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１．平成１８年１０月中間期の業績（平成１８年５月１日～平成１８年１０月３１日）
(1）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10月中間期 1,235 (　1.9 ) 39 (△49.3 ) 64 (△35.5 )
17年10月中間期 1,213 (△5.5 ) 78 (△26.8 ) 100 (△13.1 )

18年 4月期 2,519 (△2.9 ) 161 (△31.0 ) 167 (△35.7 )

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10月中間期 34 (△72.6 ) 6 59  　　　 ――――――
17年10月中間期 127 (  89.8 ) 24 09 　　　　――――――

18年 4月期 168 (  13.7 ) 29 88 　　　　――――――

（注）①持分法投資損益 18年10月中間期 －百万円 17年10月中間期 －百万円 18年4月期 －百万円
②期中平均株式数 18年10月中間期 5,299,080株 17年10月中間期 5,299,080株 18年4月期 5,299,080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）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10月中間期 3,973 3,401 85.6 641 97
17年10月中間期 4,118 3,438 83.5 648 91

18年 4月期 4,088 3,428 83.8 645 02

（注）①期末発行済株式数 18年10月中間期 5,299,080株 17年10月中間期 5,299,080株 18年4月期 5,299,080株
②期末自己株式数 18年10月中間期 550,920株 17年10月中間期 550,920株 18年4月期 550,920株

(3）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10月中間期 63 31 △47 828
17年10月中間期 68 57 △52 943

18年 4月期 144 △82 △150 781

２．平成１９年４月期の業績予想（平１８年５月１日～平成１９年４月３０日）  

売上高 経常利益 当期純利益

 百万円 百万円 百万円

通　期 2,630 150 85
（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　　16円　04銭

３．配当状況

・現金配当  １株当り配当金（円）

中間期末 期末 年間

18年４月期 9.00 9.00 18.00

19年４月期（実績） 9.00 －
18.00

19年４月期（予想） － 9.00
 
※　上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んで

おります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。
なお、上記予想に関する事項は添付資料の６ページを参照して下さい。
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１．企業集団の状況
　当社は、プラスチックフィルムのメーカーで、食品包装向け多層チューブフィルムを主要製品として製造、加工並び

に販売を行っております。

　親会社の盛田エンタプライズ株式会社は、酒類食品卸売業、不動産賃貸売買業、管理業務委託、人材派遣業を行って

おりますが、現在当社との取引はありません。

　［事業系統図］

　当社の事業系統図は下記のとおりであります。

 外
注
先
（
印
刷
・
製
袋
） 

オ
ザ
キ
軽
化
学
株
式
会
社(

原
反
製
造･
販
売)

 

原反 

印刷・製袋 

得意先 

親
会
社 

盛
田
エ
ン
タ
プ
ラ
イ
ズ
株
式
会
社 

議決権所有比率 
51.9％ 

２．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

　当社は「社会の期待し要求する製品を作り、それによって発展する企業でありたい。よって会社の発展と社員の幸

福が一致する経営を期す。」の経営理念のもと、多層チューブフィルム業界のパイオニアとして堅実に成長してきま

した。食品包装分野で安定的に成長しつつ、今後の成長分野として期待できる電子部品用・医療用・産業用を柱とす

る非食品分野に対する高機能製品の開発により事業拡大を図ることを基本戦略としております。また今後の企業成長

のためには環境問題への取り組みが重要と判断し、2001年４月にＩＳＯ14001の認証を取得するとともに、現在工場内

生産ロスのゼロ・エミッションを目標とし、循環型社会の一翼を担う企業として環境マネジメントシステムの継続的

な向上を目指してまいります。

　また経営理念の実現のために、目標管理制度を基にした人材の育成と経営・会計の透明性並びに法令の遵守を経営

の基本方針として、顧客・社員・株主並びに社会に報いることが出来る調和のとれた企業活動を推進してまいります。

(2）会社の利益配分に関する基本方針

　当社は株主各位への利益還元を重要課題と考えており、地道に経営基盤を強化し、常に安定配当を維持しつつ、業

績に裏付けされた成果配分を行なうことを基本方針としております。

　内部留保金につきましては、企業体質の強化と、今後の研究開発活動・設備投資・情報投資に活用し、また、自己

株式取得の弾力的運用による株式価値の向上等に備えることにより、企業内容の充実を図ってまいります。

(3）投資単位の引下げに関する考え方及び方針等

　当社は株式市場での流動性を高め投資家層の拡大を図ることを資本政策上の重要課題と認識しております。

　当中間期末時点での当社株式の投資単位は、１単元の金額が50万円を超える水準で推移しましたが、今後とも投資

単位の目安であります「50万円以上」を大幅に越えるような場合には、１単元の株数の見直しなど適切に対処してい

く方針であります。

－ 2 －



(4）目標とする経営指標

　当社は、投下資本に対するリターンの最大化を図ることにより、株主にとって魅力ある企業経営を行なうため、Ｒ

ＯＥ（株主資本当期純利益率）を主な経営指標としております。平成20年４月期のＲＯＥ目標を５％以上としており

ます。

(5）中長期的な会社の経営戦略

　当社は現在、平成19年度を最終年度とする中期3ヶ年経営計画「ＢＴ３」（Ｂｒｅａｋ Ｔｈｒｏｕｇｈ ３）を以下

の通り策定し、推進しております。企業の社会的責任を果していく取り組みを行い、会社の持続的な発展と企業価値

の向上を目指してまいります。

①基本方針

・非食品分野の積極的取り組みによる成長戦略の具体的実現を図る。

・売上の拡大指向による新分野、新製品の取り組みを積極的に行なう。 

・戦略実現に向けての構造改革、行動変革運動を行なう。 

②経営目標（平成20年４月期）

・売上高　　　　　　　　　　　３２億円 

・営業利益　　　　　　　　　　３億２０百万円 

・非食品売上高比率　　　　　　３０％の達成 

・売上高営業利益率　　　　　　１０％の達成 

・株主資本利益率（ＲＯＥ）　　５％以上の達成 

(6）会社の対処すべき課題

　当社の主要ユーザーである食品業界においては、食の安全性に対する諸問題から、品質に対する要求水準はますま

す厳しくなり、また、少子高齢化が進むなか、個人消費は低迷し、需要減退の影響を受けるとともに、価格競争の激

化や受注の小ロット化、短納期化の流れが加速してきております。更に、原油、ナフサ価格の高止まりから、樹脂原

料価格の値上げ影響がさらに強くなっている状況にあります。

　このような状況のなかで、以下の課題に取り組んでまいります。

　まず第一に「品質の向上とコストの削減」を最重要課題と位置づけ、「顧客満足の得られる製品作り」と「徹底し

たコストダウン」に取り組んでおります。常に品質の向上を図り顧客満足の得られる製品作りを行い、クレームゼロ

を目指してまいります。

　第二に、電子部品や医療用、産業用などの非食品分野への対応力を強化してまいります。また、包装用途だけでは

なく、医療用バックの拡大や産業用等の機能材料としての用途開発を進めてまいります。特に自動車分野の新規開拓

を図ってまいります。

　第三に、提案型営業により主要分野である食品分野での顧客ニーズに的確に対応してまいります。問屋向けを中心

とした営業のみならず、直接ユーザーへの訪問頻度を増やし顧客ニーズの把握をよりきめ細かく行い、顧客からの信

認をより強くする営業活動を行ってまいります。
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(7）親会社等に関する事項

①　親会社等の商号等

 （平成18年10月31日現在）

親会社等 属性
親会社等の議決権所有
割合（％）

親会社等が発行する株券が上場されてい
る証券取引所等

盛田エンタプライズ株式会社 親会社
51.9

(－)
なし

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

②　親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社等との関係

　当社の親会社である盛田エンタプライズ株式会社は、議決権の51.9％を所有しておりますが、事業活動を行う上で

の承認事項など親会社からの制約はありません。また、親会社の企業グループと緊密な協力関係を保ちながら事業展

開する方針でありますが、親会社との企業グループとの棲み分けがなされており、兼任取締役の就任状況は、独自の

経営判断を妨げるものではなく、一定の独立性が確保されていると認識しております。株式会社ジャスダック証券取

引所に上場する会社として、経営の自立性を維持するとともに、適時開示規則等に基づき盛田エンタプライズ株式会

社の重要な会社情報につきましては、適時適切に開示していきます。

（役員の兼務状況）

役職 氏名 親会社等又はそのグループ企業での役職 就任理由

非常勤取締役 遠藤　昭洋 

親会社盛田エンタプライズ株式会社

取締役財務部長兼総務担当及び

親会社の子会社株式会社イズミック

常務取締役 

経営情報及び財務ノウハウの意見反

映のため

非常勤取締役 北村　博 
親会社の子会社株式会社イズミック

取締役営業本部長兼中部ブロック長 

経営情報及び食品業界における営業

ノウハウの意見反映のため 

非常勤監査役 川瀬　智弘 

親会社盛田エンタプライズ株式会社及び

親会社の子会社株式会社イズミック

監査役

他の会社の監査役経験も豊富であり、

独立した中立的立場で監査機能を担

うため

　（注）　当社の取締役７名、監査役３名のうち、親会社等又はそのグループ企業との兼任役員は当該３名のみでありま

す。

③　親会社等との取引に関する事項

　当社は親会社等との取引がないため、記載すべき事項はありません。

(8）内部管理体制の整備・運用状況

当該事項につきましては、コーポレート・ガバナンスに関する報告書の「内部統制システムに関する基本的な考え

方及びその整備状況」に記載しております。
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３．経営成績及び財政状態
(1）経営成績

　当中間会計期間におけるわが国経済は、原油高による原材料費の高騰や米国経済の減速懸念があったものの、好

調な企業業績に伴う設備投資や雇用の増加、さらには個人消費にも底堅い動きが見られるなど、全般的には緩やか

な回復基調で推移いたしました。

　当業界におきましては、原油価格の高止まりによる樹脂原材料価格の値上げ圧力が継続する中で、製品価格への

転嫁が容易でない状況が続くなど、業績回復に力強さを欠く状況にあります。また受注の小ロット化の流れのなか、

ユーザーの品質管理の要求は一段と高まるなど、引き続き厳しい経営環境にありました。

　このような状況のなかで、当社は主力の食品分野においては、きめ細かく新規需要を掘り起こしていく対応を図

り、また非食品分野を成長分野と位置付けて、電子部品用、医療用、産業用向けの取り組みを積極的に推進し、販

売の拡大に努めてまいりました結果、売上高は12億35百万円（前年同期比1.9％増）となりました。

　利益につきましては、高付加価値製品の販売に注力し、全社を挙げての徹底したコスト削減に取り組みましたが、

原材料費の値上げ影響等により、営業利益は39百万円（前年同期比49.3％減）、経常利益は64百万円（前年同期比

35.5％減）、役員退職慰労金の支払等により中間純利益は34百万円（前年同期比72.6％減）となりました。

　用途別の売上高につきましては、食品分野では、漬物向けの減少や畜産物向けのホイップ袋が減少したものの汎

用品の規格袋は即納・小ロットなど小回りの良さから堅調に推移した結果、９億25百万円（前年同期比0.4％増）と

なりました。

　非食品分野では、電子部品用や産業用、医療用が増加し、2億11百万円（前年同期比12.0％増）となりました。

　商品につきましては、仕入商品である単層フィルムの販売減により98百万円（前年同期比3.5％減）となりました。

(2）財政状態

①　キャッシュ・フローの状況

　当中間会計期間のキャッシュ・フローの状況につきましては、現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、

役員退職慰労金の支払、有形固定資産の取得による支出等がありましたが、投資有価証券の売却等による収入によ

り前会計年度末より47百万円増加し、８億28百万円（前年同期比１億14百万円の減少）となりました。

　なお、フリー・キャッシュ・フローは△１億38百万円（前年同期は△10百万円）となりました。

　また、当中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　当期において営業活動の結果得られた資金は63百万円（前年同期比４百万円の減少）となりました。

　これは主に役員退職慰労金の支払１億円、売上債権の回収額56百万円、利息及び配当金等の受取額の増加34百万

円等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）

　当期において投資活動の結果得られた資金は31百万円（前年同期比26百万円の減少）となりました。

　これは主に有形固定資産の取得による支出２億２百万円、投資有価証券の売却２億30百万円等による収入による

ものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　当期において財務活動の結果使用した資金は47百万円（前年同期比５百万円減少）となりました。

　これは配当金の支払による支出47百万円によるものであります。

　（注）　フリー・キャッシュ・フローは（営業活動によるキャッシュ・フロー）から（有形固定資産の取得による支出）

を差し引いて計算しました。
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②　キャッシュ・フロー指標のトレンド

　当社のキャッシュ・フロー指標は次のとおりであります。

平成17年４月期 平成18年４月期 平成19年４月期

中間 期末 中間 期末 中間

自己資本比率（％） 81.4 80.8 83.5 83.8 85.6

時価ベースの自己資本比率（％） 62.4 61.2 78.4 86.1 78.7

　（注）　自己資本比率：自己資本／総資産

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

１．各指標は、いずれも財務数値により計算しております。

２．株式時価総額は、中間期末（期末）株価終値×中間期末（期末）発行済株式数により算出しております。

３．債務償還年数は、有利子負債がありませんので表示を省略しております。

４．インタレスト・カバレッジ・レシオは、支払利息・割引料がないため表示を省略しております。

(3）通期の見通し

 （単位：百万円）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

平成19年４月期（予想） 2,630 110 150 85

平成18年４月期（実績） 2,519 161 167 168

伸び率 4.4％ △31.7％ △10.7％ △49.5％

　今後の経済見通しといたしましては、米国経済の減速懸念や、原油価格の高止まりなど、景気回復に悪影響を及ぼ

す不確定要素も多く、楽観視できない状況にあります。

　当社におきましても、樹脂原料価格の値上がりの影響及び、販売競争の激化から製品価格への転嫁が難しい状況に

あることから、事業環境は引き続き厳しい状況のもとに推移するものと思われます。

　このような状況のなか、「品質の向上」と「納期の厳守」を徹底し、より一層お客様からの信頼を得ることにより

売上の増加を図っていく所存であります。

　平成19年４月期の業績見通しは、売上高26億30百万円（前期比4.3％増）、経常利益1億50百万円（前期比10.7％

減）、当期純利益85百万円（前期比49.5％減）を見込んでおります。

(4）事業等のリスク

　当社の経営成績及び財政状態等に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には、次のようなものがあり、文中の将

来に関する事項は、当中間会計期間末現在において当社が判断したものであります。

①原材料価格について

　当社の製造工程において使用している樹脂原料価格の値上げは、原材料費の上昇を吸収できず、当社の業績に影

響を及ぼす可能性があります。

②消費の動向について

　当社のユーザーである、食品メーカーが消費者の食の安全性に対する不信感を与える状況（産地偽装表示問題、

ＢＳＥ、鳥インフルエンザなど）が生じた場合など、消費動向に影響をあたえるような不測の事態が発生した場合

には、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

③災害等について

　当社は生産拠点を三ヶ所に分散配置し補完機能を持たせており、かつ防火管理体制に関しても防災訓練を定期的

に行う等災害対策を実施しておりますが、地震・台風といった自然災害及び火災・爆発等の事故が発生した場合、

あるいはコンピューターシステムが稼動できなくなった場合、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

④製品の欠陥について

　当社は製品の品質を最優先の課題の一つとし、製品の製造を行っております。しかし、全ての製品に欠陥がなく、

将来において製品回収などの事態が発生しないという保証はありません。また製造物責任賠償については保険に加

入しておりますが、大規模な製品の回収や製造物責任賠償につながるような製品等の欠陥が発生した場合、当社の

業績に影響を及ぼす可能性があります。
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４．中間財務諸表等
(1）中間貸借対照表

  
前中間会計期間末

（平成17年10月31日）
当中間会計期間末

（平成18年10月31日）
対前中間期
比

前事業年度の要約貸借対照表
（平成18年４月30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  899,947   785,270    737,886   

２．受取手形 注２ 376,460   379,275    427,008   

３．売掛金  371,717   377,892    386,279   

４．たな卸資産  112,003   107,582    84,516   

５．その他  79,369   96,090    115,184   

貸倒引当金  △658   △357    △387   

流動資産合計   1,838,841 44.7  1,745,754 43.9 △93,087  1,750,487 42.8

Ⅱ　固定資産            

１．有形固定資産 注１           

(1) 建物  236,485   221,558    224,157   

(2) 機械及び装
置

 280,532   419,500    273,829   

(3) 土地  605,251   605,251    605,251   

(4) その他  39,361   32,825    35,467   

計  1,161,631   1,279,137   117,506 1,138,705   

２．無形固定資産  7,089   7,089   － 7,089   

３．投資その他の
資産

           

(1) 投資有価証
券

 677,195   540,667    750,740   

(2) 繰延税金資
産

 39,512   6,355    43,886   

(3) 長期性預金  300,000   300,000    300,000   

(4) その他  93,836   95,185    99,293   

貸倒引当金  －   △203    △1,632   

計  1,110,545   942,004   △168,540 1,192,287   

固定資産合計   2,279,265 55.3  2,228,231 56.1 △51,034  2,338,082 57.2

資産合計   4,118,107 100.0  3,973,985 100.0 △144,121  4,088,570 100.0

            

（負債の部）            

Ⅰ　流動負債            

１．支払手形 注２ 22,393   27,280    19,860   

２．買掛金  354,194   388,497    344,795   

３．未払法人税等  25,531   7,156    5,144   

４．その他 注２ 147,093   115,586    158,756   

流動負債合計   549,214 13.3  538,520 13.6 △10,693  528,557 12.9

Ⅱ　固定負債            

１．退職給付引当
金

 21,507   20,563    18,543   

２．役員退職慰労
引当金

 107,898   12,725    113,106   

３．その他  850   350    350   

固定負債合計   130,256 3.2  33,639 0.8 △96,617  131,999 3.3

負債合計   679,470 16.5  572,159 14.4 △107,310  660,557 16.2
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前中間会計期間末

（平成17年10月31日）
当中間会計期間末

（平成18年10月31日）
対前中間期
比

前事業年度の要約貸借対照表
（平成18年４月30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   774,000 18.8  － － △774,000  774,000 18.9

Ⅱ　資本剰余金            

１．資本準備金  1,150,310   －    1,150,310   

資本剰余金合計   1,150,310 27.9  － － △1,150,310  1,150,310 28.1

Ⅲ　利益剰余金            

１．利益準備金  193,500   －    193,500   

２．任意積立金  1,370,000   －    1,370,000   

３．中間（当期）
未処分利益

 541,793   －    534,784   

利益剰余金合計   2,105,293 51.1  － － △2,105,293  2,098,284 51.3

Ⅳ　土地再評価差額
金

  △387,533 △9.4  － － 387,533  △387,533 △9.5

Ⅴ　その他有価証券
評価差額金

  35,603 0.9  － － △35,603  31,989 0.8

Ⅵ　自己株式   △239,037 △5.8  － － 239,037  △239,037 △5.8

資本合計   3,438,636 83.5  － － △3,438,636  3,428,013 83.8

負債資本合計   4,118,107 100.0  － － △4,118,107  4,088,570 100.0

            

（純資産の部）            

Ⅰ　株主資本            

１．資本金   － －  774,000 19.5 774,000  － －

２．資本剰余金            

(1)資本準備金  －   1,150,310    －   

資本剰余金合計   － －  1,150,310 28.9 1,150,310  － －

３．利益剰余金            

(1)利益準備金  －   193,500    －   

(2)その他利益剰
余金

 －       －   

別途積立金  －   1,370,000    －   

繰越利益剰
余金

 －   512,017    －   

利益剰余金合計   － －  2,075,517 52.2 2,075,517  － －

４．自己株式   － －  △239,037 △6.0 △239,037  － －

株主資本合計   － －  3,760,790 94.6 3,760,790  － －

Ⅱ　評価・換算差額
等

           

１．その他有価証
券評価差額金

  － －  28,568 0.7 28,568  － －

２．土地再評価差
額金

  － －  △387,533 △9.7 △387,533  － －

評価・換算差額
等合計 

  － －  △358,964 △9.0 △358,964  － －

純資産合計   － －  3,401,826 85.6 3,401,826  － －
負債純資産合計   － －  3,973,985 100.0 3,973,985  － －
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(2）中間損益計算書

  
前中間会計期間

（自　平成17年５月１日
至　平成17年10月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年５月１日
至　平成18年10月31日）

対前中間
期比

前事業年度の要約損益計算書
（自　平成17年５月１日
至　平成18年４月30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   1,213,149 100.0  1,235,605 100.0 22,455  2,519,930 100.0

Ⅱ　売上原価   762,735 62.9  838,815 67.9 76,079  1,602,411 63.6

売上総利益   450,414 37.1  396,790 32.1 △53,623  917,519 36.4

Ⅲ　販売費及び一般
管理費

  372,235 30.7  357,161 28.9 △15,073  756,382 30.0

営業利益   78,179 6.4  39,629 3.2 △38,549  161,136 6.4

Ⅳ　営業外収益 注１  22,529 1.9  25,284 2.1 2,754  56,758 2.3

Ⅴ　営業外費用   － 0.0  － 0.0 －  50,000 2.0

経常利益   100,708 8.3  64,913 5.3 △35,795  167,895 6.7

Ⅵ　特別利益 注２  64,647 5.3  27,423 2.2 △37,224  64,590 2.6

Ⅶ　特別損失 注３  962 0.1  28,255 2.3 27,292  1,601 0.1

税引前中間
（当期）純利
益

  164,394 13.5  64,081 5.2 △100,312  230,884 9.2

法人税、住民
税及び事業税

 26,016   3,107    51,449   

法人税等調整
額

 10,729 36,745 3.0 26,049 29,156 2.4 △7,588 11,103 62,552 2.5

中間（当期）
純利益

  127,648 10.5  34,924 2.8 △92,724  168,332 6.7

前期繰越利益   414,144   －    414,144  

中間配当額   －   －    47,691  

中間（当期）
未処分利益

  541,793   －    534,784  
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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５月１日　至平成18年10月31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

資本準備金
資本剰余金
合計

利益準備金
 その他利益剰余金

利益剰余金
合計

別途積立金
繰越利益剰
余金

平成18年４月30日　残

高

（千円）

774,000 1,150,310 1,150,310 193,500 1,370,000 534,784 2,098,284 △239,037 3,783,557

中間会計期間中の変動

額

剰余金の配当（注）      △47,691 △47,691  △47,691

役員賞与（注）      △10,000 △10,000  △10,000

中間純利益      34,924 34,924  34,924

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

（千円）

－ － － － － △22,766 △22,766 － △22,766

平成18年10月31日　残

高

（千円）

774,000 1,150,310 1,150,310 193,500 1,370,000 512,017 2,075,517 △239,037 3,760,790

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４月30日　残高

（千円）
31,989 △387,533 △355,544 3,428,013

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当（注）    △47,691

役員賞与（注）    △10,000

中間純利益    34,924

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額）
△3,420  △3,420 △3,420

中間会計期間中の変動額合計

（千円）
△3,420 － △3,420 △26,187

平成18年10月31日　残高

（千円）
28,568 △387,533 △358,964 3,401,826

（注）　平成18年７月の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）中間キャッシュ・フロー計算書

  
前中間会計期間

（自　平成17年５月１日
至　平成17年10月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年５月１日
至　平成18年10月31日）

対前中間期比

前事業年度の要約キャッ
シュ・フロー計算書

（自　平成17年５月１日
至　平成18年４月30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

     

税引前中間（当期）
純利益

 164,394 64,081  230,884

減価償却費  51,373 67,292  108,208

退職給付引当金の増
減額（減少:△）

 142 2,019  △2,821

役員退職慰労引当金
の減少額

 △10,545 △100,380  △5,338

貸倒引当金の増減額
（減少：△）

 △63 △1,459  1,298

受取利息及び受取配
当金

 △21,339 △23,200  △46,059

支払手数料  － －  50,000

有形固定資産売除却
損

 962 1,709  1,601

投資有価証券売却益  △64,584 △26,248  △64,590

事業保険解約益  △213 △750  －

売上債権の減少額  72,481 56,120  7,372

たな卸資産の増減額
（増加：△）

 △23,136 △23,066  4,350

その他の流動資産の
増減額（増加：△）

 1,536 10,371  △9,927

仕入債務の増加額  25,959 51,121  14,026

未払金の増減額（減
少:△）

 △10,549 △22,847  9,661

未払費用の増減額
（減少:△）

 △4,911 △12,310  2,260

預り金の増減額（減
少:△）

 △3,173 △3,383  561

未払消費税等の増減
額（減少:△）

 4,453 △11,450  6,411

役員退職慰労金  － 25,020  －

役員賞与の支払額  △12,000 △10,000  △12,000

その他  △4,128 4,183  △6,681

小計  166,658 46,821 △119,837 289,219

利息及び配当金等の
受取額

 18,142 34,712  34,396

法人税等の還付額  － 22,178  －

法人税等の支払額  △116,430 △14,798  △179,483

役員退職慰労金  － △25,020  －

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 68,370 63,894 △4,475 144,132
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前中間会計期間

（自　平成17年５月１日
至　平成17年10月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年５月１日
至　平成18年10月31日）

対前中間期比

前事業年度の要約キャッ
シュ・フロー計算書

（自　平成17年５月１日
至　平成18年４月30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

     

有形固定資産の取得
による支出

 △79,147 △202,807  △135,273

有形固定資産の売却
による収入

 60 130  127

投資有価証券の取得
等による支出

 △500,000 －  △779,600

投資有価証券の売却
等による収入

 627,793 230,592  827,800

貸付金の回収による
収入

 90 270  215

その他投資の減少額  9,139 3,189  4,437

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 57,936 31,374 △26,561 △82,293

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

     

配当金の支払額  △52,990 △47,853  △100,583

支払手数料支払によ
る支出

 － －  △50,000

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 △52,990 △47,853 5,137 △150,583

Ⅳ　現金及び現金同等物の
増減額（減少:△）

 73,315 47,416 △25,899 △88,744

Ⅴ　現金及び現金同等物の
期首残高

 869,910 781,165 △88,744 869,910

Ⅵ　現金及び現金同等物の
中間期末(期末)残高

 943,226 828,581 △114,644 781,165
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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

項目
前中間会計期間

（自　平成17年５月１日
至　平成17年10月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年５月１日
至　平成18年10月31日）

前事業年度
（自　平成17年５月１日
至　平成18年４月30日）

１．資産の評価基準及び評価

方法

(1）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）を採用しております。

(1）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）を採用しておりま

す。

(1）有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

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）を採用

しております。

時価のないもの

移動平均法による原価法

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

　先入先出法による原価法

(2）たな卸資産

商品

同　　　左

(2）たな卸資産

商品

同　　　左

製品

　総平均法による原価法

製品

同　　　左

製品

同　　　左

原材料

　総平均法による原価法

原材料

同　　　左

原材料

同　　　左

仕掛品

　総平均法による原価法

仕掛品

同　　　左

仕掛品

同　　　左

────── 貯蔵品

先入先出法による原価法

──────

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、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、主な耐用年数は次のと

おりであります。

建物　　　　　　３～３８年

機械及び装置　　４～１０年

有形固定資産

同　　　左

建物　　　　　　７～３８年

機械及び装置　　　４～８年

有形固定資産

同　　　左

建物　　　　　　７～３８年

機械及び装置　　　２～８年

３．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金

　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。

(1）貸倒引当金

同　　　左

(1）貸倒引当金

同　　　左

(2）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

給付債務及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。

(2）退職給付引当金

同　　　左

(2）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

給付債務及び年金資産の見込額

に基づき、計上しております。

(3）役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支出に備

えるため、役員退職慰労金規程

に基づく中間期末要支給額を計

上しております。

(3）役員退職慰労引当金

 

同　　　左

(3）役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支出に備

えるため、役員退職慰労金規程

に基づく期末要支給額を計上し

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。

同　　　左 同　　　左
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項目
前中間会計期間

（自　平成17年５月１日
至　平成17年10月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年５月１日
至　平成18年10月31日）

前事業年度
（自　平成17年５月１日
至　平成18年４月30日）

５．中間キャッシュ・フロー

計算書（キャッシュ・フ

ロー計算書）における資金

の範囲

　手許現金及び要求払い預金のほ

か、取得日より３ヶ月以内に満期

日が到来する定期性預金及び容易

に換金可能であり、かつ、価格の

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

６．その他中間財務諸表（財

務諸表）作成のための基本

となる重要な事項

消費税等の会計処理

　税抜方式によっております。

　なお、仮払消費税等と預り消費

税等は相殺し、未払消費税等とし

て流動負債の「その他」に含めて

表示しております。

消費税等の会計処理

　税抜方式によっております。

　なお、仮払消費税等と預り消費

税等は相殺し、未収消費税等とし

て流動資産の「その他」に含めて

表示しております。

消費税等の会計処理

　税抜方式によっております。

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 

前中間会計期間
（自　平成17年５月１日
至　平成17年10月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年５月１日
至　平成18年10月31日）

前事業年度
（自　平成17年５月１日
至　平成18年４月30日）

　（固定資産の減損に係る会計基準）

　当中間会計期間より、固定資産の減損に

係る会計基準（「固定資産の減損に係る会

計基準の設定に関する意見書」（企業会計

審議会　平成14年８月９日））及び「固定

資産の減損に係る会計基準の適用指針」

（企業会計基準適用指針第６号　平成15年

10月31日）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。

────── 　（固定資産の減損に係る会計基準）

　当事業年度より、固定資産の減損に係る

会計基準（「固定資産の減損に係る会計基

準の設定に関する意見書」（企業会計審議

会　平成14年８月９日））及び「固定資産

の減損に係る会計基準の適用指針」（企業

会計基準適用指針第６号　平成15年10月31

日）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。

────── 　（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3,401,826千円であります。

　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。

──────

表示方法の変更

前中間会計期間
（自　平成17年５月１日
至　平成17年10月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年５月１日
至　平成18年10月31日）

（中間貸借対照表）  

 「建物」は、前中間期まで、有形固定資産の「その他」に含めて表示

しておりましたが、当中間期末において資産の総額の100分の５を超え

たため区分掲載しました。

　なお、前中間期末の「建物」の金額は168,783千円であります。

──────
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注記事項

（中間貸借対照表関係）

項目
前中間会計期間末

（平成17年10月31日）
当中間会計期間末

（平成18年10月31日）
前事業年度末

（平成18年４月30日）

注１　有形固定資産

減価償却累計額

（千円）

1,374,951 

（千円）

 1,464,519

（千円）

          1,421,403

注２　中間期末日（期末日）満

期手形

―――――― ―――――― 期末日満期手形の会計処理は、

手形交換日をもって決済処理し

ております。

当期末日が金融機関の休業日

であったため、次の期末日満期

手形が期末残高に含まれており

ます。

受取手形　　　　103,566

支払手形　　　　  2,282   

設備支払手形　　　  714   

（中間損益計算書関係）

項目
前中間会計期間

（自　平成17年５月１日
至　平成17年10月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年５月１日
至　平成18年10月31日）

前事業年度
（自　平成17年５月１日
至　平成18年４月30日）

注１　営業外収益の主なもの

受取利息

有価証券利息

（千円）

2,884

18,364

（千円）

2,703

20,298

（千円）

5,605

40,363

注２　特別利益の主なもの

投資有価証券売却益

（千円）

64,584

（千円）

26,248

（千円）

64,590

注３　特別損失の主なもの

役員退職慰労金

（千円）

－

（千円）

25,020

（千円）

－

　４　減価償却実施額

有形固定資産

（千円）

51,373

（千円）

67,292

（千円）

108,208
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（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５月１日　至　平成18年10月31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

前事業年度末株式数
（千株）

当中間会計期間増加
株式数（千株）

当中間会計期間減少
株式数（千株）

当中間会計期間末株
式数（千株）

発行済株式

普通株式 5,850 － － 5,850

合計 5,850 － － 5,850

自己株式

普通株式 550 － － 550

合計 550 － － 550

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
（千円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成18年７月26日

定時株主総会
普通株式 47,691 9 平成18年４月30日 平成18年７月26日

（２）基準日が当中間期に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間期末後となるもの

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（千円）

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12月14日

取締役会
普通株式 47,691  利益剰余金 9 平成18年10月31日 平成19年１月５日

（中間キャッシュ・フロー計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成17年５月１日
至　平成17年10月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年５月１日
至　平成18年10月31日）

前事業年度
（自　平成17年５月１日
至　平成18年４月30日）

現金及び現金同等物の中間期末残高と中間貸

借対照表に掲記されている科目の金額との関

係

現金及び現金同等物の中間期末残高と中間貸

借対照表に掲記されている科目の金額との関

係

現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係

（平成17年10月31日現在） （平成18年10月31日現在） （平成18年４月30日現在）

 （千円）

現金及び預金勘定 899,947

流動資産「その他」(有価証

券)
43,278

現金及び現金同等物 943,226

 （千円）

現金及び預金勘定 785,270

流動資産「その他」(有価証

券)
43,311

現金及び現金同等物 828,581

 （千円）

現金及び預金勘定 737,886

流動資産「その他」(有価証

券)
43,279

現金及び現金同等物 781,165
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①　リース取引

前中間会計期間
（自　平成17年５月１日
至　平成17年10月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年５月１日
至　平成18年10月31日）

前事業年度
（自　平成17年５月１日
至　平成18年４月30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

（借主側）

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額、減損損失累計額相当額及

び中間期末残高相当額

リース物件の所有権が借主に移転すると認め

られるもの以外のファイナンス・リース取引

（借主側）

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額、減損損失累計額相当額及

び中間期末残高相当額

リース物件の所有権が借主に移転すると認め

られるもの以外のファイナンス・リース取引

（借主側）

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額、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)

（有形固定資
産）その他

27,656 6,581 21,075

無形固定資産 21,093 10,597 10,495

合計 48,749 17,179 31,570

 

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)

（有形固定資
産）その他

26,964 11,397 15,567

無形固定資産 11,646 5,054 6,591

合計 38,610 16,451 22,158

 

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)

（有形固定資
産）その他

27,656 9,347 18,309

無形固定資産 21,093 12,707 8,385

合計 48,749 22,054 26,695

（注）取得価額相当額は、未経過リース料中

間期末残高が有形固定資産の中間期末

残高等に占める割合が低いため、支払

利子込み法により算定しております。

同　　　左 （注）取得価額相当額は、未経過リース料期

末残高が有形固定資産の期末残高等に

占める割合が低いため、支払利子込み

法により算定しております。

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

 （千円）

１年内 9,411

１年超 22,158

合計 31,570

 （千円）

１年内 7,658

１年超 14,500

合計 22,158

 （千円）

１年内 8,397

１年超 18,297

合計 26,695

（注）未経過リース料中間期末残高相当額は、

未経過リース料中間期末残高が有形固

定資産の中間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り算

定しております。

同　　　左 （注）未経過リース料期末残高相当額は、未

経過リース料期末残高が有形固定資産

の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り算定しておりま

す。

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、減価償却費相当額及び減損損失

 （千円）

支払リース料 4,874

減価償却費相当額 4,874

 （千円）

支払リース料 4,536

減価償却費相当額 4,536

 （千円）

支払リース料 9,749

減価償却費相当額 9,749

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

（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。 

（減損損失について） 

同　　　左

（減損損失について）  

同　　　左
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②　有価証券

前中間会計期間末（平成17年10月31日現在）

有価証券

１．その他有価証券で時価のあるもの

 取得原価（千円）
中間貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

株式 9,328 61,912 52,584

その他 619,905 615,283 △4,621

合計 629,233 677,195 47,962

　（注）　有価証券の減損処理に関しては、中間会計期間末において時価が取得原価に比べて30％～50％の範囲で２年間

経過した場合、あるいは、中間会計期間末の直前１ヶ月の平均時価が取得原価の50％以下の場合に減損処理を

行っております。

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

 中間貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

フリー・ファイナンシャル・ファンド 43,278

当中間会計期間末（平成18年10月31日現在）

有価証券

１．その他有価証券で時価のあるもの

 取得原価（千円）
中間貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

株式 6,285 39,360 33,075

その他 498,204 501,307 3,103

合計 504,489 540,667 36,178

　（注）　有価証券の減損処理に関しては、中間会計期間末において時価が取得原価に比べて30％～50％の範囲で２年間

経過した場合、あるいは、中間会計期間末の直前１ヶ月の平均時価が取得原価の50％以下の場合に減損処理を

行っております。

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

 中間貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

フリー・ファイナンシャル・ファンド 43,311
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前事業年度末（平成18年４月30日現在）

有価証券

１．その他有価証券で時価のあるもの

 取得原価（千円）
貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

株式 9,327 74,488 65,160

その他 699,505 676,251 △23,253

合計 708,832 750,740 41,907

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

 貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

フリー・ファイナンシャル・ファンド 43,279

③　デリバティブ取引

前中間会計期間（自　平成17年５月１日　至　平成17年10月31日）、当中間会計期間（自　平成18年５月１日　

至　平成18年10月31日）及び前事業年度（自　平成17年５月１日　至　平成18年４月30日）

　当社はデリバティブ取引を全く利用しておりませんので該当事項はありません。

④　持分法損益等

前中間会計期間（自　平成17年５月１日　至　平成17年10月31日）、当中間会計期間（自　平成18年５月１日　

至　平成18年10月31日）及び前事業年度（自　平成17年５月１日　至　平成18年４月30日）

　該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

前中間会計期間
（自　平成17年５月１日
至　平成17年10月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年５月１日
至　平成18年10月31日）

前事業年度
（自　平成17年５月１日
至　平成18年４月30日）

１株当たり純資産額

648円91銭

１株当たり純資産額

   641円97銭

１株当たり純資産額

 645円02銭

１株当たり中間純利益金額

24円09銭

１株当たり中間純利益金額

  6円59銭

１株当たり当期純利益金額

29円88銭

　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。

同　　　左 　潜在株式調整後１株当たり当期純利

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（当期）純利益金額の算定上の基礎は、次のとおりであります。

 
前中間会計期間

（自　平成17年５月１日
至　平成17年10月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年５月１日
至　平成18年10月31日）

前事業年度
（自　平成17年５月１日
至　平成18年４月30日）

１株当たり中間（当期）純利益金額    

　中間（当期）純利益（千円） 127,648 34,924 168,332

　普通株主に帰属しない金額

　（千円）
－ － 10,000

　（うち利益処分による役員賞与

金）
(－) (－) (10,000)

　普通株式に係る中間（当期）純利

益（千円）
127,648 34,924 158,332

　期中平均株式数（千株） 5,299 5,299 5,299

　（注）　１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前中間会計期間末
（平成17年10月31日）

当中間会計期間末
（平成18年10月31日）

前事業年度末
（平成18年４月30日）

純資産の部の合計額（千円） － 3,401,826 －

純資産の部の合計額から控除する金

額（千円）
－ － －

普通株式に係る中間期末（期末）の

純資産額（千円）
－ 3,401,826 －

１株当たり純資産額の算定に用いら

れた中間期末（期末）の普通株式

の数（千株）

－ 5,299 －

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。
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５．生産、受注及び販売の状況
(1）生産実績

　生産実績を用途別に示すと、次のとおりであります。

 （単位：kg）

区分
（用途別）

前中間会計期間
（自　平成17年５月１日
至　平成17年10月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年５月１日
至　平成18年10月31日）

前事業年度
（自　平成17年５月１日
至　平成18年４月30日）

重量 構成比（％） 重量 構成比（％） 重量 構成比（％）

食品 1,070,601 82.7 1,088,512 80.5 2,167,056 82.0

非食品 223,865 17.3 263,534 19.5 475,856 18.0

合計 1,294,466 100.0 1,352,046 100.0 2,642,913 100.0

(2）受注状況

　受注状況を用途別に示すと、次のとおりであります。

 （単位：千円）

区分
（用途別）

前中間会計期間
（自　平成17年５月１日
至　平成17年10月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年５月１日
至　平成18年10月31日）

前事業年度
（自　平成17年５月１日
至　平成18年４月30日）

受注高 受注残高 受注高 受注残高 受注高 受注残高

 製品       

　 食品 955,088 83,491 943,289 73,034 1,929,643 55,444

　 非食品 185,244 23,737 210,479 29,444 408,228 30,635

 製品合計 1,140,333 107,228 1,153,769 102,478 2,337,871 86,080

商品 102,629 5,404 96,914 4,527 191,166 5,847

合計 1,242,962 112,633 1,250,683 107,006 2,529,038 91,927

　（注）　上記金額は販売価格によっており、消費税等は含まれておりません。

(3）販売実績

　販売実績を用途別に示すと、次のとおりであります。

 （単位：千円）

区分
（用途別）

前中間会計期間
（自　平成17年５月１日
至　平成17年10月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年５月１日
至　平成18年10月31日）

前事業年度
（自　平成17年５月１日
至　平成18年４月30日）

金額 構成比（％） 金額 構成比（％） 金額 構成比（％）

 製品       

　 食品 922,327 76.0 925,699 74.9 1,924,929 76.4

　 非食品 189,014 15.6 211,671 17.1 405,099 16.1

 製品合計 1,111,342 91.6 1,137,371 92.0 2,330,029 92.5

商品 101,807 8.4 98,234 8.0 189,901 7.5

合計 1,213,149 100.0 1,235,605 100.0 2,519,930 100.0

　（注）　上記金額は販売価格によっており、消費税等は含まれておりません。
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