関係につきましては、各部門役職者により構成される経営幹部会議において、各部

門の状況、問題、課題について検証、討議するとともに、業務分掌規程、職務権限規程、組織規程等により、各

役職員の責任と権限を明確にし、内部管理体制、部門間の牽制機能の充実を図っております。

Ｂ　会社の内部管理体制の充実に向けた取組みの最近１年間における実施状況

　内部統制システム構築の基本方針を定め、法令違反を早期に発見し、是正すること目的とした「内部通報制

度」を設置いたしました。また、取締役、使用人の企業倫理意識の向上、法令遵守のための「企業行動憲章」を

定めることも決定しております。

３．経営成績及び財政状態

(1）経営成績 

当中間連結会計期間における我が国経済は、民間設備投資の増加、雇用環境の改善、個人消費の増加等、景気は

堅調な回復傾向にありますが、原油価格の高騰、税金・年金改革による負担増等への不安感から、先行きの不透明

感はいまだ払拭されておりません。

当業界におきましては、消費者の嗜好の多様化、低価格志向に加え、原油高による燃料、諸原材料価格の上昇等

により、厳しい経営環境が継続しております。

このような環境の中で、当社グループは「パネトーネ種・保存料無添加・ロングライフ」の特性を活かした新製

品の開発に努めました。新製品としましては、『デニッシュ』において、冷凍庫で凍らせることにより新たな食感

が生まれる「アイスデニッシュ」シリーズとして、「アイスデニッシュバニラ」「アイスデニッシュアップル」

「アイスデニッシュレモン」を発売し、また、「白桃小町」のリニューアル、「夕張メロン小町」の新規投入を行

いました。『クロワッサン』においてはＰＢ商品１アイテムを、『その他』においては、「バナナワッフル」「く

まのプーさんメープルワッフル」、ＰＢ商品２アイテムを発売しました。

営業部門におきましては、大都市圏における地域密着型の販売活動を引続き推進するとともに、取引先個社別管

理の徹底、業態別販売戦略の実施等、売上高の回復に努めました。また、販促物のリニューアルによる量販店での

売場作り等、積極的な販売活動を展開しました。
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その結果、東北、中国、四国等地方都市の売上高は低調に推移したものの、東京、大阪、愛知等大都市圏におい

ては順調な売上高となりました。業態別では、生活協同組合、自動販売機により販売を行っている取引先、パン

メーカー等当社の主要業態における売上高が順調に推移し、また、不振が続いていた卸問屋関係においても、減少

傾向に歯止めが掛かりつつあります。以上の結果、当中間連結会計期間の売上高は27億５千２百万円（前年比

2.6％増）となりました。

利益面につきましては、営業・管理部門においては、自動販売機の管理の徹底、設置場所の見直し等の継続によ

るリース料負担の軽減、その他各経費においても、プロジェクトチームを発足させ削減に努めました。製造部門に

おきましては、一部製造ラインに対する設備投資、専門部署による工程の見直し、人員の再配置等により、生産効

率の向上に努めましたが、原油価格、原材料価格の高騰、製品の多様化に伴う工程の複雑化により労務費が増大す

る等、売上原価率は悪化しました。以上の結果、経常利益は２千４百万円（前年同期比18.1％増）、中間純利益は

１百万円となりました。

 

(2）財政状態 

 　　　　当中間連結会計期間のキャッシュ・フローの状況

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結中間会計期間末に比べ３

億７千４百万円増加（前年同期比120.3％増）し、当中間会計期間末には６億８千５百万円となりました。 

当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果得られた資金は２億７千万円（前年同期比7.9％減）となりました。 

これは主に減価償却費（８千１百万円）、売上債権の増加（８千７百万円）及び仕入債務の増加（１億４千１

百万円）など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） 

投資活動の結果使用した資金は１千５百万円（前年同期比89.7％減）となりました。

これは主に製造設備の取得（１千４百万円）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） 

財務活動の結果得られた資金は６千１百万円となりました。

これは主に短期借入金の純増加額（３億円）、長期借入金の返済による支出（１億９千３百万円）、割賦未払

金等の支払（４千４百万円）などによるものであります。  

当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。

平成18年３月期 平成19年３月期

中間 期末 中間

自己資本比率（％） 13.5 14.5 13.1

時価ベースの自己資本比率

（％）
145.0 139.8 126.1

債務償還年数（年） 4.9 6.7 5.3

インタレスト・カバレッジ・

レシオ（倍）
13.3 10.0 14.4

　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／営業キャッシュ・フロー

　（中間期については、営業キャッシュ・フローを年額に換算するため２倍にしております。）

　インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い

　※いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。

　※有利子負債は、連結（中間連結）貸借対照表に計上されている負債のうち、利子を支払っている全ての負債を対

象としております。

　※営業キャッシュ・フロー及び利払いは、連結（中間連結）キャッシュ・フロー計算書に計上されている「営業活

動によるキャッシュ・フロー」及び「利息の支払額」を用いております。

　※株式時価総額は中間期末（期末）株価終値×中間期末（期末）発行済株式総数（自己株式控除後）により算定し

ております。
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(3）通期の見通し

今後の見通しにつきましては、好調な民間設備投資、個人消費の回復により、景気は緩やかな回復基調が続くも

のと思われます。しかしながら、食品業界におきましては、根強い低価格志向、「安心・安全な食品」に対する強

い関心に対応するため、品質・価格双方での激しい競争が続いております。また、原油高による原材料価格、燃料

価格の高止まりに対する懸念もあり、経営環境は厳しい状況が継続するものと思われます。

このような状況のもと、当社グループといたしましては、製品特性を活かした目標利益の確保を最重要課題とし

ております。

営業部門におきましては、引続き大都市圏における売上高の回復を最重要課題とし、パンメーカーを通じた量販

店等新規売場の開拓、効果的な自販機の設置、パッケージのリニューアルを含めた新製品の拡販に注力し、販売目

標の達成に努めてまいります。

製造部門におきましては、お客様の多様なニーズに対応するため、市場情報分析、社内試食会等を積極的に行い、

魅力ある新製品の開発に努めてまいります。また、効果的な設備投資、生産調整の正確性向上、効率的な人員配置

等により、売上原価率の低減に取り組んでまいります。　

 　品質管理につきましても、原材料管理、衛生管理のさらなる徹底を図り、食に対する信頼度の向上に引続き取り

組んでまいります。

 　　　　また、各部門において全面的な経費の見直しを行い、経費削減に全力で取り組んでまいります。

以上によりまして、通期の見通しにつきましては売上高56億円４千２百万円、経常利益１億２千３百万円、当期

純利益５千万円を見込んでおります。

(4）事業等のリスク

　当社グループの経営成績及び財政状態について、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項は、以

下のものであります。

　なお、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判断したものであります。

①製品の供給体制

　当社グループの製品は、ロングライフである特性を活かして、本社工場のみで製造し、全国に販売しておりま

す。そのため、事故や地震、台風等の自然災害が発生し、本社工場が重大な被害を受け操業停止となった場合、

関東における一部の在庫製品を除き、製品の供給が全面的に停止することが想定されます。従って、当社グルー

プの危機管理対策の想定範囲を超えた自然災害等が発生した場合には、業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性

があります。

②原材料の調達及び価格高騰

　当社グループの製品の主要原料は、小麦粉、砂糖、油脂等農産物の一次加工品であり、卵、レーズン等の農産

物も原料として多量に使用しております。これらの生産地域の異常気象等による収穫量の減少や消費量の急激な

増加のために需給が逼迫することがあります。また、原油価格の上昇等により、重油等の燃料や石油製品である

包装材料、容器類の価格上昇が生じる可能性があります。

　また、当社グループでは、原材料を安定的に確保するため、仕入先について、調査機関や業界からの情報収集

に基づく経営状況の見極め、調達先の分散によるリスク回避等に努めておりますが、ロングライフパンという当

社製品の特性から、使用する原材料にも特殊性が求められ、突発的な事情による経営破綻等により、原材料の安

定的な調達ができなくなる可能性があります。

　上記理由により、原材料の調達が不可能となった場合、または仕入価格が高騰した場合、業績及び財政状態に

影響を及ぼす可能性があります。
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４．中間連結財務諸表等
(1）中間連結貸借対照表

前中間連結会計期間末
（平成17年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

対前中間期比
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
（％）

増減
（千円） 

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）            

Ⅰ　流動資産            

１．現金及び預金   311,151   685,551    369,816  

２．受取手形及び
売掛金

 ※4  641,759   825,501    737,917  

３．たな卸資産   142,760   106,889    140,423  

４．その他   47,982   53,076    49,872  

貸倒引当金   △2,500   △2,000    △2,000  

流動資産合計   1,141,153 28.5  1,669,018 37.9 527,864  1,296,029 31.9

Ⅱ　固定資産            

１．有形固定資産 ※1,2           

(1）建物及び構
築物

 571,014   545,898    546,601   

(2）機械装置及
び運搬具

 555,602   492,835    504,850   

(3）土地  1,187,049   1,187,049    1,187,049   

(4）その他  11,697 2,325,363  13,648 2,239,432  △85,931 12,584 2,251,085  

２．無形固定資産   8,211   5,781  △2,429  6,951  

３．投資その他の
資産

           

(1）投資有価証
券

 257,400   239,824    266,109   

(2）その他 ※1,2 287,268   246,105    247,798   

貸倒引当金  △19,411 525,258  △200 485,729  △39,528 △200 513,708  

固定資産合計   2,858,832 71.5  2,730,943 62.1 △127,889  2,771,744 68.1

資産合計   3,999,986 100.0  4,399,961 100.0 399,975  4,067,774 100.0
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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）

対前中間期比
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
（％）

増減
（千円） 

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）            

Ⅰ　流動負債            

１．買掛金   232,433   401,227    259,406  

２．短期借入金 ※2,3  2,092,679   2,595,960    2,292,679  

３．未払金   252,253   394,732    255,641  

４．未払法人税等   10,926   16,722    37,552  

５．賞与引当金   34,254   34,356    34,457  

６．その他   81,493   98,200    74,996  

流動負債合計   2,704,040 67.6  3,541,198 80.5 837,158  2,954,733 72.6

Ⅱ　固定負債            

１．社債   100,000   100,000    100,000  

２．長期借入金 ※２  400,765   4,805    201,637  

３．退職給付引当
金

  －   10,187    6,587  

４．役員退職慰労
引当金

  41,282   51,426    46,602  

５．長期未払金   155,616   61,989    104,883  

６．その他   59,822   53,633    63,592  

固定負債合計   757,487 18.9  282,042 6.4 △475,445  523,302 12.9

負債合計   3,461,527 86.5  3,823,241 86.9 361,713  3,478,036 85.5

－ 7 －



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）

対前中間期比
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
（％）

増減
（千円） 

金額（千円）
構成比
（％）

（資本の部）            

Ⅰ　資本金   222,000 5.5  － － △222,000  222,000 5.5

Ⅱ　資本剰余金   134,400 3.4  － － △134,400  134,400 3.3

Ⅲ　利益剰余金   2,102,848 52.6  － － △2,102,848  2,148,694 52.8

Ⅳ　土地再評価差額
金

  △1,932,656 △48.3  － － 1,932,656  △1,932,656 △47.5

Ⅴ　その他有価証券
評価差額金

  19,199 0.5  － － △19,199  24,714 0.6

Ⅵ　自己株式   △7,332 △0.2  － － 7,332  △7,414 △0.2

資本合計   538,458 13.5  － － △538,458  589,737 14.5

負債・資本合計   3,999,986 100.0  － － △3,999,986  4,067,774 100.0

            

（純資産の部）

Ⅰ　株主資本            

　１　資本金   － －  222,000 5.0 222,000  － －

　２　資本剰余金   － －  134,400 3.1 134,400  － －

　３　利益剰余金   － －  2,150,322 48.9 2,150,322  － －

　４　自己株式   － －  △7,567 △0.2 △7,567  － －

　　株主資本合計   － －  2,499,154 56.8 2,499,154  － －

Ⅱ　評価・換算差額

等
           

１　その他有価証

券評価差額金
  － －  10,223 0.2 10,223  － －

　２　土地再評価差

額金
  － －  △1,932,656 △43.9 △1,932,656  － －

評価・換算差額

等合計
  － －  △1,922,433 △43.7 △1,922,433  － －

純資産合計   － －  576,720 13.1 576,720  － －

負債純資産合計   － －  4,399,961 100.0 4,399,961  － －
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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）

 対前中間期

比

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）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   2,683,375 100.0  2,752,991 100.0 69,615  5,472,179 100.0

Ⅱ　売上原価   1,630,671 60.8  1,730,868 62.9 100,197  3,341,085 61.1

売上総利益   1,052,704 39.2  1,022,123 37.1 △30,581  2,131,094 38.9

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１  1,013,540 37.8  980,578 35.6 △32,962  2,002,886 36.6

営業利益   39,164 1.4  41,544 1.5 2,380  128,208 2.3

Ⅳ　営業外収益            

１．受取利息  2   37    4   

２．受取配当金  1,048   1,561    1,534   

３．受取家賃  9,954   9,937    19,899   

４．保険解約収入  －   －    16,690   

５．その他  6,179 17,184 0.7 2,972 14,509 0.5 △2,675 9,336 47,465 0.9

Ⅴ　営業外費用            

１．支払利息  22,512   18,585    42,602   

２．棚卸資産廃棄損  6,354   8,934    14,002   

３．その他  6,824 35,691 1.3 4,136 31,656 1.1 △4,035 12,665 69,270 1.3

経常利益   20,657 0.8  24,397 0.9 3,740  106,403 1.9

Ⅵ　特別利益            

貸倒引当金戻入  － － － － － － － 558 558 0.0

Ⅶ　特別損失            

固定資産売却損 ※２ －   －    1   

固定資産除却損 ※３ 435 435 0.0 5,147 5,147 0.2 4,712 435 436 0.0

税金等調整前中間
（当期）純利益

  20,222 0.8  19,250 0.7 △971  106,526 1.9

法人税、住民税及び
事業税

 10,505   14,046    54,143   

法人税等調整額  66,581 77,086 2.9 3,576 17,623 0.6 △59,463 63,401 117,544 2.1

中間（当期）純利益
（△純損失）

  △56,864 △2.1  1,627 0.1 58,491  △11,018 △0.2

－ 9 －



(3）中間連結剰余金計算書及び中間連結株主資本等変動計算書

 　　中間連結剰余金計算書

前中間連結会計期間
（自　平成17年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
注記
番号

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   134,400  134,400

Ⅱ　資本剰余金中間期末（期末）残高   134,400  134,400

     

（利益剰余金の部）      

Ⅰ　利益剰余金期首残高   2,211,840  2,211,840

Ⅱ　利益剰余金減少高      

１．配当金  47,127  47,127  

２．役員賞与  5,000  5,000  

３．中間（当期）純損失  56,864 108,991 11,018 63,145

Ⅲ　利益剰余金中間期末（期末）残高   2,102,848  2,148,694
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中間連結株主資本等変動計算書

　当中間連結会計期間（自平成18年４月１日　至平成18年９月30日）

 株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年３月31日　残高　　　
（千円）

222,000 134,400 2,148,694  △7,414 2,497,680

中間連結会計期間中の変動額      

中間純利益  － － 1,627  － 1,627

自己株式の取得 　　　　－ － 　 － △153 △153

株主資本以外の項目の中間連
結会計期間中の変動額（純額）

 －  － － 　 －  －

中間連結会計期間中の変動額合
計　　　　　　　　 （千円)

－ － 1,627 △153 1,474

平成18年９月30日　残高　 　　
　

（千円）
222,000 134,400 2,150,322 △7,567 2,499,154

評価・換算差額等

純資産合計その他

有価証券

評価差額金

土地再評価

差額金

評価・換算差額等

合計

平成18年３月31日　残高　　　　
　　

（千円）
24,714 △1,932,656 △1,907,942 589,737

中間連結会計期間中の変動額     

中間純利益 － － － 1,627

自己株式の取得 － － － △153

株主資本以外の項目の中間連結
会計期間中の変動額（純額）

△14,491 － △14,491 △14,491

中間連結会計期間中の変動額合計
　               （千円)

△14,491 － △14,491 △13,017

平成18年９月30日　残高
（千円）

10,223 △1,932,656 △1,922,433 576,720
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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）

 対前中間期比

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）  増減（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  20,222 19,250  106,526

減価償却費  94,177 81,288  191,145

貸倒引当金の減少額  △37,409 －  △57,120

賞与引当金の減少額  △12,726 △100  △12,523

退職給付引当金の増加額  － 3,599  6,587

前払年金費用の減少額  3,178 －  8,125

役員退職慰労引当金の増加額（△

減少額）
 △3,784 4,824  1,534

受取利息及び受取配当金  △1,051 △1,599  △1,539

支払利息  22,512 18,585  42,602

有形固定資産除却損  － 5,147  －

売上債権の減少額（△増加額）  149,816 △87,584  53,658

たな卸資産の減少額（△増加額）  △13,801 33,533  △11,464

その他流動資産の減少額（△増加

額）
 5,553 △6,521  6,340

仕入債務の増加額（△減少額）  △36,453 141,820  △9,481

未払消費税等の増加額  － 7,679  3,868

その他流動負債の増加額（△減少

額）
 △9,422 97,586  △2,325

役員賞与の支払額  △5,000 －  △5,000

その他  40,360 1,502  58,578

小計  216,171 319,013 102,842 379,512

利息及び配当金の受取額  1,051 1,599  1,539

利息の支払額  △22,047 △18,829  △41,608

法人税等の支払額  － △31,519  △20,888

還付法人税等の受取額  98,116 －  98,488

営業活動によるキャッシュ・
フロー

 293,291 270,264 △23,027 417,043

－ 12 －



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）

 対前中間期比

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）  増減（千円） 金額（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー      

投資有価証券の取得による支出  △89,900 △72  △89,974

有形固定資産の取得による支出  △58,905 △14,628  △72,668

保険積立金解約等による収入  － －  11,444

その他  △2,980 △959  △626

投資活動によるキャッシュ・フロー  △151,786 △15,661 136,125 △151,824

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー      

短期借入金の純増加額  100,000 300,000  300,000

長期借入金の返済による支出  △199,128 △193,551  △398,256

社債の発行による収入  100,000 －  100,000

割賦未払金等の支払による支出  △66,880 △44,972  △132,671

配当金の支払額  △47,428 △191  △47,475

その他  △15 △153  △97

財務活動によるキャッシュ・フロー  △113,452 61,131 174,584 △178,501

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額  － － － －

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加額  28,052 315,734 287,682 86,717

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高  273,098 369,816 96,717 273,098

Ⅶ　新規連結に伴う現金及び現金同等物

の増加額
 10,000 － △10,000 10,000

Ⅷ　現金及び現金同等物の中間期末（期

末）残高
※ 311,151 685,551 374,399 369,816
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前中間連結会計期間

（自　平成17年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）

１．連結の範囲に関する事

項

子会社は、全て連結しております。 

連結子会社の数　１社

連結子会社の名称

　コモサポート株式会社 

　なお、コモサポート株式会社につ

いては、平成17年４月１日付で新規

設立したため、当中間連結会計期間

から連結の範囲に含めております。

子会社は、全て連結しております。 

連結子会社の数　１社

連結子会社の名称

　コモサポート株式会社 

子会社は、全て連結しております。

連結子会社の数　１社

連結子会社の名称　 

 　コモサポート株式会社

　なお、コモサポート株式会社につ

いては、平成17年４月１日付で新規

設立したため、当連結会計期間から

連結の範囲に含めております。

２．持分法の適用に関する

事項

非連結子会社および関連会社はあり

ませんので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

連結子会社の決算日は、連結決算日

と同一であります。

同左 同左 

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 

①有価証券

その他の有価証券

時価のあるもの

…中間連結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）

(1)重要な資産の評価基準及び評価方

法 

①有価証券

その他の有価証券

時価のあるもの

…中間連結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）

(1)重要な資産の評価基準及び評価方

法 

①有価証券

その他の有価証券

時価のあるもの

…連結決算日の市場価格等に基

づく時価法

 （評価差額は全部資本直入法に

より処理し、売却原価は移動

平均法により算定）

 時価のないもの

…移動平均法による原価法

なお、投資事業有限責任組合

及びこれに類する組合への出

資（証券取引法第２条第２項

により有価証券としてみなさ

れるもの）については、組合

契約に規定される決算報告日

に応じて入手可能な最近の決

算書を基礎とし、持分相当額

を純額で取り込む方法によっ

ております。

時価のないもの

同左

 

時価のないもの

 同左

 

 ②たな卸資産

商品・製品・原材料・仕掛品

総平均法による原価法

貯蔵品

最終仕入原価法による原価法

②たな卸資産

商品・製品・原材料・仕掛品

同左

貯蔵品

同左

②たな卸資産

商品・製品・原材料・仕掛品

同左

貯蔵品

同左

 (2)重要な減価償却資産の減価償却の

方法

①有形固定資産及び賃貸用不動産

定率法

主な耐用年数は以下のとおりであ

ります。

建　　　　物　８～50年

機械及び装置　　　９年

(2)重要な減価償却資産の減価償却の

方法

①有形固定資産及び賃貸用不動産

同左

(2)重要な減価償却資産の減価償却の

方法

①有形固定資産及び賃貸用不動産

同左
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項目
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）

 ②無形固定資産

ソフトウェア

社内利用ソフトウェア

…社内における利用可能期間

（５年）に基づく定額法

②無形固定資産

ソフトウェア

社内利用ソフトウェア

同左

②無形固定資産

ソフトウェア 

社内利用ソフトウェア 

 同左

 その他の無形固定資産

定額法

その他の無形固定資産

同左

その他の無形固定資産

同左

 ③長期前払費用

定額法

③長期前払費用

同左

③長期前払費用

 同左

 (3)重要な引当金の計上基準

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実績

率により、貸倒懸念債権等特定の

債権については個別に回収可能性

を検討し、回収不能見込額を計上

しております。

(3)重要な引当金の計上基準

①貸倒引当金

同左

（3)重要な引当金の計上基準

①貸倒引当金

同左

 ②賞与引当金

従業員の賞与の支払に備えるため、

当中間連結会計期間に帰属する支

給見込額を計上しております。

 ②賞与引当金

同左

②賞与引当金

従業員の賞与の支払に備えるため、

当連結会計期間に帰属する支給見

込額を計上しております。

 ③退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、

当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、当中間連結会計期間末にお

いて、年金資産見込額が退職給付

債務見込額を超過しているため、

超過額を前払年金費用に計上し、

投資その他の資産の「その他」に

含めて表示しております。

③退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、

当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。

③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

づき計上しております。

 ④役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支払に備える

ため、内規に基づく当中間連結会

計期間末要支給額を計上しており

ます。

④役員退職慰労引当金

同左

④役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支払に備える

ため、内規に基づく当連結会計期

間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。

(4)重要なリース取引の処理方法

同左

(4)重要なリース取引の処理方法

同左
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項目
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）

 (5)その他中間連結財務諸表作成のた

めの基本となる重要事項

①繰延資産の会計処理

　社債発行費 

…支出時に全額費用として処

理しております。

②消費税等の会計処理

　税抜方式によっております。

　なお、仮払消費税等及び仮受

消費税等は相殺のうえ流動負債

の「その他」に含めて表示して

おります。

(5)その他中間連結財務諸表作成のた

めの基本となる重要事項

─────

　

 

 

①消費税等の会計処理

同左

(5)その他中間連結財務諸表作成のた

めの基本となる重要事項

①繰延資産の会計処理

　社債発行費 

…支出時に全額費用として処

理しております。

②消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

５．中間連結キャッシュ・

フロー計算書（連結

キャッシュ・フロー計

算書）における資金の

範囲

手許現金、随時引き出し可能な預金

及び容易に換金可能であり、かつ、

価値の変動について僅少なリスクし

か負わない取得日から３ヶ月以内に

償還期限の到来する短期投資から

なっております。

同左 同左 

中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前中間連結会計期間
（自　平成17年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）

────── （貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準）

 　当中間連結会計期間より、「貸借対

照表の純資産の部の表示に関する会計

基準」（企業会計基準第５号　平成17

年12月９日）及び「貸借対照表の純資

産の部の表示に関する会計基準等の適

用指針」（企業会計基準適用指針第８

号　平成17年12月９日）を適用してお

ります。

　これまでの資本の部の合計に相当す

る金額は576,720千円であります。

　なお、当中間連結会計期間における

中間貸借対照表の純資産の部について

は、中間連結財務諸表規則の改正に伴

い、改正後の中間連結財務諸表規則に

より作成しております。

──────
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注記事項

（中間連結貸借対照表関係）

前中間連結会計期間末
（平成17年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

前連結会計年度末
（平成18年３月31日）

※１　

有形固定資産の減価

償却累計額
2,992,178千円

投資その他の資産の

その他（賃貸用不動

産）の減価償却累計

額

19,836千円

※１　

有形固定資産の減価

償却累計額
3,083,305千円

投資その他の資産の

その他（賃貸用不動

産）の減価償却累計

額

21,986千円

※１　

有形固定資産の減価

償却累計額
3,083,014千円

投資その他の資産の

その他（賃貸用不動

産）の減価償却累計

額

20,971千円

※２　担保に供している資産 ※２　担保に供している資産 ※２　担保に供している資産

 (1)工場財団抵当に供している資産  (1)工場財団抵当に供している資産  (1)工場財団抵当に供している資産

建物及び構築物 541,333千円

機械装置及び運搬具 88,668千円

土地 1,138,554千円

賃貸用不動産 193,141千円

　計 1,961,698千円

建物及び構築物 519,023千円

機械装置及び運搬具 68,144千円

土地 1,138,554千円

賃貸用不動産 191,242千円

　計 1,916,965千円

建物及び構築物 518,554千円

機械装置及び運搬具 79,046千円

土地 1,138,554千円

賃貸用不動産 192,146千円

　計 1,928,302千円

(2)工場財団抵当に対応する債務 (2)工場財団抵当に対応する債務 (2)工場財団抵当に対応する債務

短期借入金

（１年以内返済予定長

期借入金を含む）

1,800,979千円

長期借入金 400,765千円

　計 2,201,744千円

短期借入金

（１年以内返済予定長

期借入金を含む）

2,165,724千円

長期借入金 4,805千円

　計 2,170,529千円

短期借入金

（１年以内返済予定長

期借入金を含む）

1,898,979千円

長期借入金 201,637千円

　計 2,100,616千円

※３　当社及び連結子会社（コモサポート株式

会社）においては、運転資金の効率的な調

達を行うため取引銀行12行と当座貸越契約

を、また、その内の１行と貸出コミットメ

ント契約を締結しております。これら契約

に基づく当中間連結会計期間末の借入未実

行残高は次の通りであります。

当座貸越極度額及び貸

出コミットメントの総

額

4,000,000千円

借入実行残高 1,700,000千円

差引額　 2,300,000千円

※３　当社及び連結子会社（コモサポート株式

会社）においては、運転資金の効率的な調

達を行うため取引銀行12行と当座貸越契約

を、また、その内の１行と貸出コミットメ

ント契約を締結しております。これら契約

に基づく当中間連結会計期間末の借入未実

行残高は次の通りであります。

当座貸越極度額及び貸

出コミットメントの総

額

4,000,000千円

借入実行残高 2,000,000千円

差引額　 2,000,000千円

※３　当社及び連結子会社（コモサポート株式

会社）においては、運転資金の効率的な調

達を行うため取引銀行12行と当座貸越契約

を、また、その内の１行と貸出コミットメ

ント契約を締結しております。これら契約

に基づく当連結会計期間末の借入未実行残

高は次の通りであります。

当座貸越極度額及び貸

出コミットメントの総

額

4,000,000千円

借入実行残高 1,900,000千円

差引額　 2,100,000千円

────── ※４　中間連結会計期間末日満期手形

 　　中間連結会計期間末日満期手形の会計処

理については、手形交換日をもって決済処

理をしております。なお、当中間連結会計

期間の末日は金融機関の休日であったため、

次の中間連結会計期間末日満期手形が中間

連結会計期間末残高に含まれております。

   受取手形 636千円

──────
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（中間連結損益計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成17年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）

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費用

及び金額は次のとおりであります。

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費用

及び金額は次のとおりであります。

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費用

及び金額は次のとおりであります。

給料手当 198,816千円

賞与引当金繰入額 18,783千円

役員退職慰労引当金

繰入額
5,319千円

退職給付費用 12,112千円

配送費 290,919千円

賃借料 159,615千円

給料手当 193,986千円

賞与引当金繰入額 16,546千円

役員退職慰労引当金

繰入額
4,824千円

退職給付費用 11,982千円

配送費 297,807千円

賃借料 149,253千円

給料手当 448,096千円

賞与引当金繰入額 17,407千円

役員退職慰労引当金

繰入額
10,639千円

退職給付費用 28,269千円

配送費 591,552千円

賃借料 315,806千円

 ───── ────── ※２　固定資産売却損の内訳

車両運搬具 1千円

※３　固定資産除却損の内訳

機械装置及び運搬具 189千円

その他 245千円

　計 435千円

※３　固定資産除却損の内訳

機械装置及び運搬具 5,147千円

   

　計 5,147千円

※３　固定資産除却損の内訳

機械装置及び運搬具 189千円

その他 245千円

　計 435千円

（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．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前連結会計年度末　

株式数（株）

当中間連結会計期間

増加株式数（株）

当中間連結会計期間

減少株式数（株）

当中間連結会計期間

末株式数（株）

 発行済株式     

 　　普通株式　 3,630,000 － － 3,630,000

合計 3,630,000 － － 3,630,000

 自己株式     

 　　普通株式　（注） 4,900 100 － 5,000

合計 4,900 100 － 5,000

(注）普通株式の自己株式の株式数の増加100株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

 　２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

 　　　　該当事項はありません。

 　３．配当に関する事項

 　　　　該当事項はありません。

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成17年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）

※　現金及び現金同等物の中間連結会計期間末

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連結会計期間末

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連結会計年度末残高

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 311,151千円

現金及び現金同等物 311,151千円

現金及び預金勘定 685,551千円

現金及び現金同等物 685,551千円

現金及び預金勘定 369,816千円

現金及び現金同等物 369,816千円
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①　リース取引

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）

　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）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

517,192 237,621 279,570

その他 1,227,750 678,556 549,193

合計 1,744,942 916,178 828,764

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

517,192 295,087 222,105

その他 1,095,283 709,096 386,186

合計 1,612,476 1,004,184 608,292

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

517,192 266,354 250,838

その他 1,167,197 698,408 468,789

合計 1,684,390 964,762 719,627

(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 255,668千円

１年超 626,393千円

合計 882,061千円

１年内 231,756千円

１年超 423,595千円

合計 655,352千円

１年内 247,908千円

１年超 522,910千円

合計 770,819千円

(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 154,562千円

減価償却費相当額 130,791千円

支払利息相当額 22,914千円

支払リース料 146,036千円

減価償却費相当額 123,740千円

支払利息相当額 18,153千円

支払リース料 306,937千円

減価償却費相当額 259,733千円

支払利息相当額 43,790千円

(4）減価償却費相当額の算定方法

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零

とする定額法によっております。

(4）減価償却費相当額の算定方法

同左

(4）減価償却費相当額の算定方法

同左

(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

額との差額を利息相当額とし、各期への配分

方法については、利息法によっております。

(5）利息相当額の算定方法

同左

(5）利息相当額の算定方法

同左
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②　有価証券

前中間連結会計期間末（平成17年９月30日）

１．その他有価証券で時価のあるもの

取得原価（千円）
中間連結貸借対照表計上
額（千円）

差額（千円）

株式 103,287 133,778 30,490

合計 103,287 133,778 30,490

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

中間連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

非上場株式 110,000

投資事業有限責任組合及びこれに類する組合への出

資 
13,622

 　　　 合計 123,622

当中間連結会計期間末（平成18年９月30日）

１．その他有価証券で時価のあるもの

取得原価（千円）
中間連結貸借対照表計上
額（千円）

差額（千円）

株式 103,434 120,644 17,210

合計 103,434 120,644 17,210

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

中間連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

非上場株式 110,000

投資事業有限責任組合及びこれに類する組合への出

資 
9,179

 　　　 合計 119,179
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前連結会計年度末（平成18年３月31日）

１．その他有価証券で時価のあるもの

取得原価（千円）
連結貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

株式 103,361 144,650 41,289

合計 103,361 144,650 41,289

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

非上場株式 110,000

投資事業有限責任組合及びこれに類する組合への出

資 
11,459

 　　　 合計 121,459

③　デリバティブ取引

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）及び前連結会計年度（平成17年４月１日　至平成18年３月31日）

　当社グループはデリバティブ取引を全く利用していないため、該当事項はありません。

④　ストック・オプション等

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）

　当中間連結会計期間に付与したストックオプションはありません。

⑤　セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

前中間連結会計期間（自平成17年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）及び前連結会計年度（自平成17年４月１日　至平成18年３月31日）

　当社グループは、同一セグメントに属する、ロングライフパンの製造及び販売を主たる業務としており、当

該事業以外に事業の種類がないため該当事項はありません。

ｂ．所在地別セグメント情報

前中間連結会計期間（自平成17年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）及び前連結会計年度（自平成17年４月１日　至平成18年３月31日）

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。

ｃ．海外売上高

前中間連結会計期間（自平成17年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）及び前連結会計年度（自平成17年４月１日　至平成18年３月31日）

海外売上高がないため、該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

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）

１株当たり純資産額 １株当たり純資産額 １株当たり純資産額

     148円53銭 159円10銭 162円68銭

１株当たり中間純損失金額 １株当たり中間純利益金額 １株当たり当期純損失金額

    15円69銭 45銭 3円04銭

　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、１株当たり

中間純損失であり、また、潜在株式が

存在しないため記載しておりませ

ん。 

　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、潜在株式が

存在しないため記載しておりませ

ん。 

　なお、潜在株式調整後１株当たり純

利益金額については、潜在株式が存在

しないため記載しておりません。 

　（注）　１株当たり中間純利益金額および中間（当期）純損失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
(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)

中間（当期）純利益または純損失（△）

（千円）
△56,864 1,627 △11,018

普通株主に帰属しない金額（千円） － － －

普通株式に係る中間（当期）純利益また

は純損失（△）（千円）
△56,864 1,627 △11,018

期中平均株式数（千株） 3,625 3,625 3,625

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

－ 22 －



５．生産、受注及び販売の状況

(1）【生産実績】

品目別 

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）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

デニッシュ 1,549,950 56.1 1,503,603 54.2 3,090,999 55.2

クロワッサン 852,574 30.9 767,990 27.7 1,683,450 30.0

パネトーネ 20,522 0.7 13,700 0.5 55,520 1.0

その他 338,870 12.3 488,382 17.6 772,460 13.8

合計 2,761,918 100.0 2,773,676 100.0 5,602,431 100.0

（注）　１．上記の金額は、販売価格を基礎として算定しております。

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(2）【商品仕入実績】

品目別 

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）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

デニッシュ － － － － － －

クロワッサン － － － － － －

パネトーネ － － － － － －

その他 292 100.0 452 100.0 1,306 100.0

合計 292 100.0 452 100.0 1,306 110.0

（注）　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(3）【受注実績】

当社は見込み生産を行っているため、該当事項はありません。

(4）【販売実績】

品目別 

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）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

デニッシュ 1,506,915 56.2 1,488,773 54.1 3,032,271 55.5

クロワッサン 836,279 31.2 765,403 27.8 1,652,215 30.2

パネトーネ 16,837 0.6 13,188 0.5 49,817 0.9

その他 323,343 12.0 485,626 17.6 737,876 13.4

合計 2,683,375 100.0 2,752,991 100.0 5,472,179 100.0

（注）　１．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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