
 27

 

 
平成 19 年３月期  個別中間財務諸表の概要 

平成 18 年 11 月 21 日 

上 場 会 社 名         寿スピリッツ株式会社                  上場取引所 ＪＡＳＤＡＱ 

（旧会社名）   （寿製菓株式会社） 
コ ー ド 番 号         ２２２２                                   本社所在都道府県 鳥取県 
（ＵＲＬ http://www.okashinet.co.jp/） 
代  表  者 役職名 代表取締役社長   氏名 河越 誠剛 
問合せ先責任者 役職名 経営企画担当責任者 氏名 松本 真司     ＴＥＬ (0859)22－7456 
決算取締役会開催日 平成 18 年 11 月 21 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                                （百万円未満切捨て） 

 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 

3,179 （ △7.5）
3,436 （  2.2）

△81 （  －  ）
2 （△97.3）

349 （ 35.6）
257 （  7.5）

18 年３月期 6,424 （  0.1） △65 （  －  ） 188 （△12.9）
 
 

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 

326 （ 44.3） 
226 （ 14.6） 

60  77 
43  05 

18 年３月期 134 （△11.2） 25  70 

 
 

(注)①期中平均株式数 18年９月中間期5,366,177株  17年９月中間期5,249,400株  18年３月期5,249,382 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 

9,347 
8,293 

4,381 
3,051 

46.9 
36.8 

722  11 
581  39 

18 年３月期 7,911 2,965 37.5 564  92 
(注)①期末発行済株式数 18年９月中間期6,067,320株  17年９月中間期 5,249,400株  18年３月期5,249,320株 

②期末自己株式数  18 年９月中間期    680 株  17 年９月中間期   600 株  18 年３月期   680 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 3,200 220 230

(参考)１株当たり予想当期純利益(通期) 37 円 91 銭 
 
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 － 15.00 15.00 

19 年３月期（実績） － － 

19 年３月期（予想） － 15.00 
15.00 

 

 
 

※業績予想の利用に関する注意事項 
当資料に記載されている内容は、種々の前提に基づいたものであり、記載された将来の計画数値、施策の実現を確約

したり、保証するものではありません。 
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（添付資料） 

６.個別中間財務諸表等 
 

(1)中間貸借対照表 

      
（単位：千円）

前中間会計期間末 
 

(平成17年９月30日現在)

当中間会計期間末 
 

(平成18年９月30日現在) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成18年３月31日現在)

期  別 
 
 
 
科  目 金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 構成比

（資産の部）  ％ ％ ％

Ⅰ 流動資産   

１．現金及び預金  668,825 716,337  638,997

２．受取手形 ※４ 233,298 189,109  136,297

３．売掛金  998,797 1,006,142  866,728

４．たな卸資産  243,658 285,710  280,108

５．関係会社短期貸付金  550,000 550,000  550,000

６．繰延税金資産  33,591 51,635  30,051

７．その他  90,934 147,368  105,036

８．貸倒引当金  △7,521 △7,646  △6,596

流動資産合計  2,811,584 33.9 2,938,657 31.4 2,600,624 32.9

Ⅱ 固定資産   

(1）有形固定資産 ※1.2  

１．建物  1,525,014 1,434,581  1,471,558

２．機械及び装置  261,719 244,048  249,421

３．土地  1,175,121 1,175,121  1,175,121

４．その他  188,037 175,211  181,055

有形固定資産合計  3,149,892 38.0 3,028,962 32.4 3,077,157 38.9

(2）無形固定資産  46,117 0.6 34,956 0.4 40,479 0.5

(3）投資その他の資産   

１．関係会社株式  684,640 1,870,740  684,640

２．関係会社長期貸付金  820,000 750,000  760,000

３．繰延税金資産  236,642 205,434  212,736

４．その他  557,639 528,450  559,288

５．貸倒引当金  △13,183 △10,076  △23,686

投資その他の資産合計  2,285,739 27.5 3,344,548 35.8 2,192,977 27.7

固定資産合計  5,481,749 66.1 6,408,467 68.6 5,310,614 67.1

資産合計  8,293,334 100.0 9,347,125 100.0 7,911,239 100.0
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      （単位：千円）

前中間会計期間末 
 

(平成17年９月30日現在)

当中間会計期間末 
 

(平成18年９月30日現在) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成18年３月31日現在)

期  別 
 
 
 
科  目 金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 構成比

（負債の部）  ％ ％ ％

Ⅰ 流動負債   

１．支払手形  103,156 102,381  73,212

２．買掛金  309,432 292,092  304,475

３．短期借入金 ※２ 1,900,000 2,050,000  1,900,000

４．１年以内返済予定長期借入金 ※２ 423,420 513,244  350,534

５．未払法人税等  15,800 10,122  10,000

６．賞与引当金  62,900 63,900  60,900

７．その他  195,642 197,751  179,439

流動負債合計  3,010,351 36.3 3,229,491 34.5 2,878,561 36.4

Ⅱ 固定負債   

１．長期借入金 ※２ 1,741,420 1,228,176  1,583,332

２．退職給付引当金  489,009 507,549  483,269

３．その他  630 630  630

固定負債合計  2,231,059 26.9 1,736,355 18.6 2,067,231 26.1

負債合計  5,241,410 63.2 4,965,847 53.1 4,945,793 62.5

   

（資本の部）   

Ⅰ 資本金  1,217,800 14.7 － － 1,217,800 15.4

Ⅱ 資本剰余金   

１．資本準備金  964,169 －  964,169

２．その他資本剰余金  405,806 －  405,806

資本剰余金合計  1,369,976 16.5 － － 1,369,976 17.3

Ⅲ 利益剰余金   

１．任意積立金  177,661 －  177,661

２．中間(当期)未処分利益  231,435 －  140,344

利益剰余金合計  409,096 4.9 － － 318,005 4.0

Ⅳ その他有価証券評価差額金  55,207 0.7 － － 59,975 0.8

Ⅴ 自己株式  △157 △0.0 － － △311 △0.0

資本合計  3,051,923 36.8 － － 2,965,446 37.5

負債・資本合計  8,293,334 100.0 － － 7,911,239 100.0
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      （単位：千円）

前中間会計期間末 
 

(平成17年９月30日現在)

当中間会計期間末 
 

(平成18年９月30日現在) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成18年３月31日現在)

期  別 
 
 
 
科  目 金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 構成比

（純資産の部）  ％ ％ ％

Ⅰ 株主資本   

１．資本金  － － 1,217,800 13.0 － －

２．資本剰余金   

(1)資本準備金  － 2,150,269  －

(2)その他資本剰余金  － 405,806  －

資本剰余金合計  － － 2,556,076 27.3 － －

３．利益剰余金   

(1)その他利益剰余金   

固定資産圧縮積立金  － 7,087  －

別途積立金  － 220,000  －

繰越利益剰余金  － 338,271  －

利益剰余金合計  － － 565,358 6.1 － －

４．自己株式  － － △311 △0.0 － －

株主資本合計  － － 4,338,924 46.4 － －

Ⅱ 評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金  － － 42,353 0.5 － －

評価・換算差額等合計  － － 42,353 0.5 － －

純資産合計  － － 4,381,277 46.9 － －

負債純資産合計  － － 9,347,125 100.0 － －
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(2)中間損益計算書 

      
（単位：千円）

前中間会計期間 
 

自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日

当中間会計期間 
 

自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日

前事業年度の 
要約損益計算書 

自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日

期  別 
 
 
 
 
科  目 金 額 百分比 金 額 百分比 金 額 百分比

  ％ ％ ％

Ⅰ 売上高  3,436,849 100.0 3,179,731 100.0 6,424,921 100.0

Ⅱ 売上原価  2,361,634 68.7 2,208,328 69.5 4,481,271 69.7

売上総利益  1,075,215 31.3 971,402 30.5 1,943,649 30.3

Ⅲ 販売費及び一般管理費  1,073,194 31.2 1,053,319 33.1 2,008,880 31.3

営業利益  2,020 0.1 － － － －

営業損失  － － 81,916 △2.6 65,230 △1.0

Ⅳ 営業外収益 ※１ 296,005 8.6 462,029 14.5 333,959 5.2

Ⅴ 営業外費用 ※２ 40,282 1.2 30,615 0.9 79,743 1.3

経常利益  257,744 7.5 349,497 11.0 188,985 2.9

Ⅵ 特別利益  11,684 0.3 － － 13,034 0.2

Ⅶ 特別損失 ※３ 27,692 0.8 22,948 0.7 40,030 0.6

税引前中間(当期)純利益  241,735 7.0 326,548 10.3 161,989 2.5

法人税､住民税及び事業税  23,200 0.6 2,742 0.1 10,343 0.2

法人税等調整額  △7,468 △0.2 △2,286 △0.1 16,732 0.2

中間（当期）純利益  226,004 6.6 326,092 10.3 134,913 2.1

前期繰越利益  5,430 －  5,430

中間(当期)未処分利益  231,435 －  140,344
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(3)中間株主資本等変動計算書 

当中間会計期間（自平成 18 年４月１日 至平成 18 年９月 30 日）      （単位：千円） 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金 
 

資本金 
資本準備
金 

その他資
本剰余金

資本剰余
金合計 固定資産圧

縮積立金
別途積立
金 

繰越利益
剰余金 

利益剰余
金合計 

自己株式 
株主資本
合計 

平成18年３月31日 
残高 

1,217,800 964,169 405,806 1,369,976 7,661 170,000 140,344 318,005 △311 2,905,470

中間会計期間中の変
動額 

   

固定資産圧縮積立
金の取崩 

 △574 574 －  －

別途積立金の積立  50,000 △50,000 －  －

剰余金の配当  △78,739 △78,739  △78,739

株式交換 1,186,100 1,186,100   1,186,100

中間純利益  326,092 326,092  326,092

株主資本以外の項
目の中間会計期間
中の変動額（純額） 

   

中間会計期間中の変
動額合計 

－ 1,186,100 － 1,186,100 △574 50,000 197,927 247,353 － 1,433,453

平成18年９月30日 
残高 

1,217,800 2,150,269 405,806 2,556,076 7,087 220,000 338,271 565,358 △311 4,338,924

    
 

評価・換算差額等  

 
その他有価証
券評価差額金 

評価・換算差額
等合計 

純資産合計 
 

  

平成18年３月31日 
残高 

59,975 59,975 2,965,446  

中間会計期間中の変
動額 

  

固定資産圧縮積立
金の取崩 

 －  

別途積立金の積立  －  

剰余金の配当  △78,739  

株式交換  1,186,100  

中間純利益  326,092  

株主資本以外の項
目の中間会計期間
中の変動額（純額） 

△17,621 △17,621 △17,621  

中間会計期間中の変
動額合計 

△17,621 △17,621 1,415,831  

平成18年９月30日 
残高 

42,353 42,353 4,381,277  
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

１．資産の評価基準及び評価方法 

（１）有価証券 

子会社株式     移動平均法による原価法 

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  移動平均法による原価法 

（２）たな卸資産 

商品・製品・半製品・原材料・仕掛品…移動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．固定資産の減価償却の方法 

有形固定資産   定率法 

ただし、淀江工場については定額法 

なお、平成 10 年４月１日以降に取得した建物（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。 

主な耐用年数は以下のとおりです。 

建物     15 年～38 年 

機械及び装置 ９年～15年 

その他    ４年～30 年 

無形固定資産   定額法 

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５

年内）に基づく定額法を採用しております。 

３．引当金の計上基準 

貸倒引当金    期末現在に有する債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権について

は貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能

性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。 

 

賞与引当金    従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。 

 

退職給付引当金  従業員の退職給付に備えるため、当中間会計期間末における退職給付債務見

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。 

４．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．その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

（１）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」は相殺し、流動負債に「その他」として表示し

ております。 

（２）法人税、住民税及び事業税の計上方法 

中間会計期間に係る納付税額及び法人税等調整額は、決算手続きにおいて予定している剰余金

の処分による固定資産圧縮積立金の取崩しを前提として、当中間会計期間に係る金額を計算し

ております。 

 

中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

（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 4,381,277 千円であります。 

 なお、当中間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、中間財務諸表等規則の

改正に伴い、改正後の中間財務諸表等規則により作成しております。 



 34

（企業結合に係る会計基準等） 

 当中間会計期間から、「企業結合に係る会計基準」（企業会計審議会 平成 15 年 10 月 31 日）及び

「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成 17 年 12 月 27 日 企業会計基準第７

号）並びに「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準委員会 

平成 17 年 12 月 27 日 企業会計基準適用指針第 10 号）を適用しております。 

 

注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

前中間会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前事業年度 
（平成18年３月31日） 

※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 

4,275,906千円 4,418,349千円 4,329,217千円

※２．資産について設定している担

保権の明細 

※２．資産について設定している担

保権の明細 

※２．資産について設定している担

保権の明細 

(1）担保資産 (1）担保資産 (1）担保資産 
 

建物 1,472,948千円 

土地 969,341 

有形固定資産
(その他) 

92,061 

計 2,534,351 
  

 
建物 1,387,650千円

土地 969,341 

有形固定資産
(その他) 

88,742 

計 2,445,734 
  

 
建物 1,422,361千円

土地 969,341 

有形固定資産
(その他) 

90,861 

計 2,482,563 
  

(2）担保に対する債務 (2）担保に対する債務 (2）担保に対する債務 
 

短期借入金 1,490,000千円 

長期借入金 1,513,970 

(１年以内返
済 予 定 分 含
む) 

 

計 3,003,970 
  

 
短期借入金 1,590,000千円

長期借入金 1,275,512 

(１年以内返
済 予 定 分 含
む) 

 

計 2,865,512 
  

 
短期借入金 1,440,000千円

長期借入金 1,390,262 

(１年以内返
済 予 定 分 含
む) 

 

計 2,830,262 
  

 ３．偶発債務  ３．偶発債務  ３．偶発債務 

 関係会社及び従業員の金融機

関からの借入等に対して次のと

おり保証を行っております。 

 関係会社及び従業員の金融機

関からの借入等に対して次のと

おり保証を行っております。 

 関係会社及び従業員の金融機

関からの借入等に対して次のと

おり保証を行っております。 
 

㈱但馬寿 50,250千円 

㈱三重寿庵 30,840 

㈱寿堂 31,276 

㈱ケイシイシイ 424,997 

計 537,363 
  

 
㈱但馬寿 50,000千円

㈱三重寿庵 23,470 

㈱寿堂 27,268 

㈱ケイシイシイ 781,064 

計 881,802 
  

 
㈱但馬寿 30,000千円

㈱三重寿庵 26,820 

㈱寿堂 29,272 

㈱ケイシイシイ 529,842 

計 615,934 
  

 (協)米子食品工業団地の鳥取

県からの借入に対して次のとお

り連帯保証を行っております。 

 (協)米子食品工業団地の鳥取

県からの借入に対して次のとお

り連帯保証を行っております。

 (協)米子食品工業団地の鳥取

県からの借入に対して次のとお

り連帯保証を行っております。
 

(協)米子食品工業
団地の借入に対す
る保証債務額 

67,768千円 

  

 
(協)米子食品工業
団地の借入に対す
る保証債務額 

60,239千円

  

 
(協)米子食品工業
団地の借入に対す
る保証債務額 

60,239千円

  
 関係会社㈱ケイシイシイを被

保証者として、平成30年１月末

までの事業用土地の賃借人とし

ての賃料（現行月額1,350千円）

の支払等一切の債務について、

当該土地の賃貸人に対して連帯

保証を行っております。 

 関係会社㈱ケイシイシイを被

保証者として、平成30年１月末

までの事業用土地の賃借人とし

ての賃料（現行月額1,350千円）

の支払等一切の債務について、

当該土地の賃貸人に対して連帯

保証を行っております。 

 関係会社㈱ケイシイシイを被

保証者として、平成30年１月末

までの事業用土地の賃借人とし

ての賃料（現行月額1,350千円）

の支払等一切の債務について、

当該土地の賃貸人に対して連帯

保証を行っております。 
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前中間会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前事業年度 
（平成18年３月31日） 

※４．  ────── ※４．中間期末日満期手形 ※４．  ────── 

  中間期末日満期手形の会計処

理については、当中間会計期間

の末日は金融機関の休日でした

が、満期日に決済が行われたも

のとして処理しております。当

中間期末日満期手形の金額は、

次ぎのとおりであります。 

 

  受取手形 8,498千円
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（中間損益計算書関係） 

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

※１．営業外収益のうち主要なもの ※１．営業外収益のうち主要なもの ※１．営業外収益のうち主要なもの
 

受取利息 10,762千円 

受取配当金 265,554千円 
  

 
受取利息 9,974千円

受取配当金 430,677千円
  

 
受取利息 20,925千円

受取配当金 266,701千円
  

※２．営業外費用のうち主要なもの ※２．営業外費用のうち主要なもの ※２．営業外費用のうち主要なもの
 

支払利息 30,642千円 
  

 
支払利息 22,764千円

  

 
支払利息 58,058千円

  
※３．減損損失 ※３．  ────── ※３．減損損失 

 当中間会計期間において、以

下の資産グループについて減損

損失を計上しました。 

  当事業年度において、以下の

資産グループについて減損損失

を計上しました。 
  

場所 用途 種類 
減損損失 
(千円) 

岐阜県大野
郡荘川村 

遊休地 土地 21,399 

鳥取県米子
市 

遊休地 土地 1,959 

  

   

場所 用途 種類 
減損損失
(千円)

岐阜県大野
郡荘川村 

遊休地 土地 21,399

鳥取県米子
市 

遊休地 土地 1,959

  
 当社は、事業用資産について

は事業を基礎とし、賃貸用資産

及び遊休資産については個別物

件単位でグルーピングをしてお

ります。 

 その結果、継続的な地価の下

落等により、帳簿価額に対し、

市場価額が著しく下落した遊休

資産について、帳簿価額を回収

可能価額まで減額し、当該減少

額を減損損失として特別損失に

23,358千円計上いたしました。 

 なお、回収可能価額は正味売

却価額により測定しており、当

該対象物件につきましては、他

への転用、売却が困難であるこ

とから０円としております。 

  当社は、事業用資産について

は事業を基礎とし、賃貸用資産

及び遊休資産については個別物

件単位でグルーピングをしてお

ります。 

 その結果、継続的な地価の下

落等により、帳簿価額に対し、

市場価額が著しく下落した遊休

資産について、帳簿価額を回収

可能価額まで減額し、当該減少

額を減損損失として特別損失に

23,358千円計上いたしました。

 なお、回収可能価額は正味売

却価額により測定しており、当

該対象物件につきましては、他

への転用、売却が困難であるこ

とから０円としております。 

 ４．減価償却実施額  ４．減価償却実施額  ４．減価償却実施額 
 

有形固定資産 97,542千円 

無形固定資産 10,186 

計 107,728 
  

 
有形固定資産 93,776千円

無形固定資産 6,676 

計 100,452 
  

 
有形固定資産 199,345千円

無形固定資産 20,696 

計 220,042 
     

（中間株主資本等変動計算書関係） 
当中間会計期間（自 平成 18 年４月１日 至 平成 18 年９月 30 日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
前事業年度末株式
数（株） 

当中間会計期間増
加株式数（株） 

当中間会計期間減
少株式数（株） 

当中間会計期間末
株式数（株） 

普通株式 680 － － 680 

合計 680 － － 680 
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（リース取引関係） 
前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（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、減損損

失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、減損損

失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、減損損

失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) 

機械及
び装置 

201,307 142,119 59,187 

有形固
定資産
(その
他) 

84,167 53,887 30,279 

無形固
定資産 

22,721 19,034 3,687 

合計 308,196 215,040 93,155 

  

 

 
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)

機械及
び装置

155,457 124,546 30,910

有形固
定資産
(その
他) 

48,287 28,370 19,917

無形固
定資産

8,522 4,380 4,142

合計 212,267 157,297 54,970

  

 

 
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)

機械及
び装置

155,457 111,591 43,865

有形固
定資産
(その
他) 

47,608 23,692 23,916

無形固
定資産

5,221 3,514 1,707

合計 208,287 138,798 69,489

  
(2）未経過リース料中間期末残高

相当額等 

(2）未経過リース料中間期末残高

相当額等 

(2）未経過リース料期末残高相当

額等 

未経過リース料中間期末残高

相当額 

未経過リース料中間期末残高

相当額 

未経過リース料期末残高相当

額 
 

１年内 43,076千円 

１年超 54,223 

合計 97,300 
  

 
１年内 30,657千円

１年超 27,146 

合計 57,804 
  

 
１年内 36,074千円

１年超 36,824 

合計 72,898 
  

(3）支払リース料、リース資産減

損勘定の取崩額、減価償却費相

当額、支払利息相当額及び減損

損失 

(3）支払リース料、リース資産減

損勘定の取崩額、減価償却費相

当額、支払利息相当額及び減損

損失 

(3）支払リース料、リース資産減

損勘定の取崩額、減価償却費相

当額、支払利息相当額及び減損

損失 
 

支払リース料 29,619千円 

減価償却費相当額 26,999 

支払利息相当額 1,791 
  

 
支払リース料 20,326千円

減価償却費相当額 18,499 

支払利息相当額 1,210 
  

 
支払リース料 55,587千円

減価償却費相当額 50,665 

支払利息相当額 3,288 
  

(4）減価償却費相当額の算定方法 (4）減価償却費相当額の算定方法 (4）減価償却費相当額の算定方法

 リース期間を耐用年数とし、

残存価額を零とする定額法によ

っております。 

同左 同左 

(5）利息相当額の算定方法 (5）利息相当額の算定方法 (5）利息相当額の算定方法 

 リース料総額とリース物件の

取得価額相当額との差額を利息

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。 

同左 同左 

（減損損失について） （減損損失について） （減損損失について） 

リース資産に配分された減損損失

はありません。 

同左 同左 
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（有価証券関係） 

前中間会計期間、当中間会計期間及び前事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。 

 

（企業結合関係） 

当中間会計期間（自平成 18 年４月１日 至 平成 18 年９月 30 日） 

 中間連結財務諸表 注記事項（企業結合関係）に記載のとおりであります。 

 

（重要な後発事象） 
前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

────── 

 

 

 

 

 当社は、平成 18 年５月 23 日開催

の取締役会において、会社分割によ

る純粋持株会社体制への移行及び商

号変更に関して決議し、平成 18 年６

月 28 日開催の定時株主総会におい

て新設分割計画が承認されましたの

で、平成 18 年 10 月 1 日をもって、

会社分割を実施いたしました。 

 当該会社分割に関する事項の概要

は、以下のとおりであります。 

 当社は、平成 18 年５月 23 日開催

の取締役会において、会社分割によ

る純粋持株会社体制への移行及び商

号変更に関して決議し、平成 18 年６

月 28 日開催の定時株主総会におい

て新設分割計画が承認されておりま

す。 

 当該会社分割に関する事項の概要

は、以下のとおりであります。 

 １．会社分割による純粋持株会社体

制への移行の目的 
１．会社分割による純粋持株会社体

制への移行の目的 
  当社グループは、「全国各地の

単品ブランドと店ブランドを創造

するお菓子の総合プロデューサ

ー」として、連結経営重視のもと

事業持株会社体制により当社及び

100％子会社 15 社でお菓子の製造

及び販売を中心に事業規模を拡大

してまいりました。近年、当社グ

ループを取り巻く事業環境は、同

業他社との競合激化、顧客ニーズ

の多様化など大変厳しい状況であ

り、このような激変する事業環境、

市場環境に対応し、持続的な成

長・発展を図るには、これまでに

も増して機動的かつ効率的なグル

ープ経営組織体制を整備していく

ことが急務となってまいりまし

た。このような視点のもと、グル

ープ価値の最大化を目指し、グル

ープ経営機能と事業執行機能を明

確に分離する純粋持株会社体制へ

の移行が最適であるとの結論に達

しました。 

 これにより、純粋持株会社とグ

ループ各社との責任と権限が明確

化され、更にグループ各社へ権限

を委譲することにより意思決定の

スピードアップが期待されます。

 当社グループは、「全国各地の

単品ブランドと店ブランドを創造

するお菓子の総合プロデューサ

ー」として、連結経営重視のもと

事業持株会社体制により当社及び

100％子会社 15 社でお菓子の製造

及び販売を中心に事業規模を拡大

してまいりました。近年、当社グ

ループを取り巻く事業環境は、同

業他社との競合激化、顧客ニーズ

の多様化など大変厳しい状況であ

り、このような激変する事業環境、

市場環境に対応し、持続的な成

長・発展を図るには、これまでに

も増して機動的かつ効率的なグル

ープ経営組織体制を整備していく

ことが急務となってまいりまし

た。このような視点のもと、グル

ープ価値の最大化を目指し、グル

ープ経営機能と事業執行機能を明

確に分離する純粋持株会社体制へ

の移行が最適であるとの結論に達

しました。 

 これにより、純粋持株会社とグ

ループ各社との責任と権限が明確

化され、更にグループ各社へ権限

を委譲することにより意思決定の

スピードアップが期待されます。
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前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

 純粋持株会社はグループ全体の戦

略策定、経営管理、ＩＲ、公開会

社としてグループ経営に必要な機

能を備え、一方、グループ各社は、

それぞれの特性と機能を活かし、

グループ会社間のシナジー効果を

最大限に発揮させ、グループ全体

の業績拡大に寄与することを目指

してまいります。 

純粋持株会社はグループ全体の戦

略策定、経営管理、ＩＲ、公開会

社としてグループ経営に必要な機

能を備え、一方、グループ各社は、

それぞれの特性と機能を活かし、

グループ会社間のシナジー効果を

最大限に発揮させ、グループ全体

の業績拡大に寄与することを目指

してまいります。 
 ２．会社分割の要旨 ２．会社分割の要旨 

 (1)分割の日程 (1)分割の日程 

 新設分割計画承認取締役会 平

成 18 年５月 23 日 

新設分割計画承認株主総会 平

成 18 年６月 28 日 

分割期日         平

成 18 年 10 月１日 

分割登記         平

成 18 年 10 月２日 

新設分割計画承認取締役会 平

成 18 年５月 23 日 

新設分割計画承認株主総会 平

成 18 年６月 28 日 

分割期日         平

成 18 年 10 月１日（予定） 

分割登記         平

成 18 年 10 月２日（予定） 

 (2)分割方式 (2)分割方式 

 ①分割方式 ①分割方式 

  当社を分割会社とし、新たに設

立する寿製菓株式会社を新設会

社とする分社型新設分割（物的分

割）です。 

 当社を分割会社とし、新たに設

立する寿製菓株式会社を新設会

社とする分社型新設分割（物的分

割）です。 

 ②当分割方式を採用した理由 ②当分割方式を採用した理由 

  純粋持株会社体制への移行を

効率的かつ円滑に実施するため、

当該分割方式を採用いたしまし

た。 

 純粋持株会社体制への移行を

効率的かつ円滑に実施するため、

当該分割方式を採用いたしまし

た。 

 (3)分割の割当 (3)分割の割当 

  新設会社（承継会社）が発行す

る普通株式 900 株は、すべて分割

会社である当社に割当てました。

 新設会社（承継会社）が発行す

る普通株式 900 株は、すべて分割

会社である当社に割当てます。 

 (4)分割交付金 (4)分割交付金 

  分割交付金の支払はありませ

ん。 

 分割交付金の支払はありませ

ん。 

 (5)承継会社が承継する権利義務 (5)承継会社が承継する権利義務 

 ①資産、負債及びこれに付随す

る権利義務 

①資産、負債及びこれに付随す

る権利義務 

  新設会社は、当社から承継事業

に属する資産及び負債並びにこ

れに付随する権利義務の一切を

承継いたします。但し、新設分割

計画において別段の定めがある

ものを除きます。なお、本件分割

後も、当社は承継会社に承継され

る債務のすべてについて、引き続

き承継会社と連帯して債務を負

担します。 

 新設会社は、当社から承継事業

に属する資産及び負債並びにこ

れに付随する権利義務の一切を

承継いたします。但し、新設分割

計画において別段の定めがある

ものを除きます。なお、本件分割

後も、当社は承継会社に承継され

る債務のすべてについて、引き続

き承継会社と連帯して債務を負

担します。 
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前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

 ②労働契約上の権利義務 ②労働契約上の権利義務 

  新設会社は、承継事業に主とし

て従事する従業員との間の雇用

契約その他の権利義務の一切を

分割期日において分割会社より

承継いたします。 

 新設会社は、承継事業に主とし

て従事する従業員との間の雇用

契約その他の権利義務の一切を

分割期日において分割会社より

承継いたします。 

 (6)債務履行の見込み (6)債務履行の見込み 

  分割会社及び新設会社とも資

産の額が負債の額を上回ること、

収益状況においても負担すべき

債務の履行に支障を及ぼす事態

が予測されないことから、債務の

履行の見込みに問題は無いと判

断しております。 

 分割会社及び新設会社とも資

産の額が負債の額を上回ること、

収益状況においても負担すべき

債務の履行に支障を及ぼす事態

が予測されないことから、債務の

履行の見込みに問題は無いと判

断しております。 

 (7)承継会社に新たに就任する役員 (7)承継会社に新たに就任する役員

 ①取締役 河越庄市、山内博次、河

越誠剛、高橋史治、亀井謙 

①取締役 河越庄市、山内博次、河

越誠剛、高橋史治、亀井謙 

 ②監査役 清水真実 ②監査役 清水真実 

 ３．分割当事会社の概要 ３．分割当事会社の概要 

  

商号 

寿スピリッツ

株式会社 

（分割会社）

寿製菓株式会

社 

（新設会社）

事業内

容 

菓子の製造及

び販売等 

菓子の製造及

び販売等 

資本金 1,217 百万円 90 百万円

従業員

数 
6 名 230 名

  

 

商号 

寿製菓株式会

社 

（分割会社） 

（寿スピリッ

ツ株式会社に

商号変更予

定） 

寿製菓株式会

社 

（新設会社）

事 業 内

容 

菓子の製造及

び販売等 

菓子の製造及

び販売等 

資本金 1,217 百万円 90 百万円

従 業 員

数 
230 名 230 名

  

 ４．分割する事業部門の内容 ４．分割する事業部門の内容 

 (1)分割する事業の内容 (1)分割する事業の内容 

 菓子の製造及び販売等 菓子の製造及び販売等 

 (2)分割する事業の平成 18 年３月

期における経営成績 

(2)分割する事業の平成 18 年３月

期における経営成績 

  

 

分割する

事業（ａ）

（百万円）

分割会社

の実績

（ｂ）

（百万円）

比率 

（ａ／ｂ）

（％）

売上高 6,424 6,424 100.0

売上総

利益 
1,943 1,943 100.0

営業利

益（△

損失）

154 △65 －

経常利

益 
148 188 78.8

  

 

 

分割する

事業（ａ） 

（百万円） 

分割会社

の実績

（ｂ） 

（百万円）

比率 

（ａ／ｂ）

（％）

売上高 6,424 6,424 100.0

売上総

利益 
1,943 1,943 100.0

営業利

益（△

損失）

154 △65 －

経常利

益 
148 188 78.8

  

 （注）当社は「菓子の製造及び販

売事業」の単一セグメント

で事業展開いたしており、

営業利益及び経常利益につ

きましては、分割する事業

に係る固定費等を概算で産

出し、計算いたしておりま

す。 

（注）当社は「菓子の製造及び販

売事業」の単一セグメント

で事業展開いたしており、

営業利益及び経常利益につ

きましては、分割する事業

に係る固定費等を概算で産

出し、計算いたしておりま

す。 
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前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

 (3)譲渡された資産・負債の金額 (3)譲渡資産・負債の項目及び金額

  （平成 18 年３月 31 日現在） 

  

資産 

（百万円） 

負債 

（百万円） 

流動資産 1,859 流動負債 1,253

固定資産 3,220 固定負債 1,035

合計 5,080 合計 2,288
 

 

資産 

（百万円） 

負債 

（百万円） 

流動資産 1,505 流動負債 1,278

固定資産 3,261 固定負債 1,117

合計 4,767 合計 2,395
 

  （注）譲渡資産、負債の項目及び

金額は、平成 18 年３月 31

日現在の貸借対照表を基準

に算出しているため、実際

に譲渡する金額は、上記金

額と異なる可能性がありま

す。 

 
 

以 上 


