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１．19年６月中間期の連結業績（平成18年７月１日～平成18年12月31日）

(1）連結経営成績 （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 ％

19年６月中間期 12,896   (12.0) 600 (　　－) 598 (850.8)

18年６月中間期 11,515 (△3.0) 41 (△85.4) 62 (△78.5)

18年６月期 24,089 291 329

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

19年６月中間期 203 (　　－) 53 71 － －

18年６月中間期 △162 (　　－) △85 92 － －

18年６月期 43 11 54 － －

（注）①持分法投資損益 19年６月中間期 1百万円 18年６月中間期 11百万円 18年６月期 16百万円
②期中平均株式数（連結） 19年６月中間期 3,787,840株 18年６月中間期 1,894,000株 18年６月期 3,787,928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
⑤平成18年４月１日付をもって、普通株式１株につき２株の株式分割を行なっております。18年６月期の１株当 
  たり指標は、当該株式分割が期首に行なわれたものと仮定して算出しております。
　なお、当該株式分割が期首に行なわれたものと仮定した場合の18年６月中間期の１株当たり中間純利益は△42
  円96銭となります。  

(2）連結財政状態  （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

19年６月中間期 16,685 8,010 47.9 2,111 27

18年６月中間期 16,834 7,748 46.0 4,091 08

18年６月期 15,102 7,949 52.6 2,098 67

（注）①期末発行済株式数（連結） 19年６月中間期  3,787,840株 18年６月中間期 1,894,000株 18年６月期 3,787,840株

 　　 ②平成18年４月１日付をもって、普通株式１株につき２株の株式分割を行なっております。18年６月期の１株当
　　　　たり指標は、当該株式分割が期首に行なわれたものと仮定して算出しております。
　　　　なお、当該株式分割が期首に行なわれたものと仮定した場合の18年６月中間期の１株当たり純資産は2,045円
　　　　54銭となります。 
(3）連結キャッシュ・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

19年６月中間期 349 △385 △135 2,488

18年６月中間期 382 △585 △132 2,467

18年６月期 2,146 △2,154 △133 2,662

(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 ４社 持分法適用非連結子会社数 －社 持分法適用関連会社数 １社

(5）連結範囲及び持分法の適用の異動状況  
連結（新規） １社 （除外） －社 持分法（新規） －社 （除外） －社
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２．19年６月期の連結業績予想（平成18年７月１日～平成19年６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 26,990 950 400

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）105円 60銭
　　※　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作成したものであり、多分に不確定な要素を含

　んでおります。実際の業績等は、今後様々な要因により、上記予想数値と異なる場合があります。
　　なお、上記業績予想に関連する事項につきましては、添付資料の９ページをご参照ください。
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１．企業集団の状況
  当社グループは、スナック菓子、タブレット菓子等の製造販売を主たる事業としております。当社は持株会社とし

て以下の子会社４社を統括しております。

  ㈱湖池屋

  ㈱フレンテ・インターナショナル

  ㈱アシスト

  台湾湖池屋股份有限公司

(1）スナック部門

　スナック菓子の製造販売事業は、㈱湖池屋が行なっております。スナック菓子の製造は創業以来自社工場で行ない、

関東工場と京都工場、平成17年に稼動した関東第二工場の３工場体制となっております。安全・安心な製品づくりに

加え、安定供給の実現に取り組んでおります。

  製品戦略につきましては、ロングセラー製品の強化に加え、新技術『真空釜』を導入した製品をはじめとして、積

極的な研究開発を行なっております。

　また、当社グループは、独自の海外事業戦略を推進しております。スナック菓子販売事業を展開するため、平成18

年８月に４社目の連結子会社となる台湾湖池屋股份有限公司を、従来からの業務提携先である華元食品股份有限公司

との間で設立いたしました。当社グループは、台湾での「コイケヤ」ブランドの浸透を図るべく、積極戦略を打ち出

してまいります。

　スナック菓子の製品ラインアップは、以下のとおりであります。

 【ポテトスナック】

 「コイケヤポテトチップス」  馬鈴薯を主原料にしたポテトスナック

 「カラムーチョ」  馬鈴薯を主原料にした辛口ポテトスナック

 「すっぱムーチョ」  馬鈴薯を主原料にした酸味系ポテトスナック

 「オー！チップス」  馬鈴薯を主原料にした厚切り、波型のポテトスナック

 「金じゃが」  馬鈴薯を主原料にした新製法のポテトスナック

 「和（なごみ）ポテト」  馬鈴薯を主原料にした“和”がテーマのポテトスナック

 【スナック】

 「スコーン」  とうもろこしを主原料にしたコーンクランチスナック

 「ドンタコス」  とうもろこしを主原料にしたトルティアチップス

 「ポリンキー」  とうもろこしを主原料にした網目模様のコーンスナック

 「ポップナウ」  ポップコーン

(2）タブレット部門

　タブレット菓子等の製造販売事業は、㈱フレンテ・インターナショナルが行なっております。タブレット菓子等の

製造は、ファブレス・メーカーに近い形態を採用し、外部協力工場に委託することで、機動的かつ柔軟な事業運営を

行なっております。

　主力製品である「ピンキー」は、タブレット市場にフルーツミントカテゴリーを確立したブランドであります。発

売から９年を経た平成18年５月に味・容器デザインを刷新し、ブランドの再活性化を目指しております。

　平成17年５月に発売したソフトキャンディにつきましては、カテゴリー強化のため、健康を意識した新製品を投入

いたしました。

　乳酸菌ＬＳ１配合のタブレット事業につきましては、ライオン株式会社との提携関係を強化いたしました。平成18

年７月に歯科医院チャネル製品を発売、11月にはドラッグストアを中心とした、一般オーラルケアチャネル製品を発

売いたしました。

　また、海外市場への進出については、香港とシンガポールへは「ピンキー」を輸出、台湾市場では関連会社である

台湾粉紅股份有限公司によって「ピンキー」及びソフトキャンディ「ピンキーPuni Puni」を製造販売しております。
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　タブレット菓子等の製品ラインアップは、以下のとおりであります。

 

 【タブレット】

 

 「ピンキー」  フルーツミントタブレット

 「クリッシュ」  乳酸菌ＬＳ１配合の機能性タブレット

 「ミラーノ」
 ハードミントタブレット

 「龍魂（ドラゴンソウル）」

 「ディルズ」  ハーブミックスタブレット

 【ソフトキャンディ】

 「ピンキーソフトキャンディ」  濃縮フルーツ果汁を使用したソフトキャンディ

 「ひとつぶやさい」  野菜と果物を使用したソフトキャンディ

 「すだもの…。」  果実酢を使用したソフトキャンディ

 「げんきの実」  果物と野菜を使用したソフトキャンディ

〔事業系統図〕

　当社グループにおける企業集団の状況を事業系統図によって示すと以下のとおりであります。

 

㈱湖池屋 
 

スナック菓子の製造販売 

㈱フレンテ 
 

グループ運営・管理 

㈱フレンテ・インターナショナル 
 

タブレット菓子等の製造販売 

㈱アシスト 
 

工場メンテナンス 

台湾湖池屋股份有限公司 
 

スナック菓子の販売 

顧客 
＜海外市場＞ 

顧客 
＜国内市場＞ 

台湾粉紅股份有限公司 
 

タブレット菓子等の製造販売 

華元食品股份有限公司 
 

スナック菓子の製造販売 

(業務提携)※２ 

(持分法適用関連会社) 
(連結子会社) 

(連結子会社) 

(連結子会社) 

(連結子会社)※１ 

工場作業役務提供 

出資及び販売 

販売 

販売 

商標使用承諾及び商品開発支援 

販売 

商標使用承諾及び 
商品開発支援 

出資及び統括 

(当社) 

販売 

※１ 当社の議決権の所有割合は51.0％であります。 
※２ 華元食品股份有限公司の台湾湖池屋股份有限公司に対する

議決権の所有割合は49.0％であります。また、当社との資
本関係はありません。 

販売 

〔関係会社の状況〕

　新たに提出会社の関係会社になった会社は、以下のとおりであります。

名　称 住　所 資本金 
 主要な事業の

内容
議決権等の
所有割合 

関係内容

営業上の取引 設備の賃貸借 その他 

台湾湖池屋

股份有限公司
台湾台北市 

NT$

8,500,000
菓子販売事業 51.0%  ―  ―

役員の兼任

あり
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２．経営方針
(1）経営の基本方針

　当社グループは「トータルマーケティングカンパニー」を目指し、製品開発やＰＲ、キャラクターを複合的に活用

し、独創的かつ効果的で、話題性のあるマーケティング活動を推進しております。同時に、ブランド集中化戦略に基

づき、既存ブランドをロングセラー製品として育成し、ブランド価値向上と安定的収益確保に努めております。

　スナック部門の販売戦略におきましては、既存ブランドの販売強化を進めるとともに、市場シェアの拡大に努めて

おります。また、新市場の開拓を目指し、新製品開発を推進してまいります。

　タブレット部門におきましては、知的創造力の高い企業となるべく邁進し、新しいコンセプトや機能を付加した製

品の開発・供給を目指し、消費者に“おいしさ”“楽しさ”“健康”を提供するとともに、心の豊かさに貢献してま

いります。

　また、購買・生産から販売にいたるすべての取引先との適正な取引関係を構築することにより、常に安全で、安心

できる製品を供給していくことに注力するとともに、企業活動全般にわたり、リスク管理体制の構築に取り組んでお

ります。

(2）利益配分に関する基本方針

　当社は、株主の皆様に対する利益還元を重視するとともに、今後も収益力の向上と財務体質の強化を図ってまいり

ます。利益還元につきましては、グループ連結業績に応じた成果の配分を行なうとともに安定した配当を継続するこ

とが重要と考えております。

　また、内部留保資金につきましては、今後予想される経営環境の変化に対応するため、財務体質の一層の強化並び

に将来の新製品開発や新事業の展開に役立てることとしております。

(3) 投資単位の引き下げに関する考え方及び方針等

　当社は、投資家の方々の株式市場への参加を促し、株式の流動性向上を図るために投資単位を引き下げることは重

要な資本政策上の課題であると認識しております。

　今後の株主構成の変化や株式市場の動向を注視しつつ、当社の業績や株価等を勘案しながら、株式流通の活性化に

配慮してまいります。

(4）目標とする経営指標

　当社グループは、連結売上高と連結経常利益をグループの成長を示す最重要指標と考え、同様に連結当期純利益に

ついても配当可能利益を計る指標として重要視しております。また、連結営業キャッシュ・フローの最大化を常に念

頭に置いた経営にも注力してまいります。

(5) 中長期的な会社の経営戦略

　当社グループは、以下に掲げる「核となる方針」をもとに、中長期的な成長を目指します。

　    (ア) スナック市場における更なる成長を実現するため、積極的に市場開拓（地方への拡大・チャネルの拡大・主

           要アカウントの増大）を行ない、販売シェアの拡大を目指す。

　    (イ) タブレット市場では、既存製品の売上水準を維持しつつ、独自の技術を活用した新製品を本格的に展開し、

           新たな成長を実現する。

　    (ウ) 新規カテゴリー市場に本格的に参入するため、フレンテグループの既存能力（営業力・マーケティング力・

           製品開発力・業界での洞察力・ネットワーク等）を増強する。

　(エ) 日本国内の人口減少を見据え、海外への販路拡大を進める。

  グループ事業会社は、これら「核となる方針」に基づいてアクションプランを作成するなど、中長期的な成長を実

現するための取り組みを行なっております。

(6) 会社の対処すべき課題

　当中間連結会計期間において、事業会社である㈱湖池屋は、引き続きロングセラーブランドの市場シェア拡大を最

重要課題としながら、新素材スナックの開発に邁進してまいりました。㈱フレンテ・インターナショナルは、主力製

品「ピンキー」の拡販と、乳酸菌ＬＳ１配合「クリッシュ」の特定保健用食品の認可取得に向けた研究活動並びに新

たなチャネル開拓に重点的に取り組みました。

　㈱湖池屋の課題は、一層の市場シェア拡大であります。首都圏以外の地域でのロングセラーブランドの販売拡大と、

新市場開拓に向けた新素材スナックの開発に注力いたします。また、機動的な原料調達と、製造コストをはじめとす

る事業活動全般のコスト削減にも引続き努力いたします。

　㈱フレンテ・インターナショナルの課題は、収益性を改善し、財務体質の健全化を図ることであります。「ピン

キー」ブランドの再活性化と、新カテゴリー製品の開発に努め、売上拡大につなげます。
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  (7) 親会社等に関する事項

　　  該当事項はありません。

 

(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、有価証券上場規程第８条の３及び適時開示等に関する規則第10条の３に規程されている

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

し開示しているとおりであります。

 

(9) その他、会社の経営上の重要な事項

　　該当事項はありません。
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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わが国経済は、企業収益が改善し、設備投資の増加が進むなど、景気は回復傾向にあ

るものの、個人消費の拡大には力強さに欠ける状況が続いております。

　また、当社グループが属する菓子・食品業界におきましては、食の安全性に対する消費者の関心がいっそう高まり

を見せております。

　このような状況のもと、当中間連結会計期間における、当社グループのスナック部門は、既存ブランドの販売強化

並びに関東、中京、近畿をはじめとする全国主要エリアでの拡販を図ってまいりました。

　タブレット部門におきましては、主力製品であるフルーツミントタブレット「ピンキー」の再活性化、新カテゴリー

であるソフトキャンディの育成、乳酸菌ＬＳ１事業の拡大に努めてまいりました。

　以上の要因等により、当社グループの業績は、売上高12,896百万円（前中間連結会計期間比112.0％）、経常利益

598百万円（同950.8％）となりましたが、減損損失を計上したことにより、中間純利益203百万円（前中間連結会計期

間は中間純損失162百万円）となりました。

（スナック部門）

　当中間連結会計期間におけるスナック部門は、関東、中京、近畿等、全国主要エリアでの市場シェア拡大を目指し、

テレビコマーシャルの投入や、エリアキャンペーン等のＰＲ活動を積極的に行ないました。

　製品戦略におきましては、メガブランドである「コイケヤポテトチップス」の販売強化を図るため、消費者の食シー

ンの多様化に対応した用途別製品展開（大袋や食べきりサイズの5個パック製品等）を推進しました。ポテトスナック

につきましては、利益率改善を目指し「カラムーチョ」「すっぱムーチョチップス」といった個性的なブランドのリ

ニューアルを実施いたしました。

　ポテト以外のスナックにつきましては、主力ブランドである「スコーン」拡販のため、プロモーション活動を展開

いたしました。前連結会計年度に実施した吉本興業株式会社とのコラボレーションキャンペーンが好評であったため、

当中間連結会計期間におきましても、内容を一新して展開いたしました。トルティアチップス「ドンタコス」につき

ましては、リニューアルと増量キャンペーンを行ないました。

　コンビニエンスストアチャネルに対応した製品開発にも取り組み、“和”をコンセプトにしたポテトチップス「和

（なごみ）ポテト」や「ぜいたくスコーン」等、チャネル限定製品を発売いたしました。

　スナック部門の海外事業展開につきましては、台湾市場での販売シェア拡大のため、平成18年８月に華元食品股份

有限公司との合弁会社・台湾湖池屋股份有限公司を設立いたしました。現在、台湾市場では「コイケヤポテトチップ

ス」「カラムーチョ」「スコーン」を販売し、好評を得ております。今後も積極的なマーケティング活動を行なって

まいります。

　その結果、スナック部門の当中間連結会計期間の売上高は11,805百万円(前中間連結会計期間比110.0％)となりまし

た。

（タブレット部門）

　当中間連結会計期間におけるタブレット部門は、主力製品である「ピンキー」の売上拡大、新しいカテゴリーの開

拓・育成並びに乳酸菌ＬＳ１の事業拡大を主眼にスタートいたしました。

　製品戦略におきましては、前連結会計年度の平成18年５月に全面刷新しましたフルーツミントタブレット「ピン

キー」を拡販するため、Ｗｅｂサイトを利用したプロモーションを展開するとともに、ＰＲイベントを実施いたしま

した。平成18年９月には「ピンキー　グレープミント」を、11月には「同　ゆずミント」を発売いたしました。さら

に、お土産製品のラインアップ拡充のため、平成18年10月に「沖縄限定ピンキー　シークヮーサーミント」「信州限

定ピンキー　巨峰ミント」を、12月に「北海道限定ピンキー　夕張メロンミント」を発売いたしました。

　タブレットのカテゴリーにおいては、新しいコンセプト製品として、男性をターゲットにした「ミラーノ」と「龍

魂（ドラゴンソウル）」を平成18年11月にコンビニエンスストアで発売いたしました。　

　また、ソフトキャンディカテゴリーを育成するため、一粒に果物と５種類の野菜を取り入れた「げんきの実」及び

果実酢入りの「すだもの…。アセロラ味」を平成18年９月に発売いたしました。

　乳酸菌ＬＳ１配合「クリッシュ」につきましては、通信販売強化を進めるとともに、販売チャネル拡大に努めてま

いりました。その一環として、平成18年６月にライオン株式会社と業務提携し、７月には、同社より「DENT.Systema 

歯科用オーラルヘルスタブレット」を歯科医院ルートで発売、11月にはドラッグストアチャネルを中心に「デントヘ

ルス　オーラルヘルスタブレット」を発売いたしました。

　タブレット部門の海外事業展開は、台湾粉紅股份有限公司による「ピンキー」及びソフトキャンディ「ピンキー

Puni Puni」の販売基盤を強固にする傍ら、新カテゴリー開拓のため、「ピンキーガム」のテスト販売を10月より開始

いたしました。

－ 7 －



  その結果、タブレット部門の当中間連結会計期間の売上高は1,091百万円(前中間連結会計期間比138.6％)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、仕入債務の増加や未払金の増加等

があったものの、売上債権の増加等により、前連結会計年度末に比べ173百万円減少し、2,488百万円となりました。

  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349百万円（前年同期は382百万円の収入）となりました。これは主に税金等調整前

中間純利益の増加に加えて、仕入債務の増加（524百万円）、未払金の増加（953百万円）、減価償却費（366百万円）

等の増加要因が、売上債権の増加（1,802百万円)等の減少要因を上回ったこと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）

　投資活動の結果支出した資金は385百万円（前年同期は585百万円の支出）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（396百万円）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）

　財務活動の結果支出した資金は135百万円（前年同期は132百万円の支出）となりました。これは主に配当金の支払

（151百万円）によるものであります。

　 なお、キャッシュ・フロー指標のトレンドは以下のとおりであります。

 平成17年６月期 平成18年６月期 平成19年６月期

 中間 期末 中間 期末 中間

自己資本比率（％） 50.1 53.1 46.0 52.6 47.9

時価ベースの自己資本比率

（％）
58.6 66.1 64.7 57.7 49.5

債務償還年数（年） － － － － －

インタレスト・カバレッジ・

レシオ（倍）
－ － 5,198.1 2,173.4 －

（注）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

      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

      １.各指標は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。

      ２.株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。

 　　 ３.営業キャッシュ・フローは連結（中間連結）キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フ

　　　 ローを使用しております。　

　　　４.インタレスト・カバレッジ・レシオの計算における利払いは、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・フローの「その他」に含まれている支払利息を対象とし

　　   ております。
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(3）通期業績の見通し

　当連結会計年度の経済状況につきましては、原油価格の高騰による原材料価格への影響が懸念されましたが、企業

業績の回復や設備投資の拡大、雇用の改善等を背景に景気は回復傾向が予想されます。

　このような状況のもと、当社グループはお客様に一層満足していただくため、“安全”“安心”そして“新しい機

能性のある”製品づくりに邁進してまいります。

　スナック部門につきましては、上半期に引き続き関東、中京、近畿等、全国主要エリアでの市場シェア拡大を目指

してまいります。

　タブレット部門につきましては、主力製品である「ピンキー」の売上拡大、新しいカテゴリーの開拓・育成並びに

乳酸菌ＬＳ１の事業拡大を目指してまいります。

　以上のように下半期においては、上半期に引き続き増収を目指しており、中間連結会計期間における減損損失の計

上等の影響がありますが、通期の見通しにつきましては、売上高26,990百万円（前連結会計年度比112.0％）、経常利

益950百万円（同287.9％）、当期純利益400百万円（同915.1％）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影響を及ぼす可能性のあるリスクや不確定な要因には主として以下のよう

　　なものがありますが、ここに記載されたものがすべてではありません。

 

　(ア) 食品の安全性について

　近年、菓子・食品業界におきましては、不正表示や無認可添加物使用に加え、品質管理等の問題が発生しておりま

す。そのような環境のなか、平成14年４月には、スウェーデン食品庁がポテトチップス等の食品に発ガン性物質（ア

クリルアミド）が含まれている旨の調査結果を発表いたしました。日本スナック・シリアルフーズ協会はこれを受け、

厚生労働省による審議結果を踏まえた上で、特定の調理品・加工品についての安全性には問題ないとの見解を示して

おります。

　当社グループといたしましては「食品衛生法」をはじめとする法令遵守を一層徹底するとともに、仕入先との連携

を密にしながら、品質管理体制の強化に取り組んでおります。しかしながら、当社グループのみでは回避できない業

界全般にわたる品質問題が発生した場合、当社グループの業績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。

　(イ) 原料市況の影響について

　㈱湖池屋の主力製品であるポテトチップスは、加工前の馬鈴薯の輸入が全面的には解禁されていないため、国産

原料を使用しております。したがって、国内における馬鈴薯の作況によって原料の供給量が変化することもあります。

同社においては、事前の販売予測に沿った需給量を十分に確保するため、仕入先との取引関係を良好に維持するなど、

安定的な原料調達に努めております。しかし、予想外の作況不良が発生した場合には原料調達に支障が生じ販売機会

を逃すなど、当社グループの業績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。

　また、馬鈴薯の作況次第で生じると想定される状況に、仕入価格の変動や、歩留まりの低下による原料コストの変

動があります。これにより、利益率の低下や、販売機会の損失等、当社グループの業績及び財政状態に悪影響を及ぼ

す可能性があります。

　(ウ) 新製品等に係るマーケティング費用について

 　　  当社グループは、既存製品の市場競争力強化に加え、新製品開発、海外での新事業開発を進めております。

　新製品・新事業開発には設備投資やマーケティング費用を積極的に投じることがあります。当社グループでは、新

製品・新事業開発については、事前のセントラルロケーション調査等、複数の消費者動向調査の結果を踏まえて、売

れ行きや成否を見極め効率的なマーケティング戦略を推進するよう努めておりますが、マーケティング費用を投じた

新製品の販売が伸び悩んだ場合や新事業が計画どおり推移しない場合には、当社グループの業績及び財政状態に悪影

響を及ぼす可能性があります。

　(エ) 天候不順等による製品需給の急激な変動について

　　　 菓子・食品業界は天候不順の影響を受けることがあります。菓子・食品の売上には季節変動があるものですが、

　　 通常は平均気温をもとに、販売数量を予測し、生産を行ないます。しかしながら、異常気象になると、売上・利益

     に影響することがあります。

　　　 当社グループでは、常に天候予測に気を配り、適正な生産及び在庫管理等を行なうことで、機会損失を最小限に

     押えるよう対策を講じております。しかしながら、上記のような施策を講じているにも関わらず、予想を大きく上

     回る天候不順等が発生した場合、当社グループの業績に影響を与える場合があります。
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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12月31日）

当中間連結会計期間末
（平成18年12月31日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成18年６月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ　流動資産           

現金及び預金   2,467,510   2,488,760   2,662,165  

受取手形及び売掛金   5,403,248   5,556,305   3,753,492  

たな卸資産   1,155,573   1,297,428   775,745  

繰延税金資産   339,132   334,463   298,686  

その他   215,516   90,668   376,747  

貸倒引当金   △1,803   △1,803   △1,803  

流動資産合計   9,579,178 56.9  9,765,824 58.5  7,865,034 52.1

Ⅱ　固定資産           

１　有形固定資産 ※          

建物及び構築物  2,260,301   2,114,227   2,181,230   

機械装置及び運搬
具

 2,195,803   2,020,261   2,255,509   

土地  1,450,327   1,450,327   1,450,327   

その他  141,048 6,047,480  93,775 5,678,592  138,587 6,025,654  

２　無形固定資産   61,243   53,421   53,139  

３　投資その他の資産           

繰延税金資産  648,519   686,217   647,030   

その他  507,809   501,335   511,967   

貸倒引当金  △9,713 1,146,614  △174 1,187,378  △174 1,158,823  

固定資産合計   7,255,338 43.1  6,919,392 41.5  7,237,617 47.9

資産合計   16,834,517 100.0  16,685,216 100.0  15,102,651 100.0
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前中間連結会計期間末
（平成17年12月31日）

当中間連結会計期間末
（平成18年12月31日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成18年６月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）           

Ⅰ　流動負債           

買掛金   2,659,723   2,861,824   2,337,465  

未払金   3,861,493   2,889,989   2,151,284  

未払法人税等   78,577   325,743   84,733  

役員賞与引当金   －   9,600   17,240  

賞与引当金   99,622   96,341   100,639  

その他   234,498   322,827   298,450  

流動負債合計   6,933,916 41.2  6,506,325 39.0  4,989,814 33.1

Ⅱ　固定負債           

繰延税金負債   9,472   8,620   9,266  

年金基金脱退損失引
当金

  119,719   97,482   108,078  

退職給付引当金   825,548   857,550   846,517  

役員退職慰労引当金   700,422   713,053   707,607  

その他   496,933   491,933   491,933  

固定負債合計   2,152,095 12.8  2,168,639 13.0  2,163,402 14.3

負債合計   9,086,011 54.0  8,674,965 52.0  7,153,217 47.4

           

（資本の部）           

Ⅰ　資本金   401,490 2.4  － －  － －

Ⅱ　資本剰余金   285,875 1.7  － －  － －

Ⅲ　利益剰余金   7,047,437 41.8  － －  － －

Ⅳ　その他有価証券評価差額
金

  11,193 0.1  － －  － －

Ⅴ　為替換算調整勘定   2,509 0.0  － －  － －

資本合計   7,748,505 46.0  － －  － －

負債及び資本合計   16,834,517 100.0  － －  － －

           

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

１ 資本金   － －  401,490 2.4  401,490 2.7

２ 資本剰余金   － －  285,875 1.7  285,875 1.9

３ 利益剰余金   － －  7,305,815 43.8  7,253,877 48.0

４ 自己株式   － －  △456 △0.0  △456 △0.0

株主資本合計   － －  7,992,724 47.9  7,940,786 52.6

Ⅱ　評価・換算差額等           

１ その他有価証券評価
   差額金

  － －  2,313 0.0  4,197 0.0

２ 為替換算調整勘定   － －  2,133 0.0  4,451 0.0

評価・換算差額等合計   － －  4,447 0.0  8,648 0.0

Ⅲ　少数株主持分   － －  13,079 0.1  － －

純資産合計   － －  8,010,251 48.0  7,949,434 52.6

負債純資産合計   － －  16,685,216 100.0  15,102,651 100.0
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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７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   11,515,778 100.0  12,896,937 100.0  24,089,375 100.0

Ⅱ　売上原価   6,557,594 56.9  7,280,172 56.4  13,843,054 57.5

売上総利益   4,958,183 43.1  5,616,764 43.6  10,246,321 42.5

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１  4,917,020 42.7  5,016,021 38.9  9,954,332 41.3

営業利益   41,163 0.4  600,742 4.7  291,988 1.2

Ⅳ　営業外収益           

受取利息  1,310   972   1,355   

設備賃貸収入  1,839   －   －   

持分法による投資利
益

 11,350   1,729   16,112   

投資有価証券売却益  －   4,081   －   

還付加算金  8,085   1,227   8,093   

ロイヤルティ収入  －   1,799   23,024   

為替差益  1,958   520   1,582   

売上割戻返金収入  3,998   －   3,998   

その他  10,974 39,516 0.3 4,545 14,876 0.1 27,187 81,355 0.4

Ⅴ　営業外費用           

固定資産除却損  ※２ 17,497   12,558   36,082   

投資有価証券売却損  －   4,970   －   

その他  285 17,782 0.2 48 17,577 0.2 7,321 43,403 0.2

経常利益   62,897 0.5  598,041 4.6  329,940 1.4

Ⅵ　特別利益           

年金基金脱退損失引
当金戻入益

 32,995   10,595   44,636   

受取生命保険金  － 32,995 0.3 － 10,595 0.1 96,513 141,150 0.6

Ⅶ　特別損失           

製造ライン整理に伴
う遊休設備除売却損

 ※３ 128,427   －   128,427   

減損損失  ※４ 71,831 200,258 1.7 148,578 148,578 1.1 71,831 200,258 0.9

税金等調整前中間
（当期）純利益（△
損失)

  △104,366 △0.9  460,058 3.6  270,832 1.1

法人税、住民税及び
事業税

 77,208   333,406   199,479   

法人税等調整額  △18,848 58,359 0.5 △74,328 259,077 2.0 27,640 227,119 0.9

少数株主損失   －   2,470 0.0  －  

中間（当期）純利益
（△損失)

  △162,726 △1.4  203,451 1.6  43,713 0.2
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(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７月１日

至　平成17年12月31日）

区分
注記

番号
金額（千円）

（資本剰余金の部）    

Ⅰ　資本剰余金期首残高   285,875

Ⅱ　資本剰余金中間期末残高   285,875

    

（利益剰余金の部）    

Ⅰ　利益剰余金期首残高   7,368,574

Ⅱ　利益剰余金減少高    

配当金  132,580  

役員賞与  25,830  

中間純損失  162,726 321,136

Ⅲ　利益剰余金中間期末残高   7,047,437
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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７月１日　至　平成18年12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

平成18年６月30日　残高（千円） 401,490 285,875 7,253,877 △456 7,940,786

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当   △151,513  △151,513

中間純利益   203,451  203,451

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）

－ － 51,937 － 51,937

平成18年12月31日　残高（千円） 401,490 285,875 7,305,815 △456 7,992,724

評価・換算差額等

少数株主持分 純資産合計
その他

有価証券評価差額金
為替換算調整勘定

評価・換算差額等
合計

平成18年６月30日　残高（千円） 4,197 4,451 8,648 － 7,949,434

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当     △151,513

中間純利益     203,451

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）

△1,883 △2,317 △4,200 13,079 8,878

中間連結会計期間中の変動額合計
　　　　　　　　　　　（千円）

△1,883 △2,317 △4,200 13,079 60,816

平成18年12月31日　残高（千円） 2,313 2,133 4,447 13,079 8,010,251
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　前連結会計年度（自　平成17年７月１日　至　平成18年６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17年６月30日　残高（千円） 401,490 285,875 7,368,574 － 8,055,939

連結会計年度中の変動額

利益処分による配当   △132,580  △132,580

利益処分による役員賞与   △25,830  △25,830

当期純利益   43,713  43,713

自己株式の取得    △456 △456

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

     

連結会計年度中の変動額合計
　　　　　　　　　　　（千円）

－ － △114,696 △456 △115,152

平成18年６月30日　残高（千円） 401,490 285,875 7,253,877 △456 7,940,786

評価・換算差額等

純資産合計
その他

有価証券評価差額金
為替換算調整勘定 評価・換算差額等合計

平成17年６月30日　残高（千円） 7,361 △1,078 6,282 8,062,221

連結会計年度中の変動額

利益処分による配当    △132,580

利益処分による役員賞与    △25,830

当期純利益    43,713

自己株式の取得    △456

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

△3,164 5,530 2,366 2,366

連結会計年度中の変動額合計
　　　　　　　　　　　（千円）

△3,164 5,530 2,366 △112,786

平成18年６月30日　残高（千円） 4,197 4,451 8,648 7,949,434

－ 15 －



(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７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

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７月１日
至　平成18年６月30日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（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
(△損失)

 △104,366 460,058 270,832

減価償却費  326,789 366,703 737,802

持分法による投資損益
（△：投資利益）

 △11,350 △1,729 △16,112

製造ライン整理に伴う遊休設備除
売却損

 128,427 － 128,427

減損損失  71,831 148,578 71,831

退職給付引当金の増減額
（△：減少額）

 18,861 11,032 39,830

役員退職慰労引当金の増減額
（△：減少額）

 8,850 5,446 16,035

賞与引当金の増減額
（△：減少額）

 △1,180 △4,298 △163

役員賞与引当金の増減額
（△：減少額） 

 － △7,640 17,240

貸倒引当金の増減額
（△：減少額）

 212 － △9,326

年金基金脱退損失引当金の増減額
（△：減少額）

 △32,995 △10,595 △44,636

売上債権の増減額
（△：増加額）

 △1,131,795 △1,802,812 517,959

たな卸資産の増減額
（△：増加額）

 △247,046 △521,683 132,781

仕入債務の増減額
（△：減少額）

 549,077 524,358 226,820

未払金の増減額
（△：減少額）

 577,780 953,903 36,380

その他  △85,376 125,876 15,731

小計  67,719 247,198 2,141,433

法人税等の還付額  314,926 101,847 3,691

その他  156 665 1,434

営業活動によるキャッシュ・フロー  382,802 349,711 2,146,558

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  △592,097 △396,529 △2,160,385

投資有価証券の売却による収入  － 12,787 －

その他  6,236 △1,906 5,878

投資活動によるキャッシュ・フロー  △585,860 △385,648 △2,154,506

     

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー     

配当金の支払額  △132,580 △151,513 △132,580

少数株主に対する株式の発行によ
る収入

 － 15,550 －

その他  － － △456

財務活動によるキャッシュ・フロー  △132,580 △135,963 △133,036
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前中間連結会計期間

（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

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７月１日
至　平成18年６月30日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

 Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額  － △1,504 －

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額
（△：減少額）

 △335,638 △173,404 △140,983

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高
 

 2,803,149 2,662,165 2,803,149

Ⅶ　現金及び現金同等物の中間期末
（期末）残高

※ 2,467,510 2,488,760 2,662,165
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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７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

１．連結の範囲に関する事項 　子会社はすべて連結しております。

連結子会社の数　３社

  子会社はすべて連結しております。

 　連結子会社の数　４社

　子会社はすべて連結しております。

 　連結子会社の数　３社

連結子会社の名称

㈱湖池屋

 　　㈱フレンテ・インターナショ

　　 ナル

㈱アシスト

 　連結子会社の名称

 　　㈱湖池屋

 　　㈱フレンテ・インターナショ

　　 ナル

     ㈱アシスト

     台湾湖池屋股份有限公司

     なお、台湾湖池屋股份有限公

     司は新規設立により当中間連

     結会計期間から連結の範囲に

     含めております。　　

 　連結子会社の名称

 　　㈱湖池屋

 　　㈱フレンテ・インターナショ

　　 ナル

   　㈱アシスト

２．持分法の適用に関する事項 (1）持分法を適用している関連会社

１社　台湾粉紅股份有限公司

同左 同左

(2）持分法を適用していない関連会

社はありません。

３．連結子会社の中間決算日

（決算日）等に関する事項

　すべての連結子会社の中間決算日

は、中間連結決算日と一致しており

ます。

  連結子会社のうち、台湾湖池屋

股份有限公司の中間決算日は９月30

日であります。中間連結財務諸表の

作成にあたっては、同中間決算日現

在の中間財務諸表を使用しておりま

す。なお、中間連結決算日までの期

間に発生した重要な取引については、

連結上必要な調整を行なっておりま

す。　

　すべての連結子会社の事業年度の

末日は、連結決算日と一致しており

ます。

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

イ　有価証券

その他有価証券

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）を採用しており

　ます。

イ　有価証券

その他有価証券

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）を採用しており

　ます。

イ　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。

時価のないもの

　  移動平均法による原価

  法を採用しております。

時価のないもの

同左

時価のないもの

同左

ロ　たな卸資産

製品及び原材料

　移動平均法による原価法を

採用しております。

ロ　たな卸資産

製品及び原材料

同左

ロ　たな卸資産

製品及び原材料

同左

(2）重要な減価償却資産の減価

償却の方法

イ　有形固定資産

　  定率法を採用しておりま

  す。

　 （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）は定額

　法によっております。）

　  なお、主な耐用年数は以

  下のとおりであります。

建物及び構築物

15～50年

機械装置及び運搬具

６～９年

イ　有形固定資産

同左

イ　有形固定資産

同左
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

(2）重要な減価償却資産の減価

償却の方法

ロ　無形固定資産

　  定額法を採用しておりま

  す。

　  なお、主な耐用年数は以

  下のとおりであります。

自社利用ソフトウェア

５年

ロ　無形固定資産

同左

ロ　無形固定資産

同左

(3）重要な引当金の計上基準 イ　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

に回収可能性を検討し、回収不

能見込額を計上しております。

イ　貸倒引当金

同左

イ　貸倒引当金

同左

 ロ　 　　―――――

 

ロ　役員賞与引当金

　役員に対する賞与の支給に備

えるため、当連結会計年度にお

ける支給見込額の当中間連結会

計期間負担額を計上しておりま

す。

ロ　役員賞与引当金 

 　 　役員に対する賞与の支給に

　　備えるため、支給見込額に基

　　づき計上しております 

ハ　賞与引当金

　従業員に対する賞与の支給に

備えるため、支給見込額に基づ

き計上しております。

ハ　賞与引当金

同左

ハ　賞与引当金

同左

ニ　年金基金脱退損失引当金

　厚生年金基金規約第76条の３

「減少設立事業所に係る不足額

の一括徴収の規定」に該当した

場合における特別掛金の支出に

備えるため、同規約に基づく中

間連結会計期間末現在の特別掛

金見込額を計上しております。

ニ　年金基金脱退損失引当金

同左

ニ　年金基金脱退損失引当金

　厚生年金基金規約第76条の３

「減少設立事業所に係る不足額

の一括徴収の規定」に該当した

場合における特別掛金の支出に

備えるため、同規約に基づく連

結会計年度末現在の特別掛金見

込額を計上しております。

ホ　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。

　数理計算上の差異は、各連結

会計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

生した翌連結会計年度から費用

処理しております。

ホ　退職給付引当金

同左

ホ　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

退職給付債務見込額に基づき計

上しております。

　数理計算上の差異は、各連結

会計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

生した翌連結会計年度から費用

処理しております。

ヘ　役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支給に備

えるため、内規に基づく中間期

末要支給額を計上しております。

ヘ　役員退職慰労引当金

同左

ヘ　役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支給に備

えるため、内規に基づく期末要

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。

同左 同左
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

 (5)その他中間連結財務諸表

   （連結財務諸表）作成のた

    めの基本となる重要な事

    項

イ　消費税等の会計処理

　消費税及び地方消費税の会計

処理は税抜方式によっておりま

す。

イ　消費税等の会計処理

同左

イ　消費税等の会計処理

同左

ロ　連結納税制度の適用

　     連結納税制度を適用してお

     ります。

ロ　連結納税制度の適用

　　　　　同左

ロ　連結納税制度の適用

　　　　　同左

   ハ　税金費用の計算における租

       税特別措置法上の諸準備金

       の取扱い

　     年度決算に係る利益処分に

     より、租税特別措置法上の諸

     準備金の取崩しが予定されて

     いるため、中間決算において

     は、当該諸準備金を利益処分

     により取崩したものとみなし

     て税金費用を計算しておりま

     す。

   ハ　　   ――――― 

　

ハ　　   ―――――

 

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カ月以内に

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
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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の変更

前中間連結会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

     (固定資産の減損に係る会計基準)

　　　当中間連結会計期間から「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」（企業会計基準委員

　　会 平成15年10月31日 企業会計基準適用

　　指針第６号）を適用しております。

　　　これにより税金等調整前中間純損失が

　　71,831千円増加しております。

　　　なお、減損損失累計額については、改

　　正後の中間連結財務諸表規則に基づき当

　　該各資産の金額から直接控除しておりま

　　す。

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

　　　    　　　―――――

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．固定資産の減損に係る会計基準

　　　当連結会計年度から「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」（企業会計基準委員会 平成

　　15年10月31日 企業会計基準適用指針第

　　６号）を適用しております。

　　　これにより営業利益及び経常利益が　

　　14,815千円増加し、税金等調整前当期純

　　利益が57,016千円減少しております。

　　　なお、減損損失累計額については、改

　　正後の連結財務諸表規則に基づき当該各

　　資産の金額から直接控除しております。

２．貸借対照表の純資産の部の表示に関する

　　会計基準

　　　当連結会計年度から「貸借対照表の純

　　資産の部の表示に関する会計基準」（企

　　業会計基準第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。　

　　　従来の資本の部の合計に相当する金額

　　は7,949,434千円であります。

　　　なお、連結財務諸表規則の改正によ　

　　り、当連結会計年度における連結貸借対

　　照表の純資産の部については、改正後の

　　連結財務諸表規則により作成しておりま

　　す。　　　

３．役員賞与に関する会計基準

　　　役員賞与については、従来は利益処分

　　により未処分利益の減少として会計処理

　　しておりましたが、当連結会計年度から

　　「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、発生時に費用処理することとして

　　おります。

　　　これにより、営業利益、経常利益及び

　　税金等調整前当期純利益は、17,240千円

　　減少しております。 

表示方法の変更

前中間連結会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

（中間連結損益計算書関係）

  前中間連結会計期間まで区分掲記しておりました「版権等使用料」

（当中間連結会計期間は928千円）は営業外収益の総額の100分の10以

下となったため、営業外収益の「その他」に含めて表示することにし

ております。

  「還付加算金」は、前中間連結会計期間まで営業外収益の「その

他」に含めて表示しておりましたが、営業外収益の総額の100分の10を

超えたため区分掲記しております。

なお、前中間連結会計期間における還付加算金は1,201千円でありま

す。 

 

（中間連結損益計算書関係）

  「ロイヤルティ収入」は、前中間連結会計期間まで営業外収益の「そ

の他」に含めて表示しておりましたが、営業外収益の総額の100分の10

を超えたため区分掲記しております。

なお、前中間連結会計期間における「ロイヤルティ収入」は3,409千

円であります。 
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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12月31日）

当中間連結会計期間末
（平成18年12月31日）

前連結会計年度末
（平成18年６月30日）

※　 有形固定資産の減価償却累計額

8,009,623千円

※　 有形固定資産の減価償却累計額

8,550,351千円

※　有形固定資産の減価償却累計額

8,295,984千円

（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７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費

目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

目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

目及び金額は次のとおりであります。

運送保管料 1,169,986千円

広告宣伝費 240,191

販売促進費 1,541,471

貸倒引当金繰入額 506

役員報酬 81,432

従業員給料手当 638,662

賞与引当金繰入額 46,835

退職給付費用 28,435

役員退職慰労引当金繰

入額
8,850

減価償却費 29,995

研究開発費 312,612

運送保管料   1,277,759千円

広告宣伝費  245,931

販売促進費 1,547,068

役員報酬 82,799

従業員給料手当 670,928

役員賞与引当金繰入額 9,600

賞与引当金繰入額 45,797

退職給付費用 27,526

役員退職慰労引当金繰

入額
7,546

減価償却費 24,405

研究開発費 268,037

運送保管料   2,399,982千円

広告宣伝費 382,867

販売促進費 3,228,770

貸倒引当金繰入額 506

役員報酬 161,673

従業員給料手当 1,321,836

役員賞与引当金繰入額 17,240

賞与引当金繰入額 47,659

退職給付費用 60,509

役員退職慰労引当金繰

入額
16,823

減価償却費 59,339

研究開発費 648,707

※２　固定資産除却損の内訳 

建物及び構築物 103千円

機械装置及び運搬具 14,473千円

その他 2,920千円

計 17,497千円

※２　固定資産除却損の内訳 

建物及び構築物    1,369千円

機械装置及び運搬具       10,472千円

その他      716千円

計       12,558千円

※２　固定資産除却損の内訳 

建物及び構築物 4,516千円

機械装置及び運搬具 20,179千円

処分費用 6,149千円

その他 5,236千円

計 36,082千円

※３　製造ライン整理に伴う遊休設備除売却

損の内訳 

建物及び構築物 15,626千円

機械装置及び運搬具 111,212千円

その他 1,588千円

計 128,427千円

（注）

　  上記のうち除却に関しては75,129千円、

　売却に関しては53,298千円であります。

 　 用途別では、スナック設備44,486千円、

　タブレット設備83,941千円を計上しており

　ます。

※３　　　　　 ―――――　 ※３　製造ライン整理に伴う遊休設備除売却

損の内訳 

建物及び構築物 15,626千円

機械装置及び運搬具 111,212千円

その他 1,588千円

計  128,427千円

（注）

　　上記のうち除却に関しては75,129千円、

　売却に関しては53,298千円であります。

 　 用途別では、スナック設備44,486千円、

　タブレット設備83,941千円を計上しており

　ます。
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前中間連結会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

 ※４　減損損失

     当社グループは、以下の資産グループに

   ついて減損損失を計上いたしました。

用途 種類 場所
金額

（千円）

タブ

レット

菓子製

造設備

機械装置及

び運搬具

その他 

埼玉県

和光市

他 

21,996

遊休

設備

機械装置及

び運搬具

その他 

神奈川県

綾瀬市

他

49,834

 計 71,831

 　　 (経緯）

　販売不振により減損の兆候が認められた

タブレット事業の一部の資産グループにつ

いて、減損損失を認識しております。

　また、製品の生産が中止され、将来の使

用計画がない遊休設備についても減損損失

を認識しております。

 （グルーピングの方法）

　損益管理を継続して行なう製品群をグ

ルーピングの単位としております。

　また、将来の使用が見込まれていない遊

休資産については個々の物件単位でグルー

ピングしております。

 （回収可能価額）

　回収可能価額は、正味売却価額としてお

ります。

 ※４　減損損失

     当社グループは、以下の資産グループに

   ついて減損損失を計上いたしました。

用途 種類 場所
金額

（千円）

タブ

レット

菓子製

造設備

建物及び構

築物

機械装置及

び運搬具

その他 

神奈川県

綾瀬市

京都府

八幡市 

他

136,833

遊休

設備

建物及び構

築物

機械装置及

び運搬具

その他 

埼玉県

加須市

他

11,745

 計 148,578

 　　 (経緯）

　販売不振により減損の兆候が認められた

タブレット事業の一部の資産グループにつ

いて、減損損失を認識しております。

　また、製品の生産が中止され、将来の使

用計画がない遊休設備についても減損損失

を認識しております。

 （グルーピングの方法）

　損益管理を継続して行なう製品群をグ

ルーピングの単位としております。

　また、将来の使用が見込まれていない遊

休資産については個々の物件単位でグルー

ピングしております。

 （回収可能価額）

　回収可能価額は、タブレット菓子製造設

備については、使用価値により測定してお

り、将来キャッシュ・フローを5.0％で割

り引いて算定しております。

　また、遊休設備については、正味売却価

額としております。

 ※４　減損損失

     当社グループは、以下の資産グループに

   ついて減損損失を計上いたしました。

用途 種類 場所
金額

（千円）

タブ

レット

菓子製

造設備

機械装置及

び運搬具

その他 

埼玉県

和光市

他 

21,996

遊休

設備

機械装置及

び運搬具

その他 

神奈川県

綾瀬市

他

49,834

 計 71,831

 　　 (経緯）

　販売不振により減損の兆候が認められた

タブレット事業の一部の資産グループにつ

いて、減損損失を認識しております。

　また、製品の生産が中止され、将来の使

用計画がない遊休設備についても減損損失

を認識しております。

 （グルーピングの方法）

　損益管理を継続して行なう製品群をグ

ルーピングの単位としております。

　また、将来の使用が見込まれていない遊

休資産については個々の物件単位でグルー

ピングしております。

 （回収可能価額）

　回収可能価額は、正味売却価額としてお

ります。
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（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７月１日　至　平成18年12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 3,788,000 － － 3,788,000

合計 3,788,000 － － 3,788,000

自己株式

普通株式 160 － － 160

合計 160 － － 160

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９月27日

定時株主総会
普通株式 151,513 40 平成18年６月30日 平成18年９月28日

 　  （２）基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間連結会計期間末後となるもの

　　　　　 該当事項はありません。　

前連結会計年度

（自　平成17年７月１日　至　平成18年６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)

当連結会計年度

 増加株式数

 (株)

当連結会計年度

 減少株式数

 (株)

当連結会計年度末

 株式数

 (株)

 発行済株式     

   普通株式　(注)１ 1,894,000 1,894,000  ― 3,788,000

　　　合計 1,894,000 1,894,000  ― 3,788,000

 自己株式     

 　普通株式　(注)２  - 160  ― 160

 　　 合計  - 　 160  ― 　 160

 （注）１．平成18年２月14日開催の取締役会決議により、平成18年４月１日付をもって普通株式１株につき２株に分割

　　　　　 しております。　

 　　　２．普通株式の自己株式の株式数の増加160株は、単元未満株式の買取による増加であります。
 

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17年９月28日

定時株主総会
普通株式 132,580 70 平成17年６月30日 平成17年９月29日
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　（２）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

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９月27日

定時株主総会
普通株式 151,513 利益剰余金 40 平成18年６月30日 平成18年９月28日
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（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７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

※　現金及び現金同等物の中間期末残高と中

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

（平成17年12月31日現在）

（単位：千円）

※　現金及び現金同等物の中間期末残高と中

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

（平成18年12月31日現在）

（単位：千円）

※　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額との

関係

（平成18年６月30日現在）

（単位：千円）

現金及び預金 2,467,510

現金及び現金同等物 2,467,510

現金及び預金 2,488,760

現金及び現金同等物 2,488,760

現金及び預金 2,662,165

現金及び現金同等物 2,662,165

（リース取引関係）

前中間連結会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

１．　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

138,486 52,860 85,625

合計 138,486 52,860 85,625

 

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

143,016 73,833 69,182

合計 146,016 73,833 69,182

 

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

138,486 63,233 75,252

合計 138,486 63,233 75,252

（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 (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 20,746千円

１年超 64,878千円

合計 85,625千円

１年内    21,652千円

１年超 47,529千円

合計 69,182千円

１年内 20,746千円

１年超 54,505千円

合計 75,252千円

（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) 支払リース料及び減価償却費相当額 (3) 支払リース料及び減価償却費相当額 (3) 支払リース料及び減価償却費相当額

支払リース料 10,373千円

減価償却費相当額 10,373千円

支払リース料 10,599千円

減価償却費相当額 10,599千円

支払リース料 20,746千円

減価償却費相当額 20,746千円

(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

２．オペレーティング・リース取引

未経過リース料

２．オペレーティング・リース取引

未経過リース料

２．オペレーティング・リース取引

未経過リース料

１年内 2,734千円

１年超 7,075千円

合計 9,810千円

１年内 3,466千円

１年超 7,634千円

合計 11,101千円

１年内 3,466千円

１年超 9,367千円

合計 12,834千円

（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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（有価証券関係）

　　前中間連結会計期間末（平成17年12月31日現在）

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）

(1)株式 31,912 50,721 18,808

(2)債券 － － －

(3)その他 － － －

合計 31,912 50,721 18,808

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）

(1)その他有価証券  

  非上場株式 150,000

(2)関連会社株式 65,197

　　当中間連結会計期間末（平成18年12月31日現在）

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）

(1)株式 46,983 51,380 4,397

(2)債券 － － －

(3)その他 － － －

合計 46,983 51,380 4,397

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）

(1)その他有価証券  

  非上場株式 150,000

(2)関連会社株式 72,818
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　　前連結会計年度（平成18年６月30日現在）

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）

(1)株式 61,009 68,063 7,053

(2)債券 － － －

(3)その他 － － －

合計 61,009 68,063 7,053

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）

(1)その他有価証券  

  非上場株式 150,000

(2)関連会社株式 71,902

（デリバティブ取引関係）

   　該当事項はありません。 

（ストック・オプション等関係）

 　EDINETにより開示を行なうため記載を省略しております。

 

（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、当中間連結会計期間及び前連結会計年度において、当社グループは食品関連事業を営んで

おり、単一セグメントであるため、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、前連結会計年度において、本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がな

いため、該当事項はありません。また、当中間連結会計期間においては、売上高の合計に占める本邦の割合が90％

を超えるため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。

ｃ．海外売上高

　前中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び前連結会計年度における海外売上高は、いずれも連結売上高の

10％未満のため、記載を省略しております。
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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７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

１株当たり純資産額 4,091.08円

１株当たり中間純損失

金額
85.92円

１株当たり純資産額 2,111.27円

１株当たり中間純利益

金額
53.71円

１株当たり純資産額 2,098.67円

１株当たり当期純利益

金額
11.54円

潜在株式調整後１株当たり中間純利

益については、中間純損失を計上して

おり、また潜在株式が存在しないため

記載しておりません。

潜在株式調整後１株当たり中間純利

益については、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株当たり当

期純利益金額については、潜在株式は

ありますが希薄化効果を有しないため

記載しておりません。

　当社は、平成18年４月１日をもって

普通株式１株につき２株の株式分割を

行なっております。１株当たり情報は、

当期首に当該株式分割が行なわれたと

仮定して算出しております。なお、当

該株式分割が前期首に行なわれたと仮

定した場合の前連結会計年度の１株当

たり情報につきましては、それぞれ以

下のとおりであります。

１株当たり純資産額 2,121.54円

１株当たり当期純利益

金額
108.56円

潜在株式調整後１株当たり当期純利

益金額については、前連結会計年度に

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（△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７月１日
至　平成17年12月31日)

当中間連結会計期間
(自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日)

前連結会計年度
(自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日)

１株当たり中間（当期）純利益金額

（△損失)
   

中間（当期）純利益（△損失) （千円） △162,726 203,451 43,713

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

（△損失)              　　  （千円)
△162,726 203,451 43,713

期中平均株式数 （株） 1,894,000 3,787,840 3,787,928

希薄化効果を有しないため、潜在株式調

整後１株当たり中間（当期）純利益の算

定に含めなかった潜在株式の概要 

　　

　　――――― 

 

   新株予約権１種類

（新株予約権の数145個）

   新株予約権１種類

（新株予約権の数145個）

－ 29 －



（重要な後発事象）

前中間連結会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

 ストック・オプション(新株予約権)について

  平成18年２月２日開催の提出会社臨時取締役

会において、商法第280条ノ20及び同第280条ノ

21の規定並びに平成17年９月28日開催の定時株

主総会決議に基づき新株予約権の発行を決議い

たしました。

 

1.新株予約権の発行日 平成18年２月９日

2.新株予約権の発行数 170個

3.新株予約権の発行価格 無償 

4.新株予約権の目的たる

　株式の種類及び数

普通株式

17,000株 

5.新株予約権の行使に際

　しての払込金額

5,759円 

6.新株予約権の行使によ

　り発行する株式の発行

　価額の総額　　

97,903,000円 

7.新株予約権の行使期間 平成19年10月１日

から平成22年９月

30日 

8.新株予約権の行使によ

　り新株発行する場合の

　発行価額のうち資本に

　組み入れない額 

48,943,000円 

9.新株予約権の割当対象

　者数

提出会社並びに子

会社の取締役及び

従業員　17名 

 該当事項はありません。

   

 重要な子会社の設立

当社は、海外事業戦略の推進のため、業務

提携をしている台湾スナックメーカーの華元

食品股份有限公司との共同出資により、新た

な台湾現地販売子会社である『台湾湖池屋股

份有限公司』を平成18年８月に設立いたしま

した。

　

(1) 会社設立の日程　

  ① 承認取締役会　　平成18年５月19日

  ② 合弁契約締結　　平成18年７月12日

  ③ 設 立 登　記　　平成18年８月17日

　

(2) 会社の概要

  ① 商    号　台湾湖池屋股份有限公司

  ② 所 在 地　台湾台北市松山區民生東　

　　　　　　 路三段132號

　③ 資 本 金　8.5百万台湾ドル

　 　　  （約32百万円：レート3.7336円）

  ④ 出資比率　株式会社フレンテ 51％

　　　　　   　華元食品股份有限公司 49％

  ⑤ 代 表 者　董事長　佐藤正昭

          （株式会社フレンテ専務取締役）

　⑥ 事業内容　スナック菓子の販売

　⑦ 営業開始　平成18年９月
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前中間連結会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

 株式分割について

   平成18年２月14日開催の提出会社臨時取締

　役会において、次のように株式分割による新

　株式の発行を決議いたしました。

 

１．平成18年４月１日付をもって普通株式１株

  につき２株に分割いたします。

（1）分割により増加する株式数

　　 普通株式 1,894,000株

（2）分割方法

     平成18年３月31日最終の株主名簿

   及び実質株主名簿に記載された株主

   の所有株式数を、１株につき２株の

   割合をもって分割いたします。

 

２．配当起算日

 　平成18年１月１日

　 　 前期首に当該株式分割が行なわれたと仮

　　定した場合における(１株当たり情報)の各

　　数値はそれぞれ以下のとおりであります。

 

前中間連結

会計期間

当中間連結会

計期間

前連結

会計年度

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

2,057.16
 

円
2,045.54

 

円
2,121.54

 

円

１株当たり

中間純利益

金額

１株当たり

中間純損失

金額

１株当たり

当期純利益

金額

43.19
 

円
42.96

 

円
108.56

 

円

 

 　なお、上記株式分割により平成18年４月１

　日付をもって商法第280条ノ20及び第280条ノ

　21の規定に基づく新株予約権の発行について

　の変更は下記のとおりであります。

 

1.新株予約権の発行数 170個

2.新株予約権の目的たる

　株式の種類及び数

普通株式

34,000株 

3.新株予約権の行使に際

　しての払込金額

2,880円

4.新株予約権の行使によ

　り発行する株式の発行

　価額の総額

97,920,000円 

5.新株予約権の行使によ

　り新株発行する場合の

　発行価額のうち資本に

　組み入れない額

48,960,000円 
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５．生産、受注及び販売の状況
(1）生産実績

　当中間連結会計期間の生産実績を事業部門別に示すと、以下のとおりであります。

事業部門の名称
当中間連結会計期間

（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

前年同期比（％）

スナック部門 （千円） 14,297,132 113.0

タブレット部門 （千円） 1,355,916 133.3

合計 （千円） 15,653,048 114.5

　（注）１．金額は販売価格によっております。

２．金額には消費税等は含まれておりません。

(2）受注状況

　当社グループでは、受注生産を行なっていないため、該当事項はありません。

(3）販売実績

　当中間連結会計期間の販売実績を事業部門別に示すと、以下のとおりであります。

事業部門の名称
当中間連結会計期間

（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

前年同期比（％）

スナック部門 （千円） 11,805,850 110.0

タブレット部門 （千円） 1,091,086 138.6

合計 （千円） 12,896,937 112.0

　（注）１．金額には、消費税等は含まれておりません。

２．主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は以下のとおりであります。

相手先

前中間連結会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％）

丸紅㈱ 1,847,826 13.6 2,669,279 17.7

三菱商事㈱ － － 1,824,613 12.1

㈱サンエス 1,536,713 11.3 － －

（注）１．相手先別に売上割戻を集計することが困難なため、金額及び割合は、総売上高及び総売上高の

          割合を使用しております。

          ２．総販売実績に対する割合が10％以上のものについて記載しております。

　        ３．前中間連結会計期間における三菱商事㈱の販売実績は、25,670千円（総販売実績に対する割合

　　　　　　　は0.1％）であります。

　        ４．当中間連結会計期間における㈱サンエスの販売実績は、すべて三菱商事㈱の販売実績に合算さ

　　　　　　　れております。
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