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１．18年12月期の業績（平成18年１月１日～平成18年12月31日）

(1）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12月期 107,841 (△2.3) 4,444 (6.3) 4,873 (7.4)

17年12月期 110,414 (△0.6) 4,179 (△6.5) 4,536 (△4.7)

当期純利益
１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

自己資本
当期純利益率

総資産
経常利益率

売上高
経常利益率

百万円 ％ 円 銭 円 銭 ％ ％ ％

18年12月期 2,827 (32.7) 38 23 － － 5.0 5.4 4.5

17年12月期 2,131 (△8.4) 27 96 － － 3.9 5.0 4.1

（注）①期中平均株式数 18年12月期 73,950,136株 17年12月期 73,958,879株

②会計処理の方法の変更 有

③売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率

(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12月期 90,852 57,461 63.2 777 08

17年12月期 90,892 56,688 62.4 765 70

（注）①期末発行済株式数 18年12月期 73,945,733株 17年12月期 73,952,588株

②期末自己株式数 18年12月期 4,804,267株 17年12月期 4,797,412株

２．19年12月期の業績予想（平成19年１月１日～平成19年12月31日）

売上高 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

中間期 53,000 1,300 1,400

通期 112,400 4,600 3,300

（参考）①１株当たり予想当期純利益（通期）44円　62銭

②営業利益（中間）1,050百万円　　（通期）4,300百万円

３．配当状況

・現金配当  １株当たり配当金(円)
配当金総額

(百万円)

配当性向

（％）

純資産

配当率

（％）
中間期末 期末 年間

17年12月期 － 12.0 12.0 887 42.9 1.6

18年12月期 6.0 11.0 17.0 1,257 44.5 2.2

19年12月期（予想） 7.0 7.0 14.0    

（注）①18年12月期より、中間配当制度を導入しました。

 　　 ②18年12月期期末配当金の内訳　記念配当　5円 00銭

上記の業績予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づいております。実際の業績は様々な要因により予想

数値とは大きく異なる結果となる可能性があります。上記の業績予想に関連する事項につきましては、８ページを参照し

て下さい。
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６．部門別売上高明細表

事業の種類 売上部門別名称

前事業年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

当事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

増減
（百万円）

金額（百万円） 構成比（％） 金額（百万円） 構成比（％）

コンク飲料 19,502 17.7 19,670 18.2 167

乳性ストレート飲料 43,664 39.5 41,449 38.5 △2,214

その他ストレート飲料 30,685 27.8 30,878 28.6 192

（ストレート飲料小計） (74,349) (67.3) (72,327) (67.1) (△2,021)

食品 7,874 7.1 8,175 7.6 301

飲料（止渇型・嗜好型）・食品事業計 101,727 92.1 100,174 92.9 △1,552

健康機能性飲料・食品事業 7,407 6.7 5,573 5.2 △1,833

微生物活用事業 566 0.5 1,423 1.3 857

その他 713 0.7 669 0.6 △44

合計 110,414 100.0 107,841 100.0 △2,573

　（注）金額につきましては、消費税等は含まれておりません。
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７．個別財務諸表等
(1）貸借対照表

前事業年度
（平成17年12月31日）

当事業年度
（平成18年12月31日） 増減

(百万円)
区分

注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（資産の部）  

Ⅰ　流動資産  

１．現金及び預金 14,407 16,244 1,836

２．受取手形 ※７ 24 13 △10

３．売掛金 ※５ 20,760 21,006 245

４．有価証券  10,000 9,995 △4

５．商品 560 431 △128

６．製品 1,741 1,801 60

７．原材料 792 713 △78

８．前払費用 129 172 43

９．未収金 1,498 1,427 △71

10．関係会社短期貸付金 849 850 1

11．繰延税金資産 1,022 1,365 342

12．その他の流動資産 70 72 1

13．貸倒引当金 △262 △132 130

流動資産合計 51,595 56.8 53,963 59.4 2,367

Ⅱ　固定資産  

１．有形固定資産  

(1）建物 24,035 24,343  

減価償却累計額 △11,900 12,134 △12,690 11,653 △481

(2）構築物 3,168 3,209  

減価償却累計額 △2,305 862 △2,378 831 △31

(3）機械装置 30,462 30,079  

減価償却累計額 △24,761 5,701 △23,865 6,213 511

(4）車輌運搬具 262 251  

減価償却累計額 △236 25 △228 23 △2

(5）工具器具備品 2,817 2,677  

減価償却累計額 △2,088 728 △1,986 690 △38

(6）土地 5,699 5,683 △16

(7）建設仮勘定 11 47 35

有形固定資産合計 25,164 27.7 25,142 27.7 △22
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前事業年度
（平成17年12月31日）

当事業年度
（平成18年12月31日） 増減

(百万円)
区分

注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

２．無形固定資産  

(1）借地権 25 － △25

(2）電話加入権 19 19 △0

(3）施設利用権等 0 0 △0

(4) ソフトウェア 62 678 616

(5) ソフトウェア仮勘定 615 716 101

無形固定資産合計 723 0.8 1,415 1.5 691

３．投資その他の資産  

(1）投資有価証券 8,173 6,746 △1,426

(2）関係会社株式 4,349 2,562 △1,786

(3）出資金 3 3 －

(4）従業員長期貸付金 3 3 △0

(5）関係会社長期貸付金 1,000 1,000 －

(6）保険積立資産 245 283 38

(7）長期前払費用 292 389 97

(8）その他の投資 341 340 △0

(9）貸倒引当金 △1,000 △1,000 －

投資その他の資産合計 13,408 14.7 10,330 11.4 △3,078

固定資産合計 39,297 43.2 36,888 40.6 △2,408

資産合計 90,892 100.0 90,852 100.0 △40

 

（負債の部）  

Ⅰ　流動負債  

１．支払手形 664 － △664

２．買掛金 ※５ 13,320 13,661 340

３．短期借入金 2,440 2,440 －

４．賞与引当金 586 600 14

５．役員賞与引当金 － 70 70

６．未払金 ※５ 9,835 9,528 △306

７．未払費用 746 780 34

８．未払法人税等 1,432 1,366 △65

９．前受金 49 51 2

10．預り金 104 113 9

流動負債合計 29,178 32.1 28,613 31.5 △565
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前事業年度
（平成17年12月31日）

当事業年度
（平成18年12月31日） 増減

(百万円)
区分

注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

Ⅱ　固定負債  

１．退職給付引当金 2,191 1,345 △846

２．役員退職慰労引当金 420 521 101

３．繰延税金負債 2,380 2,860 479

４．その他固定負債 33 50 16

固定負債合計 5,025 5.5 4,776 5.3 △248

負債合計 34,204 37.6 33,390 36.8 △813

 

（資本の部）  

Ⅰ　資本金 ※２ 13,056 14.4 － － △13,056

Ⅱ　資本剰余金  

１．資本準備金 9,897 － △9,897

２．その他資本剰余金 0 － △0

資本剰余金合計 9,897 10.9 － － △9,897

Ⅲ　利益剰余金  

１．利益準備金 1,357  －  △1,357

２．任意積立金  

(1）研究開発積立金 500 － △500

(2）海外市場開発積立金 500 － △500

(3）固定資産圧縮積立金 2,413 － △2,413

(4) 固定資産圧縮特別勘定
積立金

226 － △226

(5）別途積立金 25,600  －  △25,600

３．当期未処分利益 2,976  －  △2,976

利益剰余金合計 33,574 36.9 － － △33,574

Ⅳ　その他有価証券評価差額金 2,887 3.2 － － △2,887

Ⅴ　自己株式 ※３ △2,727 △3.0 － － 2,727

資本合計 56,688 62.4 － － △56,688

負債・資本合計 90,892 100.0 － － △90,892
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前事業年度
（平成17年12月31日）

当事業年度
（平成18年12月31日） 増減

(百万円)
区分

注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（純資産の部）         

Ⅰ　株主資本         

１．資本金   － －  13,056 14.4 13,056

２．資本剰余金         

(1）資本準備金  －   9,897   9,897

(2）その他資本剰余金  －   0   0

資本剰余金合計   － －  9,898 10.9 9,898

３．利益剰余金         

(1）利益準備金  －   1,357   1,357

(2）その他利益剰余金         

研究開発積立金  －   500   500

海外市場開発積立金  －   500   500

固定資産圧縮積立金  －   2,625   2,625

固定資産圧縮
特別勘定積立金

 －   971   971

別途積立金  －   26,800   26,800

繰越利益剰余金  －   2,252   2,252

利益剰余金合計   － －  35,007 38.5 35,007

４．自己株式   － －  △2,735 △3.0 △2,735

株主資本合計   － －  55,227 60.8 55,227

Ⅱ　評価・換算差額等         

１．その他有価証券評価
差額金

  － －  2,234 2.4 2,234

評価・換算差額等合計   － －  2,234 2.4 2,234

純資産合計   － －  57,461 63.2 57,461

負債純資産合計   － －  90,852 100.0 90,852
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(2）損益計算書

前事業年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

当事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）  増減

(百万円)

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高  

１．売上高 ※１ 110,414 100.0 107,841 100.0 △2,573

Ⅱ　売上原価  

１．商品期首たな卸高 1,484 560  

２．製品期首たな卸高 1,669 1,741  

３．当期製品製造原価 34,545 33,752  

４．酒税 593 603  

５．当期商品仕入高 ※２ 22,302 22,471  

合計 60,595 59,128  

６．商品期末たな卸高 560 431  

７．製品期末たな卸高 1,741 1,801  

８．他勘定振替高 ※３ 408 349  

差引 57,886 56,546  

９．不動産賃貸原価 543 58,429 52.9 492 57,039 52.9 △1,390

売上総利益 51,985 47.1 50,802 47.1 △1,183

Ⅲ　販売費及び一般管理費  

１．拡売費 25,475 25,267  

２．運送費 5,979 5,528  

３．保管料 1,354 1,203  

４．広告費 3,143 2,214  

５．給料手当 5,324 5,364  

６．賞与引当金繰入額 445 422  

７．退職給付費用 229 29  

８．役員退職慰労引当金繰入額 106 101  

９．旅費交通費 439 449  

10．減価償却費 532 598  

11．賃借料 393 418  

12．研究開発費 ※４ 1,309 1,538  

13．貸倒引当金繰入額 5 －  

14．その他 3,065 47,806 43.3 3,220 46,357 43.0 △1,448

営業利益 4,179 3.8 4,444 4.1 264
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前事業年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

当事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）  増減

(百万円)

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅳ　営業外収益  

１．受取利息 ※１ 32 64  

２．受取配当金 ※１ 290 299  

３．為替差益  31 9  

４．雑収入 35 391 0.3 95 468 0.4 76

Ⅴ　営業外費用  

１．支払利息 33 35  

２．雑損失 1 34 0.0 3 39 0.0 4

経常利益 4,536 4.1 4,873 4.5 337

Ⅵ　特別利益  

１．固定資産売却益  ※５ 11 2,601  

２．投資有価証券売却益 0 212  

３．関係会社株式売却益 138 －  

４．貸倒引当金戻入益 － 149 0.1 130 2,943 2.7 2,793

 

Ⅶ　特別損失  

１．固定資産売却損 ※６ 0 1  

２．固定資産除却損 ※７ 203 270  

３．減損損失 ※８ 532 －  

４．投資有価証券評価損 － 12  

５．関係会社株式評価損 296 1,796  

６．事業撤退損 ※９ － 1,032 0.9 90 2,171 2.0 1,139

税引前当期純利益 3,654 3.3 5,645 5.2 1,991

法人税、住民税及び事業税 1,339 2,023  

法人税等調整額 183 1,523 1.4 795 2,818 2.6 1,295

当期純利益 2,131 1.9 2,827 2.6 696

前期繰越利益 845 － △845

当期未処分利益 2,976 － △2,976
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製造原価明細書

前事業年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

当事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日） 増減

(百万円)

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

１．原材料費 25,513 73.9 25,140 74.5 △373

２．労務費 3,316 9.6 3,002 8.9 △314

３．経費 5,716 16.5 5,609 16.6 △107

（内　減価償却費） (1,669) (4.8) (1,689) (5.0) 20

（〃　外注加工費） (785) (2.3) (737) (2.2) △48

当期総製造費用 34,545 100.0 33,752 100.0 △793

当期製品製造原価 34,545 33,752 △793

　　原価計算の方法は総合原価計算によっております。

(3）利益処分計算書及び株主資本等変動計算書

利益処分計算書

前事業年度
（株主総会承認日
平成18年３月30日）

区分
注記
番号

金額（百万円）

Ⅰ　当期未処分利益 2,976

Ⅱ　任意積立金取崩高

  １．固定資産圧縮積立金
　取崩額

76

２．固定資産圧縮特別勘定
　　積立金取崩額

226 303

計 3,279

Ⅲ　利益処分額

１．利益配当金 887

２．役員賞与金 63

（うち監査役賞与金） (5)

３．固定資産圧縮積立金 193

４．別途積立金 1,200 2,344

Ⅳ　次期繰越利益 935
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株主資本等変動計算書

当事業年度（自　平成18年１月１日　至　平成18年12月31日）

株主資本

 評価・

換算

差額等

純資産
合計

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己
株式

株主資
本合計

その他
有価証
券評価
差額金

資本
準備金

その他
資本
剰余金

利益
準備金

 その他利益剰余金

研究開
発積立
金

海外市
場開発
積立金

固定資
産圧縮
積立金

固定資
産圧縮
特別積
立金

別途
積立金

繰越利
益剰余
金

平成17年12月31日　
残高（百万円）

13,056 9,897 0 1,357 500 500 2,413 226 25,600 2,976 △2,727 53,800 2,887 56,688

事業年度中の
変動額

剰余金の配当
（百万円）

         △887  △887  △887

剰余金の配当
（中間配当）
（百万円）

         △443  △443  △443

役員賞与の支給
（百万円）

         △63  △63  △63

固定資産圧縮積立
金の積立
（百万円）

      425   △425     

固定資産圧縮特別
勘定積立金の積立
（百万円）

       971  △971     

別途積立金の積立
（百万円）

        1,200 △1,200     

固定資産圧縮積立
金の取崩
（百万円）

      △214   214     

固定資産圧縮特別
勘定積立金の取崩
（百万円）

       △226  226     

 当期純利益
（百万円）

         2,827  2,827  2,827

 自己株式の処分
（百万円）

  0        1 2  2

 自己株式の取得
（百万円）

          △8 △8  △8

株主資本以外の項
目の事業年度中の
変動額（純額）
（百万円）

            △653 △653

事業年度中の変動額
合計（百万円）

－ － 0 － － － 211 745 1,200 △723 △7 1,426 △653 773

平成18年12月31日　
残高（百万円）

13,056 9,897 0 1,357 500 500 2,625 971 26,800 2,252 △2,735 55,227 2,234 57,461
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重要な会計方針

前事業年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

当事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

１．有価証券の評価基準および評価方法

(1）子会社株式および関連会社株式

移動平均法による原価法を採用しております。

(2）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

法により処理しており、売却原

価は移動平均法により算出して

おります。）

１．有価証券の評価基準および評価方法

(1）子会社株式および関連会社株式

同左

(2）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（評価差額は全部純資産直

入法により処理しており、売却

原価は移動平均法により算出し

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

２．たな卸資産の評価基準および評価方法

総平均法による原価法を採用しております。

２．たな卸資産の評価基準および評価方法

同左

３．固定資産の減価償却の方法

(1）有形固定資産

定率法を採用しております。但し、平成10年４月１

日以降の新規取得の建物（建物附属設備を除く）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年～50年

機械装置　　　　２年～17年

３．固定資産の減価償却の方法

(1）有形固定資産

主として定率法を採用しております。但し、

　平成10年４月１日以降の新規取得の建物（建物

　附属設備を除く）は定額法によっております。

 　　　なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

 　　　建物          　　　　３年～50年

 　　　機械装置          　　４年～15年

(2）無形固定資産

       　定額法を採用しております。

　　　 　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）に基づいておりま

       す。

(2）無形固定資産

　　　                   同左
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前事業年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

当事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

４．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。

４．引当金の計上基準

(1）貸倒引当金

同左

(2）賞与引当金

　従業員賞与の支給に備えるため、支給対象期間に

基づく賞与支給見込額を計上しております。

(2）賞与引当金

同左

(3）　　　　　　　──────

 

(3）役員賞与引当金

　役員に対して支給する賞与の支出にあてるため、

支給見込額に基づき計上しております。

（会計方針の変更）

　当事業年度より「役員賞与に関する会計基準」

（企業会計基準第４号　平成17年11月29日）を適用

しております。これにより、営業利益、経常利益お

よび税引前当期純利益は70百万円減少しております。

(4）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および年金資産の見込額に基づ

き計上しております。

　過去勤務債務は、その発生時における従業員の

平均残存勤務期間以内の一定の年数（２年）によ

る定額法により按分した額を発生時より費用処理

することとしております。

　数理計算上の差異は、各事業年度の発生時におけ

る従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10

年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生

の翌事業年度から費用処理することとしております。

（追加情報）

　当社は、平成17年４月に退職金制度の改定を行い

適格退職年金制度から市場金利連動型（キャッシュ

バランス型）の年金制度に移行しました。

　なお、この制度改定により、退職給付債務は

７億３千１百万円減少しております。

(4）退職給付引当金

                  同左

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　　　　 　　 ──────

(5）役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支給にあてるため、内規に基づ

く当事業年度末の要支給額を計上しております。

(5）役員退職慰労引当金

同左

５．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．リース取引の処理方法

同左

６．その他財務諸表作成のための重要な事項

(1）消費税等の会計処理方法

消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しております。

６．その他財務諸表作成のための重要な事項

(1）消費税等の会計処理方法

同左
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会計処理方法の変更

前事業年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

当事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

  （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（「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）が平成16年３月31日に終了

する事業年度に係る財務諸表から適用できることに

なったことに伴い、当事業年度から同会計基準及び同

適用指針を適用しております。これにより税引前当期

純利益は５億３千２百万円減少しております。

　なお、減損損失累計額については、改正後の財務諸

表等規則に基づき各資産の金額から直接控除しており

ます。

 　　　　　　　　　──────

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

──────  （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準）

  当事業年度より、「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）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」（企業会計基準適用指

針第８号　平成17年12月９日）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57,461百万

円であります。

　なお、財務諸表等規則の改正により、当事業年度に

おける貸借対照表の純資産の部については、改正後の

財務諸表等規則により作成しております。
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注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度
（平成17年12月31日）

当事業年度
（平成18年12月31日）

　１．受取手形の割引高はありません。 　１．受取手形の割引高はありません。

※２．授権株式数は、普通株式160,000,000株であり、こ

のうち発行済株式数は、普通株式78,750,000株であ

ります。

※２．　　　　　　　　──────

※３．普通株式4,797,412株を保有しております。 ※３．　　　　　　　　──────

　４．商法施行規則第124条第３号に規定する資産に時価

を付したことにより増加した純資産額は2,887百万

円であります。

　４．　　　　　　　　──────

※５．関係会社に係る注記 ※５．関係会社に係る注記

区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている関

係会社に対するものは、次の通りであります。

区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている関

係会社に対するものは、次の通りであります。

売掛金 19,922百万円

買掛金 1,692百万円

未払金 723百万円

売掛金 19,805百万円

買掛金 2,068百万円

未払金 814百万円

６．保証債務 ６．保証債務

(1）従業員の金融機関からの借入金に対して保証を

行っております。

(1）従業員の金融機関からの借入金に対して保証を

行っております。

28百万円 17百万円

(2）味の素カルピスビバレッジインドネシア（株）の

金融機関からの借入金に対して保証を行っており

ます。

(2）味の素カルピスビバレッジインドネシア（株）の

金融機関からの借入金に対して保証を行っており

ます。

68百万円

(US$575,000)

90百万円

(US$755,000)

※７．期末日満期手形の会計処理は、手形交換日をもって

入出金の処理をする方法によっております。した

がって、当期末日は金融機関休日のため、次のとお

り期末日満期手形が期末残高に含まれております。

※７．期末日満期手形の会計処理は、手形交換日をもって

入出金の処理をする方法によっております。した

がって、当期末日は金融機関休日のため、次のとお

り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 10百万円 受取手形 5百万円
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（損益計算書関係）

前事業年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

当事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

※１．関係会社との取引に係る注記 ※１．関係会社との取引に係る注記

区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている関

係会社に対するものは次の通りであります。

区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている関

係会社に対するものは次の通りであります。

売上高 104,762百万円

受取利息 24百万円

受取配当金 220百万円

売上高 105,656百万円

受取利息 35百万円

受取配当金 220百万円

※２．当期商品仕入高には、製品仕入高8,331百万円を含

んでおります。

※２．当期商品仕入高には、製品仕入高7,236百万円を含

んでおります。

※３．売上原価の他勘定振替高は主として、製品の拡売、

宣伝用として使用したものであります。

※３．　　　　　　　　　同左

※４．研究開発費の総額 ※４．研究開発費の総額

一般管理費に1,309百万円が含まれております。 一般管理費に1,538百万円が含まれております。

 ※５．固定資産売却益の内訳

土地 11百万円

 ※５．固定資産売却益の内訳

土地 2,601百万円

 ※６．固定資産売却損の内訳

機械装置 0百万円

 ※６．固定資産売却損の内訳

機械装置 1百万円

※７．固定資産除却損の内訳 ※７．固定資産除却損の内訳

建物 32百万円

機械装置 136百万円

構築物他 33百万円

建物 46百万円

機械装置 157百万円

構築物他 66百万円

※８．減損損失

　　　当事業年度において、当社は以下の資産グループ

　　について減損損失を計上しました。

※８．　　　　　　　　──────

場所    用途    種類
   金額
（百万円）

群馬県
館林市

製造設備 機械装置等 480

神奈川県
相模原市

製造設備 機械装置等 52

合計 532

    　当社は、事業用資産については主として事業別・

　工場別にグルーピングを行い、賃貸用資産および遊

　休資産等については個別に資産のグルーピングを行

　っております。

  　製造設備である機械装置等は、遊休であること等

　により、回収可能価額まで減額しております。当該

　資産の回収可能価額は、使用価値により測定してお

　ります。使用価値については将来キャッシュ・フロ

　ーを６.０％で割り引いて算出しております。　   

※９．　　　　　　────── ※９．事業撤退損は、以下の事業からの撤退に伴い発生し

たものであります。

 チルド飲料事業 64百万円

 オリゴ糖素材事業 26百万円

　　　　 計 90百万円
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（株主資本等変動計算書関係）

当事業年度（自　平成18年１月１日　至　平成18年12月31日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

前期末株式数
（千株）

当期増加株式数
（千株）

当期減少株式数
（千株）

当期末株式数
（千株）

自己株式

普通株式 4,797 9 2 4,804

合計 4,797 9 2 4,804

 (注)１．自己株式(普通株式)の増加は、単元未満株式の買取によるものであります。

 　　２．自己株式(普通株式)の減少は、単元未満株式の売却によるものであります。
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（リース取引関係）

前事業年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

当事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12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

(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および期末残高相当額

取得価額相
当額
（百万円）

減価償却累
計額相当額
（百万円）

期末残高相
当額
（百万円）

車輌運搬具 20 14 5

工具器具備品 485 185 299

合計 505 200 305

取得価額相
当額
（百万円）

減価償却累
計額相当額
（百万円）

期末残高相
当額
（百万円）

車輌運搬具 4 2 1

工具器具備品 514 275 238

合計 519 278 240

(2）未経過リース料期末残高相当額等

　未経過リース料期末残高相当額

(2）未経過リース料期末残高相当額等

　未経過リース料期末残高相当額

１年以内 115百万円

１年超 205百万円

合計 320百万円

１年以内 118百万円

１年超 137百万円

合計 256百万円

(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、支払利息相当額および減損損失

(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、支払利息相当額および減損損失

支払リース料 92百万円

減価償却費相当額 87百万円

支払利息相当額 5百万円

支払リース料 131百万円

減価償却費相当額 125百万円

支払利息相当額 6百万円

(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

(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級数法

によっております。

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）

　　リース資産に配分された減損損失はありません。

 

（有価証券関係）

　前事業年度（平成17年12月31日）および当事業年度（平成18年12月31日）における子会社株式および関連会社株

式で時価のあるものはありません。
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（税効果会計関係）

前事業年度
（平成17年12月31日）

当事業年度
（平成18年12月31日）

１．繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

１．繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

繰延税金資産 (単位：百万円)

賞与引当金繰入限度超過額 238

貸倒引当金繰入限度超過額 143

有価証券等評価損否認額 787

たな卸資産評価損否認額 309

未払費用等否認額 311

減価償却資産等償却限度超過額 371

退職給付引当金繰入限度超過額 950

その他 142

繰延税金資産小計 3,255

評価性引当額 △883

繰延税金資産合計 2,371

繰延税金負債

固定資産圧縮積立金 △1,748

その他有価証券評価差額金に係る
税効果

△1,981

繰延税金負債合計 △3,729

繰延税金資産の純額 △1,357

繰延税金資産 (単位：百万円)

賞与引当金繰入限度超過額 244

貸倒引当金繰入限度超過額 456

有価証券等評価損否認額 1,523

たな卸資産評価損否認額 212

未払費用等否認額 394

減価償却資産等償却限度超過額 291

退職給付引当金繰入限度超過額 615

その他 80

繰延税金資産小計 3,818

評価性引当額 △1,523

繰延税金資産合計 2,295

繰延税金負債

固定資産圧縮積立金 △2,467

その他有価証券評価差額金に係る
税効果

△1,322

繰延税金負債合計 △3,790

繰延税金資産の純額 △1,494

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率 40.7％

（調整）

住民税均等割額 1.0

交際費等永久に損金に算入されない
項目

2.7

受取配当金等永久に益金に算入され
ない項目

△2.6

一時差異等税効果未認識額の増減 5.9

法人税額の特別控除 △4.7

その他 △1.3

税効果会計適用後の法人税等の負担
率

41.7％

法定実効税率 40.7％

（調整）

住民税均等割額 0.6

交際費等永久に損金に算入されない
項目

1.7

受取配当金等永久に益金に算入され
ない項目

△1.8

一時差異等税効果未認識額の増減 11.8

法人税額の特別控除 △2.2

その他 △0.9

税効果会計適用後の法人税等の負担
率

49.9％
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（１株当たり情報）

前事業年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

当事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

１．１株当たり純資産額     765円70銭

２．１株当たり当期純利益金額     27円96銭

１．１株当たり純資産額       777円08銭

２．１株当たり当期純利益金額    38円23銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式がないため記載しておりません。

 同左

　（注）　１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

前事業年度
(自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日)

当事業年度
(自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日)

当期純利益（百万円） 2,131 2,827

普通株主に帰属しない金額（百万円） 63 －

（うち利益処分による役員賞与金） (63) (－)

普通株式に係る当期純利益（百万円） 2,068 2,827

期中平均株式数（株） 73,958,879 73,950,136
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（重要な後発事象）

１．カルピス味の素ダノン株式会社の株式譲渡について

当社は、平成19年１月31日開催の取締役会において、以下のとおり当社の持分法適用関連会社であるカルピス

味の素ダノン株式会社の株式を全株譲渡することを決議いたしました。

 (1) 譲渡の理由

当社は、味の素株式会社およびＢＳＮグループ(現グループ・ダノン社）とともに、平成４年にカルピス味の素

ダノン株式会社を設立し、乳製品を中心とするチルド事業の拡大に向けた共同事業を展開してまいりました。

グループ・ダノン社は、アジア地域の乳製品市場において、積極的な投資と強化に向けた成長戦略を進めてお

り、このたび、グループ・ダノン社の日本市場での成長戦略に賛同し、３社で協議した結果、株式を譲渡するこ

とにいたりました。

       なお、株式譲渡後も、当社は、引続きカルピス味の素ダノン株式会社に対して原材料の調達を協力し、「エ

     ビアン事業」においては、今後もグループ・ダノン社とともに事業継続していきます。

 (2) 譲渡先および譲渡株式数

 　  譲渡先          グループ・ダノン社

 　  譲渡株式数      8,400株

 (3) 譲渡前後の所有株式数および所有割合

                                         (譲渡前)         (譲渡後)

     当社所有株式数                       8,400株              0株

     発行済株式総数                      28,000株         28,000株

     発行済株式総数に対する割合            30.0%             0.0%

 (4) 譲渡の日程　　　平成19年１月31日　　取締役会決議、売買契約書締結

 (5) 譲渡益　　　　　625百万円

 (注)  譲渡先との申し合わせにより譲渡価額については開示いたしません。

２．固定資産の譲渡について

 　　　当社は、平成19年１月31日開催の取締役会において、以下のとおり固定資産の譲渡を決議いたしました。

 (1) 譲渡の理由

       当社は、保有するカルピス味の素ダノン株式会社の株式を全株グループ・ダノン社に譲渡いたします。これ

     にあわせて、当社は、カルピス味の素ダノン株式会社に貸与している固定資産をカルピス味の素ダノン株式会

     社に譲渡することにいたしました。

 (2) 譲渡資産の内容

 

資産の内容および所在地 現  況 

 群馬県館林市大字下早川田町366番1号  

 　　　土地　　　　　　　　　　　　　　18,320㎡  工場設備

 建物・設備　　　　　　　　　　　 8,863㎡

 (3) 譲渡の日程       平成19年１月31日　　取締役会決議、売買契約書締結

                      平成19年２月27日　　土地、建物・設備 引渡し

 (4) 譲渡益           844百万円

 (注)  譲渡先との申し合わせにより譲渡価額については開示いたしません。
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役 員 の 異 動 

 
 
平成 19 年 3月 29 日(木)の定時株主総会および取締役会において選出される予定です。 

 

1.代表者の異動 

 

   新任代表取締役候補 

代表取締役副社長・執行役員副社長 山田 藤男 (現・取締役・専務執行役員) 
    

退任予定代表取締役 

代表取締役会長・執行役員会長 武藤 高義 [当社常任相談役就任予定]  

 

2.その他役員の異動 

 

1） 新任取締役候補 

取締役・常務執行役員 小池 洋一 (現・常務執行役員) 

取締役・常務執行役員 小畑 秀樹 (現・常務執行役員) 

取締役・常務執行役員 高橋 俊行 (現・常勤顧問) 

 
2）新任監査役候補 

常勤監査役 箕輪 彰彦 （現・執行役員秘書室長) 

監査役(社外監査役) 森重  榮 （現・公認会計士) 

 
3）退任予定取締役および執行役員 

取締役・専務執行役員 真嶋 俊平 [当社常勤顧問就任予定] 

取締役・執行役員(常務待遇) 

 

本美 幸一 [当社執行役員(常務待遇)、 

ｶﾙﾋﾟｽ伊藤忠ﾐﾈﾗﾙｳｫｰﾀｰ(株)社長就任予定] 

執行役員(常務待遇) 西村 秀豊 [ｶﾙﾋﾟｽﾌｰｽﾞｻｰﾋﾞｽ(株)会長就任予定] 

執行役員 園田  勉 [ｶﾙﾋﾟｽ伊藤忠ﾐﾈﾗﾙｳｫｰﾀｰ(株)会長就任予定] 

執行役員 箕輪 彰彦 [当社常勤監査役就任予定] 

執行役員 根石 広昭 [ｶﾙﾋﾟｽﾌｰｽﾞｻｰﾋﾞｽ(株)社長就任予定] 

 
4）退任予定監査役 

監査役(社外監査役)               柴野  勇  

 

5）昇格予定取締役 

取締役・専務執行役員 前垣内 昭憲(現・取締役・常務執行役員) 

 

6）新任執行役員 

執行役員 新井 高明 (現・生産技術部長) 

執行役員 藤  俊輔 (現・飼料事業部長) 

執行役員 櫟木  健 (現・経営戦略部長) 

執行役員 丸永 庸一 (現・人事部長) 

 
上記以外の役員人事・新役員体制については、次頁を参照下さい。 

 

以 上 
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新 役 員 体 制 

 

1.取締役および執行役員 

 

取 締 役    執 行 役 員

     

     

代表取締役社長   石渡 總平  執行役員社長    石渡 總平 

代表取締役副社長  薩摩 秀平  執行役員副社長   薩摩 秀平 

代表取締役副社長  山田 藤男  執行役員副社長   山田 藤男 

取締役       前垣内 昭憲  専務執行役員    前垣内 昭憲 

取締役       板垣 行雄  常務執行役員    板垣 行雄 

取締役       臺   誠  常務執行役員    臺   誠 

取締役       寺田 佳見  常務執行役員    寺田 佳見 

取締役       小池 洋一  常務執行役員    小池 洋一 

取締役       小畑 秀樹  常務執行役員    小畑 秀樹 

取締役       高橋 俊行  常務執行役員    高橋 俊行 

  執行役員(常務待遇) 本美 幸一 

  執行役員(常務待遇) 髙野 俊明 

  執行役員(常務待遇) 媚山 昭一 

  執行役員      武内 正三 

  執行役員      江澤 邦夫 

  執行役員      高橋  誠 

  執行役員      小野 大道 

  執行役員      齋藤 芳男 

  執行役員      岸上 克彦 

  執行役員      新井 高明 

  執行役員      藤  俊輔 

  執行役員      櫟木  健 

  執行役員      丸永 庸一 

 

2.監査役 

 

常勤監査役           今関  博 

常勤監査役(社外監査役)     今井 幸雄 

常勤監査役           箕輪 彰彦 

監査役(社外監査役)       森重  榮 
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