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１．平成19年６月中間期の連結業績（平成19年１月１日～平成19年６月30日）

(1）連結経営成績 （％表示は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年６月中間期 56,038 △2.8 779 △61.2 910 △55.1 1,039 △58.8

18年６月中間期 57,627 △2.6 2,008 △11.0 2,029 △13.2 2,520 78.5

18年12月期 120,445 △1.9 5,361 2.4 5,426 1.0 4,726 50.1

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

円 銭 円 銭

19年６月中間期 14 06 － －

18年６月中間期 34 08 － －

18年12月期 63 91 － －

（参考）持分法投資損益 19年６月中間期 51百万円 18年６月中間期 △84百万円 18年12月期 △109百万円

(2）連結財政状態

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

19年６月中間期 101,026 57,107 56.5 772 35

18年６月中間期 94,295 54,761 58.1 740 50

18年12月期 97,525 56,575 58.0 765 09

（参考）自己資本 19年６月中間期 57,102百万円 18年６月中間期 54,761百万円 18年12月期 56,575百万円

(3）連結キャッシュ・フローの状況

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 △2,459 1,822 △814 28,984

18年６月中間期 △5,742 △4,206 △887 17,294

18年12月期 4,564 △956 △1,337 30,427

２．配当の状況

 １株当たり配当金

（基準日） 中間期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭

18年12月期 6 00 11 00 17 00

19年12月期 7 00 －

19年12月期（予想） － 7 00 14 00

３．平成19年12月期の連結業績予想（平成19年１月１日～平成19年12月31日）

（％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 126,500 5.0 5,400 0.7 5,500 1.4 4,200 △11.1 56 80
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４．その他

(1）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）　無

(2）中間連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（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に記載されるもの）

①　会計基準等の改正に伴う変更　　有

②　①以外の変更　　　　　　　　　無

（注）詳細は、23ページ「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」をご覧ください。

(3）発行済株式数（普通株式）

①　期末発行済株式数（自己株式を含む） 19年６月中間期 78,750,000株 18年６月中間期 78,750,000株 18年12月期 78,750,000株

②　期末自己株式数 19年６月中間期 4,809,504株 18年６月中間期 4,797,861株 18年12月期 4,804,267株

（注）１株当たり中間（当期）純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、31ページ「１株当たり情報」

をご覧ください。

（参考）個別業績の概要

１．平成19年６月中間期の個別業績（平成19年１月１日～平成19年６月30日）

(1）個別経営成績 （％表示は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年６月中間期 49,881 △3.9 519 △72.9 860 △61.7 568 △44.2

18年６月中間期 51,922 △3.3 1,915 △5.9 2,248 △2.9 1,018 △4.9

18年12月期 107,841 △2.3 4,444 6.3 4,873 7.4 2,827 32.7

１株当たり中間
（当期）純利益

円 銭

19年６月中間期 7 69

18年６月中間期 13 78

18年12月期 38 23

(2）個別財政状態

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

19年６月中間期 94,348 57,368 60.8 775 87

18年６月中間期 89,663 56,186 62.7 759 76

18年12月期 90,852 57,461 63.2 777 08

（参考）自己資本 19年６月中間期 57,368百万円 18年６月中間期 56,186百万円 18年12月期 57,461百万円

２．平成19年12月期の個別業績予想（平成19年１月１日～平成19年12月31日）

（％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 112,400 4.2 4,300 △3.2 4,600 △5.6 3,300 16.7 44 62

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

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、添付資料の5ページを参照して下さい。
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１．経営成績
１）経営成績に関する分析

(1)当中間連結会計期間の業績全般の概況

　当中間連結会計期間におけるわが国経済は、企業収益の改善や設備投資の増加、また雇用環境にも改善がみられる

等、緩やかながらも景気の回復基調が継続しています。

　しかしながら飲料業界におきましては、前連結会計年度に引続き、原油の高騰など原材料価格の上昇が企業収益を

圧迫するなど、依然として厳しい経営環境が続いています。

　このような状況のもと、当社グループは当中間連結会計期間において、主力の乳性飲料を中心にブランドの育成に

向けた積極的なマーケティング投資を行うと共に、健康機能性飲料・食品においても主力商品「アミールＳ」のリ

ニューアルなどを行い販売強化に努めました。

　また、平成18年2月にスタートした全社業務改革プロジェクト“KAKUSHIN-7”による、全社の業務プロセスの見直し

を推し進めました。

　以上の結果、当中間連結会計期間の売上高は560億3千8百万円、前期比2.8％減となり、営業利益は7億7千9百万円、

前期比61.2％減、経常利益は9億1千万円、前期比55.1％減、当期純利益は10億3千9百万円、前期比58.8％減となりま

した。

 

(2)主な勘定科目などの増減の状況

①売上高

　売上高は前中間連結会計期間を15億8千9百万円下回り、560億3千8百万円（前中間連結会計期間比2.8%減）となりま

した。乳酸菌飲料の健康価値を訴求し、ＴＶ広告、消費者キャンペーン等を実施いたしましたが、平成18年9月にチル

ド飲料を販売中止したこと、暖冬によるホット飲料の大幅減少などにより、売上高は前中間連結会計期間を下回りま

した。事業別売上高の明細については、5ページをご参照ください。 

②売上原価、販売費及び一般管理費

　売上原価は前中間連結会計期間から8億7千5百万円減少し、280億7千3百万円（前中間連結会計期間比3.0%減）とな

りました。原材料費はアップしましたが、製品構成の変化や内製化率の向上などにより、売上原価の売上高に対する

比率は50.1％となりました。

　販売費及び一般管理費は、積極的なマーケティング投資に伴う広告費の増加などにより、前中間連結会計期間から

5億1千5百万円増加し、271億8千5百万円（前中間連結会計期間比1.9%増）となりました。

③営業利益

　営業利益は前中間連結会計期間から12億2千9百万円減少し、7億7千9百万円（前中間連結会計期間比61.2%減）とな

りました。

④営業外収益・費用

　営業外損益は、前中間連結会計期間から利益が1億1千万円増加し、1億3千1百万円の利益計上となりました。受取利

息から支払利息を差し引いた利息収支は前中間連結会計期間から4千万円増加し、2千7百万円のプラスとなりました。

持分法投資損益につきましては、前連結中間会計期間から1億3千5百万円増加し、5千1百万円の利益計上となりまし

た。

⑤経常利益

　経常利益は前中間連結会計期間から11億1千8百万円減少し、9億1千万円（前中間連結会計期間比55.1%減）となりま

した。

⑥特別利益

　特別利益は前中間連結会計期間の26億1千8百万円に対し、当中間連結会計期間は21億6千3百万円となりました。当

中間連結会計期間は関係会社株式売却益12億7千3百万円および固定資産売却益8億5千9百万円を計上しております。

　また、前中間連結会計期間は固定資産売却益26億1千5百万円を計上しております。

⑦特別損失

　特別損失は前中間連結会計期間から14億6千2百万円増加し、16億1千6百万円となりました。当中間連結会計期間は

工場閉鎖損失9億6千1百万円および味の素株式会社との経営統合費用3億6千9百万円を計上しております。

⑧中間（当期）純利益

　中間（当期）純利益は前中間連結会計期間の25億2千万円に対し、当中間連結会計期間は58.8%減の10億3千9百万円

となりました。これにより当中間連結会計期間の1株あたり中間（当期）純利益は14円06銭となりました。
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(3)セグメント別の概況

［飲料・健康機能性食品セグメント］

　飲料・健康機能性食品セグメントの売上高は495億6千7百万円（前中間連結会計期間比4.1％減）、営業利益は2億

8千万円（同80.6％減）となりました。主力商品「カルピスウォーター」を中心とした乳性ストレート飲料やナチュラ

ルミネラルウォーター「evian（エビアン）」が大幅に売上を伸ばしましたが、「ほっとレモン」など冬用ホット飲料

が苦戦し、売上高は前中間連結会計期間を下回りました。

［食品その他セグメント］

　食品その他セグメントの売上高は64億8千5百万円（前中間連結会計期間比8.9％増）、営業利益は4億9千8百万円（同

　11.9％減）となりました。

 

(4)主な事業別の概況

   主な事業別の売上高等の状況は次のとおりであります。

［飲料（止渇型・嗜好型）・食品事業］

　飲料（止渇型・嗜好型）・食品事業の売上高は、522億2千3百万円（前中間連結会計期間比1.0％減）となりまし

た。

①コンク飲料

　コンク飲料部門の売上高は、91億2千3百万円（同8.1％減）となりました。

　主力商品「カルピス」は、前期に引続き「カルピス」ステーションなど販促活動に努めると共に、当期より乳酸菌

飲料としての健康価値を訴求した新たなプロモーションを展開することで一定の評価を得ることができましたが、売

上は前中間連結会計期間を下回りました。「カルピス」の健康価値訴求は、下期も継続して行うことで市場への定着

を図ってまいります。

　“「カルピス」フルーツ”は、“「カルピス」スイートスイーツマンゴー”などの期間限定品が好調に推移したも

のの、“「カルピス」フルーツみかん”などの通年品が苦戦し、売上は前中間連結会計期間を下回りました。

また、“飲むりんご酢＆「カルピス」”や、ギフト商品“THE VINEGARS(ザ・ビネガーズ)”は、取扱店率も向上し市

場へも定着しつつありますが、売上は前中間連結会計期間をやや下回りました。

②乳性ストレート飲料

　乳性ストレート飲料部門の売上高は、215億6千7百万円（同1.4％増）となりました。

　「カルピスウォーター」「カルピスソーダ」を中心とした乳性ストレート飲料は、前中間連結会計期間に引続き、

人気女優“長澤まさみ”を起用したTVCMなど積極的な広告展開を行うと共に、景品付きキャンペーンを実施した結果、

売上は大幅に伸長しました。

　また、「カルピスサワー」を中心とした低アルコール飲料は、前中間連結会計期間をやや下回りました。

③その他ストレート飲料

　その他ストレート飲料部門の売上高は、167億1千4百万円（同2.6％減）となりました。

　ナチュラルミネラルウォーター「evian(エビアン)」、果汁飲料「Welch's(ウェルチ)」などの国際ブランド商品に

つきましては、順調に売上を伸ばしました。特に「evian(エビアン)」については、ミネラルバランスを訴求したTVCM

など積極的なプロモーションが功を奏し、大幅に伸長しました。

　しかし記録的な暖冬により、「ほっとレモン」をはじめとする冬用ホット飲料の売上は前中間連結会計期間を大幅

に下回りました。

④食品

　食品部門の売上高は、バター、クリームの売上増により乳製品が増収となり48億1千8百万円（同9.4％増）となりま

した。

［健康機能性飲料・食品事業］

　健康機能性飲料・食品事業の売上高は、競合の激化などに加え、平成18年9月にチルド飲料の販売を中止したことが

影響し、21億6千2百万円（前中間連結会計期間比34.8％減）となりました。

　血圧調整作用を有する「カルピス酸乳/アミールＳ」(特定保健用食品)は、新製品の「アミールＳ」1Lサイズの発売

や積極的なプロモーション活動により、前中間連結会計期間を上回りました。

　血糖値上昇抑制作用を有する「健茶王」(特定保健用食品）は、“生活習慣飲料”を切り口に「アミールＳ」と連動

したプロモーションを展開するなど拡販に努めましたが、特定保健用食品健康茶の競合状況が激化し、前中間連結会

計期間を下回りました。

　また、乳酸菌「Ｌ－92」菌を活用した「インターバランスＬ－92」は、消費者の飲食品での花粉症対処意識が低下

したことと、それにあわせた売場縮小により、売上は前中間連結会計期間を大幅に下回りました。
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［微生物活用事業］

　微生物活用事業の売上高は、9億2千3百万円（前中間連結会計期間比28.1％増）となりました。

　「カルスポリン」を中心とした畜産用生菌剤につきましては、前期より開始した世界最大手の食肉加工メーカーで

あるタイソン・フーズ社との取引が順調に推移すると共に、国内でも新規取引が開始するなど売上を拡大しました。

 

［その他事業］

　不動産賃貸収入をはじめとするその他事業の売上高は、7億2千9百万円（前中間連結会計期間比12.4％減）となりま

した。

　海外事業につきましては、アジアでは、タイにおいて前期に引続き缶コーヒー“Birdy”が着実に伸長し、売上に貢

献しました。インドネシアでは「『CALPICO』mini」が市場のニーズにマッチし、順調に推移しています。台湾におい

ては、コンク飲料について家庭用だけでなく業務用チャネルへの拡大が功を奏し、極めて好調に推移しました。　　

　また、ベトナムホーチミン市に駐在員事務所を開設し、缶コーヒー2品種のテスト販売を開始しました。

米国においては、健康・機能性食品「ameal bp(アミールビーピー)」の大手ドラッグストアチェーンへの導入が決定

し、下期からの売上増が期待されます。

 

 　事業別売上高の明細表は、以下の通りであります。 

 　 

事業の

種　類
売上部門別名称

前中間連結会計期間

（自　平成18年１月１日

至　平成18年６月30日）

当中間連結会計期間

（自　平成19年１月１日

至　平成19年６月30日）

増減

（百万円）

前連結会計年度

（自　平成18年１月１日

至　平成18年12月31日）

 
金額 

（百万円）

構成比 

（％） 

金額 

（百万円）

構成比 

（％） 

金額 

（百万円）

構成比 

（％） 

 コンク飲料 9,927 17.2 9,123 16.3 △804 20,319 16.9

 乳性ストレート飲料 21,263 36.9 21,567 38.5 303 45,184 37.5

 その他ストレート飲料 17,163 29.8 16,714 29.8 △449 37,209 30.9

 (ストレート飲料小計) (38,427) (66.7) (38,282) (68.3) (△145) (82,393) (68.4)

 食品 4,403 7.6 4,818 8.6 414 8,866 7.4

 飲料(止渇型・嗜好型)・食品事業計 52,758 91.5 52,223 93.2 △535 111,580 92.7

 健康機能性飲料・食品事業 3,315 5.8 2,162 3.9 △1,153 5,550 4.6

 微生物活用事業 720 1.3 923 1.6 202 1,570 1.3

 その他 832 1.4 729 1.3 △103 1,744 1.4

 合計 57,627 100.0 56,038 100.0 △1,589 120,445 100.0

 注）平成18年9月にチルド飲料の販売を中止した影響額は、上記増減のうち、乳性ストレート飲料△210百万円、健康機能

性飲料・食品事業△639百万円、その他△26百万円、合計875百万円であります。

(5)当期の見通し

　下半期以降の日本経済につきましても、引き続き穏やかな景気の拡大が継続すると思われます。しかし原油高騰な

どの原材料価格上昇による企業業績への影響は今後も懸念されると共に、個人消費につきましても大幅な改善は見込

めない状況にあり、依然として厳しい企業環境が継続するものと思われます。

　このような状況のもと、当社グループでは、更なる成長と発展に向け、前期に引続き、健康機能性飲料・食品事業

の基盤確立、時代の変化に合わせた乳性飲料の再強化、海外事業の積極的かつスピーディーな展開を協力に推進して

まいります。

　また、当社は、平成19年10月1日より味の素株式会社の完全子会社となることが予定されており、本完全子会社化に

よる味の素株式会社とのシナジーの早期実現に向け、直ちに両社によるシナジー検討委員会を発足し、具体的な検討

を開始する所存です。

　以上により、平成19年12月期の見通しにつきましては、売上高は1,265億円（前連結会計年度比5.0％増）、営業利

益54億円（同0.7％増）、経常利益55億円（同1.4％増）、当期純利益42億円（同11.1％減）を見込んでおります。

　なお、上記の見通しは、本資料の発表日において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今

後のさまざまな要因によって変動する場合があります。
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２）財政状態に関する分析

 

 (1)キャッシュフローの状況

 　当中間連結会計期間の連結キャッシュ・フローの状況は以下の通りであります。

前中間連結会計期間

（自　平成18年１月１日

至　平成18年６月30日）

当中間連結会計期間

（自　平成19年１月１日

至　平成19年６月30日）

増減

（百万円）

前連結会計年度

（自　平成18年１月１日

至　平成18年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

（百万円）
△5,742 △2,459 3,283 4,564

投資活動によるキャッシュ・フロー

（百万円）
△4,206 1,822 6,028 △956

財務活動によるキャッシュ・フロー

（百万円）
△887 △814 73 △1,337

現金及び現金同等物に係る換算差額

（百万円）
4 7 3 30

現金及び現金同等物の増減

（百万円）
△10,832 △1,443 9,388 2,301

現金及び現金同等物の期末残高　

（百万円）
17,294 28,984 11,690 30,427

　営業活動によるキャッシュ・フローは、前中間連結会計期間に比べ、32億8千3百万円増加し、24億5千9百万円の支

出となりました。

　営業キャッシュ・フローが増加した主な要因は、当中間連結会計期間の末日が銀行休業日であったため、仕入債務

が未決済となったことによるものです。

　投資活動によるキャッシュ・フローは、固定資産の売却による収入24億8千2百万円、投資有価証券等売却による収

入9億１千5百万円、固定資産の取得による支出14億9千1百万円などの差し引きの結果、18億2千2百万円の収入となり

ました。

　財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払の支払などにより8億1千4百万円の支出となりました。

　以上の結果、当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末残高に比べ14億4千3

百万円減少し、289億8千4百万円となりました。

 (2)キャッシュフロー指標のトレンド

前中間連結会計期間

（自　平成18年１月１日

至　平成18年６月30日）

当中間連結会計期間

（自　平成19年１月１日

至　平成19年６月30日）

（参考）前連結会計年度

（自　平成18年１月１日

至　平成18年12月31日）

自己資本比率（％） 58.1 56.5 58.0

時価ベースの自己資本比率（％） 80.9 97.3 74.9

キャッシュ・フロー対有利子負債比率 － － 0.5

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） － － 123.9

（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

　　　＊株式時価総額：期末株価終値×期末発行株式数（自己株式控除後）

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い

※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。

※営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書のうち営業活動によるキャッシュ・フローを使用し

　　ております。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息支払額を使用しております。

※前中間連結会計期間および当中間連結会計期間につきましては、営業キャッシュ・フローがマイナスのため、

キャッシュ・フロー対有利子負債比率およびインタレスト・カバレッジ・レシオの表示はしておりません。
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３）利益配分に関する基本方針及び当期の配当

　当社は、平成19年10月1日より味の素株式会社の完全子会社となることが予定されております。今後は、味の素グ

ループの基本方針に則り、グループ全体の企業価値向上に貢献できるよう利益配分を行っていきます。

　また、当社は、平成19年8月29日開催予定の臨時株主総会（株式交換承認株主総会）において、本株式交換にかかる

株式交換契約が承認されることを条件として、本株式交換効力発生日前日（平成19年9月30日）の最終の株主名簿に記

載または記録された株主または登録株式質権者に対し、1株当たり3.5円の剰余金の配当（平成18年12月期決算短信に

記載の平成19年12月期 1株当たり期末配当金（予想）の2分の1に相当する金額）を行う旨の議案を上程する予定です。

なお、平成19年6月30日を基準日とする中間配当は同決算短信に記載の1株当たり中間配当金（予想）7.0円を実施いた

します。 

４）事業等のリスク

 　当社グループの業績および財政状態に影響を及ぼす可能性のあるリスクには、主に以下のようなものがありま

す。

　なお、文中における将来に関する事項は、本資料の発表日において入手可能な情報に基づき、当社グループが判断

したものであります。

 

(1)国内市場環境

　当社グループでは、市場の動向を把握しつつ、グループの固有技術やノウハウを活用し、お客様のニーズにあった

商品の提供に努めております。

　しかしながら、当社グループの売上高の大部分を占める日本国内の景気が悪化し、個人消費が著しく低迷した場合、

あるいは飲料業界における競争激化が一層厳しさを増し、商品開発やマーケティング施策が十分な成果をあげられな

かった場合には、当社グループの業績および財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

(2)海外情勢

　当社グループは、米国、欧州、アジアなど、海外におきましても事業を展開しております。また、日本国内で独占

販売しているミネラルウォーター「evian（エビアン）」は、すべてフランスから輸入しております。

　このため、海外の関連地域における政治や経済動向の変化、個人消費動向の変化、紛争・テロ、感染症の流行、大

規模な自然災害などの事象が生じた場合には、当社グループの業績および財政状態に影響を及ぼす可能性がありま

す。

(3)食の安全性

　当社グループは、製品の設計段階から関連部門による「製品審査」を行い、製品化を決定するとともに、製造段階

では、国際的に認められている管理基準を取得し、詳細な自主基準により製品の安全性と品質の確保に万全を期して

おります。

　食の安全性がますます強く求められる中、このような取り組みの範囲を超えた重大な品質トラブルが発生した場合、

当社グループの評価が低下し、売上高の減少や多額のコスト発生などにより、業績および財政状態に影響を及ぼす可

能性があります。

(4)自然災害

　当社グループの製品の大半は、自社工場である相模工場（神奈川県相模原市）、岡山工場（岡山県総社市）、群馬

工場（群馬県館林市）において製造しており、コスト競争力強化のため、これら自社工場の稼働率向上に積極的に取

り組んでおります。また、生産ラインの中断による供給不能リスクを回避するため、大部分の製品は二ヵ所以上の工

場で製造できるように製造ラインを設置しております。しかしながら、これらの地域において、大規模な地震などの

事象が発生した場合、製品の生産能力が著しく低下し、当社グループの業績および財政状態に影響を及ぼす可能性が

あります。

(5)天候

　当社グループの主力事業である飲料事業は、夏季の天候の影響を受ける可能性があり、冷夏や長雨などの天候不良

が当社グループの業績および財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

(6)情報管理

　当社グループは、キャンペーンなどを通じてお客様の個人情報を相当数保有しております。当社グループでは、お

客様の個人情報を尊重し、適切に管理するために、「個人情報保護委員会」を設置し、従業員に対する啓発活動を行

うなど責任体制の強化に努めております。

　しかしながら、将来において情報漏えいなどの予期し得ない事象が発生した場合、当社グループの信用低下により、

業績および財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
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(7)法的規制

　当社グループは、事業を展開する各国において様々な法的規制を受けております。

　国内の事業におきましては、食品安全基本法をはじめ食品衛生法、製造物責任法（ＰＬ法）、薬事法、酒税法、環

境・リサイクル関連法規、不当景品類及び不当表示防止法（景品表示法）などの規制を受けております。また、海外

事業に関しましても、関税や輸出入規制、当該国の法的規制を受けております。

　当社グループではコンプライアンス経営推進のもとに、これらの法的規制の順守に努めておりますが、将来これら

の規制を順守できなかった場合、あるいは規制の強化・変更、予測し得ない新たな規制の設定などがあった場合、当

社グループの業績および財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

(8)為替レートの変動

　当社グループにおける海外関係会社は、現地通貨ベースで財務諸表を作成しており、円貨換算時の為替レートが当

社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

　また、原材料の調達などの海外取引の決済についても調達先の現地通貨で行っているものがあり、為替レートの変

動が当社グループのコストを押し上げ、業績および財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

(9)原材料の調達

　当社グループの製品コストにおいて、原材料価格は重要な割合を占めております。従いまして、缶やペットボトル

などの包材あるいは牛乳や砂糖などの原料の調達につきましては、低コストかつ安定的な調達に努めております。

　しかしながら、原材料価格の高騰あるいは飲料業界における急激な需要の変化などによって、原材料の調達が困難

になり、コストの上昇あるいは機会損失などが生じ、当社グループの業績および財政状態に影響を及ぼす可能性があ

ります。

(10)特定得意先への依存

　当社は、総販売実勢の約７割を味の素株式会社に依存しております。同社は、当社株式の全議決権の２６．７％を

有する当社の「その他の関係会社」であり、当社とは当社製品（酒類を除く）の総発売元契約を締結しております。

　現時点では、同社と当社の関係は極めて良好でありますが、将来的に同社との契約条件が変更となった場合あるい

は契約が解除となった場合には、当社の業績および財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
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２．企業集団の状況
　事業系統図は次のとおりです。

 
消   費   者 

《連結子会社》 
台灣可爾必思股有限公司 
カルピスＵＳＡ㈱ 

《持分法適用関連会社》 
味の素カルピスビバレッジインドネシア㈱ 
タイ味の素カルピスビバレッジ㈱ 

製 造 販 売 

《連結子会社》 
カルピスベンディングサービス㈱ 

販 売 業 務 

《連結子会社》 
カルピスビバレッジ㈱（東京） 
カルピスビバレッジ㈱（阪名） 
カルピスビバレッジ㈱（西日本） 
沖縄カルピス販売㈱ 

販 売 業 務 

《連結子会社》 
カルピスＵＳＡ㈱ 

販 売 業 務 

《連結子会社》 
カルピスフーズサービス㈱ 
沖縄カルピス販売㈱ 

販 売 業 務 

《連結子会社》 
カルピスビバレッジ㈱（本社） 

販 売 業 務 

《その他の関係会社》  味  の  素  ㈱ 

国内総発売元（酒類除く） 

《連結子会社》 
カルピス伊藤忠ミネラルウォーター㈱ 

輸入・販売業務 

カ ル ピ ス 株 式 会 社 

《連結子会社》 
カルピスビジネスサポート㈱ 

サービス業務 

《連結子会社》 
カルピス物流サービス㈱ 

物 流 業 務 

《連結子会社》 
カルピスフーズサービス㈱ 

乳製品販売 

《連結子会社》 
ＣＡエステート㈱ 

不動産業務 

：原材料の仕入・役務の提供 

：商品の販売 
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３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

 当社グループは「『魅力と価値のある商品や技術』を提供して、“心とからだの健康”に役立ち、社会に貢献できる

企業を目指す」ことを企業理念として、事業活動を展開しております。また、メーカーの原点である製品の品質・安

全性の確保をはじめ、環境経営の推進などCSR（企業の社会的責任）への対応にも積極的に取り組んでいく所存です。

(2）目標とする経営指標

 当社グループでは、2007年度売上高1,265億円、経常利益55億円、当期純利益42億円の実現を目指し、「乳性飲料事

業」、「健康機能性飲料・食品事業」、「海外事業」の3事業を重点事業領域と位置づけ、売上高の拡大を図ってまい

ります。 

(3）会社の対処すべき課題

　当社は、平成19年10月1日より味の素株式会社の完全子会社となることが予定されております。

　近年両社の属する食品業界を取り巻く経営環境は、国内外とも大きく変化しており、従来にも増して消費者へ付加

価値の高い製品・サービスを提供することが求められています。

　こうした環境の下、味の素㈱は、グループの中長期経営計画「A-dvance10」において、健康事業を成長の柱の一つ

に掲げています。当社は、完全子会社化を通じて、当社が持つ健康イメージのあるブランド、飲料事業基盤および乳

酸菌・微生物活用技術により、更なる味の素グループの健康事業の拡大に貢献していきます。

　また、当社は、「乳性飲料」と「健康機能性飲料・食品」のグローバルな展開による付加価値型企業の実現を目標

に、企業価値の向上を目指しています。こうした中、味の素㈱との資本関係強化によって、味の素㈱の事業基盤をこ

れまで以上に活用することが可能となり、当社の更なる成長に資すると考えています。

　両社は長年の信頼関係を背景として、今回の株式交換により、長期ビジョン・戦略の共有化を行い経営の意思決定

をスピードアップするとともに、効果的に両社の経営資源を戦略分野に投入していくことが可能になります。さらに

両社は、アミノ酸・乳酸菌等微生物活用技術およびその他経営資源を統合・活用していくことで健康価値のある製品・

サービスの提供を拡大、加速していきます。また、広く海外への展開も視野に入れ、お客様の“食”と“健康”に貢

献する企業グループを目指します。

　なお、本株式交換により、両社は以下のようなシナジーを想定しています。

  ①健康・機能性分野での協業

　②海外事業での協業

　③研究開発

　④「カルピス」ブランドの活用

　⑤カルピス㈱既存事業の強化

　⑥統合による共通経費削減

これらのシナジーの早期実現に向け、直ちに両社によるシナジー検討委員会を発足し、具体的な検討を開始します。 

(4）その他、会社の経営上重要な事項

　前述の通り、当社は平成19年10月1日を期して、株式交換により味の素株式会社の完全子会社となることを決定し、

株式交換契約を締結しております。

　本株式交換により当社は、効力発生日である平成19年10月1日をもって味の素株式会社の完全子会社となり、これに

先立ち当社株式は取引所の規制により平成19年9月25日に上場廃止となる予定です。

　詳細につきましては、平成19年6月11日開示の「味の素株式会社の株式交換によるカルピス株式会社の完全子会社化

に関するお知らせ」をご覧下さい。
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４．中間連結財務諸表
(1) 中間連結貸借対照表

前中間連結会計期間末
（平成18年６月30日）

当中間連結会計期間末
（平成19年６月30日）

対前中間
期比

前連結会計年度の
要約貸借対照表

（平成18年12月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

金額（百万円）
構成比
（％）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

1.現金及び預金 12,314 18,992 6,678 20,444

2.受取手形及び売掛金  ※ 27,517 27,566 48 24,673

3.有価証券 9,998 9,993 △4 9,995

4.たな卸資産 5,281 6,626 1,345 3,385

5.繰延税金資産 1,105 1,254 149 1,420

6.その他 2,124 2,365 240 2,016

7.貸倒引当金 △58 △33 24 △63

流動資産合計 58,282 61.8 66,765 66.1 8,482 61,871 63.4

Ⅱ　固定資産

1.有形固定資産

(1)建物及び構築物 27,546 25,480 27,695

減価償却累計額 △14,730 12,815 △14,768 10,711 △2,103 △15,174 12,520

(2)機械装置及び運搬具 31,627 30,891 30,399

減価償却累計額 △25,300 6,327 △25,162 5,729 △597 △24,158 6,241

(3)工具器具備品 3,092 2,915 2,893

減価償却累計額 △2,351 740 △2,251 663 △77 △2,170 723

(4)土地 5,509 5,421 △88 5,509

(5)建設仮勘定 0 110 109 47

25,393 26.9 22,635 22.4 △2,757 25,042 25.7

2.無形固定資産 1,237 1.3 1,692 1.7 454 1,455 1.5

3.投資その他の資産

(1)投資有価証券 8,203 8,303 7,890

(2)繰延税金資産 105 265 111

(3)その他 1,072 9,381 10.0 1,364 9,933 9.8 552 1,153 9,155 9.4

固定資産合計 36,012 38.2 34,261 33.9 △1,750 35,653 36.6

資産合計 94,295 100.0 101,026 100.0 6,731 97,525 100.0

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

1.買掛金 16,237 20,753 4,516 18,404

2.短期借入金 2,440 2,440 － 2,440

3.未払金 11,250 12,683 1,432 10,333

4.未払法人税等 1,054 663 △391 1,629

5.賞与引当金 610 631 21 644

6.役員賞与引当金 31 35 3 70

7.その他 1,250 1,511 261 1,289

流動負債合計 32,874 34.9 38,717 38.3 5,843 34,811 35.7
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前中間連結会計期間末
（平成18年６月30日）

当中間連結会計期間末
（平成19年６月30日）

対前中間
期比

前連結会計年度の
要約貸借対照表

（平成18年12月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

金額（百万円）
構成比
（％）

Ⅱ　固定負債

1.退職給付引当金 2,552 1,837 △715 2,114

2.役員退職慰労引当金 470 305 △165 521

3.持分法適用に伴う負債 406 － △406 437

4.繰延税金負債 2,946 2,730 △215 2,765

5.その他 282 327 45 299

固定負債合計 6,659 7.0 5,201 5.2 △1,457 6,138 6.3

負債合計 39,533 41.9 43,919 43.5 4,385 40,950 42.0

（純資産の部）

Ⅰ　株主資本         

  1.資本金  13,056 13.9 13,056 12.9 － 13,056 13.4

  2.資本剰余金  9,898 10.5 9,898 9.8 0 9,898 10.1

  3.利益剰余金  32,915 34.9 34,903 34.6 1,987 34,677 35.6

  4.自己株式  △2,728 △2.9 △2,740 △2.7 △12 △2,735 △2.8

株主資本合計  53,142 56.4 55,118 54.6 1,976 54,898 56.3

Ⅱ　評価・換算差額等         

　1.その他有価証券評価差額
金

 2,317 2.4 2,391 2.3 74 2,234 2.3

　2.為替換算調整勘定  △698 △0.7 △407 △0.4 290 △557 △0.6

評価・換算差額等合計  1,619 1.7 1,984 1.9 364 1,676 1.7

Ⅲ　少数株主持分  － － 5 0.0 5 － －

純資産合計  54,761 58.1 57,107 56.5 2,346 56,575 58.0

負債・純資産合計  94,295 100.0 101,026 100.0 6,731 97,525 100.0
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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18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

対前中間
期比

前連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

増減
(百万円)

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 57,627 100.0 56,038 100.0 △1,589 120,445 100.0

Ⅱ　売上原価 28,948 50.2 28,073 50.1 △875 60,131 49.9

売上総利益 28,679 49.8 27,964 49.9 △714 60,314 50.1

Ⅲ　販売費及び一般管理費

1.拡売費 13,174 13,018 28,000

2.運送費・保管料 2,651 2,654 5,434

3.広告費 1,594 1,788 2,464

4.給与手当
※１
※２

4,718 4,835 9,492

5.旅費交通費 282 288 613

6.賃借料 1,442 1,446 2,813

7.研究開発費 656 711 1,538

8.その他 ※３ 2,149 26,670 46.3 2,441 27,185 48.5 515 4,595 54,952 45.6

営業利益 2,008 3.5 779 1.4 △1,229 5,361 4.5

Ⅳ　営業外収益

1.受取利息 5 49 29

2.受取配当金 54 63 83

3.持分法による投資利益 － 51 －

4.為替差益 － 10 8

5.雑収入 80 141 0.2 80 254 0.5 113 104 225 0.1

Ⅴ　営業外費用

1.支払利息 18 21 37

2.為替差損 14 － －

3.持分法による投資損失 84 － 109

4.たな卸資産廃棄損 － 92 －

5.雑損失 3 120 0.2 8 123 0.3 2 13 160 0.1

経常利益 2,029 3.5 910 1.6 △1,118 5,426 4.5

Ⅵ　特別利益

1.固定資産売却益 ※４ 2,615 859 2,615

2.投資有価証券売却益 － － 212

3.関係会社株式売却益 － 1,273 －

4.貸倒引当金戻入益 3 2,618 4.6 30 2,163 3.9 △454 － 2,827 2.3

Ⅶ　特別損失

1.固定資産売却損 ※５ 0 13 1

2.固定資産除却損 ※６ 141 235 271

3.投資有価証券評価損 12 37 12

4.事業撤退損 ※７ － － 90

5.工場閉鎖損失 ※８ － 961 －

6.統合費用 ※９ － 154 0.3 369 1,616 2.9 1,462 － 376 0.3

税金等調整前中間（当期）純
利益

4,493 7.8 1,458 2.6 △3,035 7,878 6.5

法人税、住民税及び事業税 930 544 2,359

法人税等調整額 1,042 △131 792

少数株主利益 － 1,972 3.4 5 418 0.7 △1,554 － 3,152 2.6

中間（当期）純利益 2,520 4.4 1,039 1.9 △1,481 4,726 3.9
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(3) 中間連結株主資本等変動計算書

前中間連結会計期間（自平成18年1月1日　至平成18年6月30日）

株主資本 評価・換算差額等

少数株主
持分

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

為替換算
調整勘定

評価・換
算差額等
合計

平成17年12月31日　残高

（百万円）
13,056 9,897 31,345 △2,727 51,572 2,887 △739 2,148 － 53,721

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当

（百万円）
  △887  △887     △887

役員賞与の支給

（百万円）
  △63  △63     △63

中間純利益

（百万円）
  2,520  2,520     2,520

自己株式の処分

（百万円）
 0  0 1     1

自己株式の取得

（百万円）
   △2 △2     △2

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）

（百万円）

     △570 41 △529  △529

中間連結会計期間中の変動額

合計

（百万円）

－ 0 1,570 △1 1,569 △570 41 △529 － 1,040

平成18年6月30日　残高

（百万円）
13,056 9,898 32,915 △2,728 53,142 2,317 △698 1,619 － 54,761

当中間連結会計期間（自平成19年1月1日　至平成19年6月30日）

株主資本 評価・換算差額等

少数株主
持分

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

為替換算
調整勘定

評価・換
算差額等
合計

平成18年12月31日　残高

（百万円）
13,056 9,898 34,677 △2,735 54,898 2,234 △557 1,676 － 56,575

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当

（百万円）
  △813  △813     △813

中間純利益

（百万円）
  1,039  1,039     1,039

自己株式の取得

（百万円）
   △5 △5     △5

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）

（百万円）

     157 150 307 5 312

中間連結会計期間中の変動額

合計

（百万円）

－ － 225 △5 219 157 150 307 5 532

平成19年6月30日　残高

（百万円）
13,056 9,898 34,903 △2,740 55,118 2,391 △407 1,984 5 57,107
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前連結会計年度の連結株主資本等変動計算書（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

少数株主
持分

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

為替換算
調整勘定

評価・換
算差額等
合計

平成17年12月31日　残高

（百万円）
13,056 9,897 31,345 △2,727 51,572 2,887 △739 2,148 － 53,721

連結会計年度中の変動額

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

当期純利益

（百万円）
  4,726  4,726     4,726

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連結会

計年度中の変動額（純額）

（百万円）

     △653 181 △471  △471

連結会計年度中の変動額

合計

（百万円）

－ 0 3,332 △7 3,325 △653 181 △471 － 2,853

平成18年12月31日　残高

（百万円）
13,056 9,898 34,677 △2,735 54,898 2,234 △557 1,676 － 56,575
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(4) 中間連結キャッシュ・フロー計算書

前中間連結会計期間
（自 平成18年１月１日
至 平成18年６月30日）

当中間連結会計期間
（自 平成19年１月１日
至 平成19年６月30日）

対前中間期比
前連結会計年度

（自 平成18年１月１日
至 平成18年12月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）
増減

(百万円)
金額（百万円）

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 4,493 1,458 △3,035 7,878

減価償却費 1,290 1,322 31 2,692

工場閉鎖損失 － 961 961 －

統合費用 － 369 369 －

持分法による投資損益
（△：利益）

84 △51 △135 109

賞与引当金の増減額
（△：減少額）

△20 △12 8 13

役員賞与引当金の増減額
（△：減少額）

31 △35 △66 70

退職給付引当金の増減額
（△：減少額）

△415 △277 137 △852

役員退職慰労引当金の増減額
(△:減少額)

50 △215 △266 101

貸倒引当金の増減額
（△：減少額）

△3 △29 △26 2

受取利息及び受取配当金 △60 △112 △52 △112

支払利息 18 21 3 37

投資有価証券等売却益 － △1,273 △1,273 △212

投資有価証券等評価損 12 37 25 12

為替差損益（△:差益） △5 △5 0 △29

固定資産売却益 △2,615 △859 1,755 △2,615

固定資産売却損・除却損 86 248 161 272

売上債権の増減額（△：増加額） △3,274 △2,893 381 △430

たな卸資産の増減額
（△：増加額）

△1,716 △3,240 △1,523 178

仕入債務の増減額（△：減少額） △2,255 2,348 4,604 △88

その他債権の増減額
（△：増加額）

△369 △558 △189 △338

その他債務の増減額
（△：減少額）

803 1,911 1,108 502

未払消費税等の増減額
（△：減少額）

△351 △127 224 △212

役員賞与の支払額 △63 － 63 △63

その他 △0 △49 △49 △67

小計 △4,280 △1,063 3,217 6,848

利息及び配当金の受取額 59 136 76 111

利息の支払額 △18 △21 △3 △36

法人税等支払額 △1,503 △1,511 △7 △2,358

営業活動によるキャッシュ・フロー △5,742 △2,459 3,283 4,564
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前中間連結会計期間
（自 平成18年１月１日
至 平成18年６月30日）

当中間連結会計期間
（自 平成19年１月１日
至 平成19年６月30日）

対前中間期比
前連結会計年度

（自 平成18年１月１日
至 平成18年12月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）
増減

(百万円)
金額（百万円）

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金等預入による支出 △8 △1 7 △12

定期預金等払戻による収入 18 10 △7 29

投資有価証券等取得による支出 △5,001 △93 4,907 △5,012

投資有価証券等売却による収入 － 915 915 5,327

短期貸付金の増減額（増加：△） 0 △0 △0 △0

固定資産の取得による支出 △1,848 △1,491 357 △3,919

固定資産の売却による収入 2,632 2,482 △149 2,632

その他 1 0 △0 △0

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,206 1,822 6,028 △956

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額 △887 △808 78 △1,331

自己株式取得による支出 △2 △5 △3 △8

その他 1 － △1 2

財務活動によるキャッシュ・フロー △887 △814 73 △1,337

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 4 7 3 30

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額 △10,832 △1,443 9,388 2,301

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 28,126 30,427 2,301 28,126

Ⅶ　現金及び現金同等物の中間期末
 （期末）残高

※ 17,294 28,984 11,690 30,427
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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

前中間連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

１．連結の範囲に関する事項 １．連結の範囲に関する事項 １．連結の範囲に関する事項

(1）連結子会社の数　　14社 (1）連結子会社の数　　13社 (1）連結子会社の数　　14社

　当中間連結財務諸表に含めた連

結子会社は次のとおりです。

カルピス物流サービス㈱

カルピスフーズサービス㈱

カルピスビジネスサポート㈱

カルピスビバレッジ㈱(東京)

東北カルピスビバレッジ㈱

カルピスビバレッジ㈱(西日本)

カルピスビバレッジ㈱(阪名)

沖縄カルピス販売㈱

台灣可爾必思股份有限公司

カルピス伊藤忠ミネラルウォー

ター㈱

カルピスビバレッジ㈱(本社)

カルピスＵＳＡ㈱

西武商事㈱

ＣＡエステート㈱

　ＣＡエステート㈱は平成18年２

月22日付で設立し、当中間連結会

計期間より連結の範囲に含めてお

ります。

　当中間連結財務諸表に含めた連

結子会社は次のとおりです。

カルピス物流サービス㈱

カルピスフーズサービス㈱

カルピスビジネスサポート㈱

カルピスビバレッジ㈱(東京)

カルピスビバレッジ㈱(西日本)

カルピスビバレッジ㈱(阪名)

沖縄カルピス販売㈱

台灣可爾必思股份有限公司

カルピス伊藤忠ミネラルウォー

ター㈱

カルピスビバレッジ㈱(本社)

カルピスＵＳＡ㈱

カルピスベンディングサービス㈱

ＣＡエステート㈱

　東北カルピスビバレッジ㈱は平

成19年５月25日付で清算結了し、

連結の範囲より除外しております。

　西武商事㈱は、平成19年１月１

日付でカルピスベンディングサー

ビス㈱に社名変更しました。

　当連結財務諸表に含めた連結子

会社は次のとおりです。

カルピス物流サービス㈱

カルピスフーズサービス㈱

カルピスビジネスサポート㈱

カルピスビバレッジ㈱(東京)

東北カルピスビバレッジ㈱

カルピスビバレッジ㈱(西日本)

カルピスビバレッジ㈱(阪名)

沖縄カルピス販売㈱

台灣可爾必思股份有限公司

カルピス伊藤忠ミネラルウォー

ター㈱

カルピスビバレッジ㈱(本社)

カルピスＵＳＡ㈱

西武商事㈱

ＣＡエステート㈱

　平成18年２月22日に設立したＣ

Ａエステート㈱を、当連結会計年

度より連結の範囲に含めておりま

す。

２．持分法の適用に関する事項 ２．持分法の適用に関する事項 ２．持分法の適用に関する事項

(1）関連会社であるカルピス味の素

ダノン㈱、味の素カルピスビバ

レッジインドネシア㈱、タイ味の

素カルピスビバレッジ㈱の３社に

ついて持分法を適用しております。

(1）関連会社である味の素カルピス

ビバレッジインドネシア㈱、タイ

味の素カルピスビバレッジ㈱の２

社について持分法を適用しており

ます。

　カルピス味の素ダノン㈱は株式

売却により当期首より持分法の適

用を除外しております。 

(1）関連会社であるカルピス味の素

ダノン㈱、味の素カルピスビバ

レッジインドネシア㈱、タイ味の

素カルピスビバレッジ㈱の３社に

ついて持分法を適用しております。

(2）持分法を適用していない関連会

社はパンピー食品㈱であります。

(2）持分法を適用していない関連会

社はありません。なお、パンピー

食品㈱は株式売却に伴い関連会社

から外れました。

 

(2）持分法を適用していない関連会

社はパンピー食品㈱であります。

 

(3）持分法を適用していない関連会

社１社は、中間連結純損益および

利益剰余金等に及ぼす影響が軽微

であり、かつ全体としても重要性

がないため、持分法を適用してお

りません。

(3）　

──────

(3）持分法を適用していない関連会

社１社は、当期純損益および利益

剰余金等に及ぼす影響が軽微であ

り、かつ全体としても重要性がな

いため、持分法を適用しておりま

せん。

(4）持分法適用会社のうち、中間決

算日が中間連結決算日と異なるタ

イ味の素カルピスビバレッジ㈱に

ついては、中間連結決算日現在で

実施した仮決算に基づく財務諸表

を利用しております。

(4）　　　　 同左

 

(4）持分法適用会社のうち、決算日

が連結決算日と異なるタイ味の素

カルピスビバレッジ（株）につい

ては、連結決算日現在で実施した

仮決算に基づく財務諸表を利用し

ております。
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前中間連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

３．連結子会社の中間決算日等に関す

る事項

　連結子会社の中間期の末日と中間

連結決算日は一致しております。

３．連結子会社の中間決算日等に関す

る事項

同左

３．連結子会社の事業年度等に関する

事項

　連結子会社の事業年度末日と連結

決算日は一致しております。

４．会計処理基準に関する事項 ４．会計処理基準に関する事項 ４．会計処理基準に関する事項

(1）重要な資産の評価基準および評

価方法

(1）重要な資産の評価基準および評

価方法

(1）重要な資産の評価基準および評

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。）

イ．有価証券

その他有価証券

・時価のあるもの

同左

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

・時価のないもの

移動平均法による原価法

ロ．たな卸資産

　主として総平均法による原価

法を採用しております。

ロ．たな卸資産

同左

ロ．たな卸資産

同左

(2）重要な減価償却資産の減価償却

の方法

(2）重要な減価償却資産の減価償却

の方法

(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

　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。

イ．有形固定資産

同左

イ．有形固定資産

同左

建物及び構築物 ３年～50年

機械装置及び運搬

具
２年～17年

建物及び構築物 ３年～50年 

機械装置及び運搬

具
４年～15年 

ロ．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。

ロ．無形固定資産

同左

ロ．無形固定資産

同左
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前中間連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

(3）重要な引当金の計上基準 (3）重要な引当金の計上基準 (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

に回収可能性を勘案し、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．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。

ロ．賞与引当金

同左

ロ．賞与引当金

同左

ハ．役員賞与引当金

　役員に対して支給する賞与の

支出に充てるため、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。

（会計方針の変更） 

  当中間連結会計期間より、

「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

常利益および税金等調整前中間

純利益は31百万円減少しており

ます。

　なお、セグメント情報に与え

る影響は、当該箇所に記載して

おります。

ハ．役員賞与引当金

　役員に対して支給する賞与の

支出に充てるため、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。

──────

ハ．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）

　当連結会計年度より、「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

および税金等調整前当期純利益

は70百万円減少しておりま

す。

　なお、セグメント情報に与え

る影響は、当該箇所に記載して

おります。
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前中間連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

ニ．退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるた

め、当中間連結会計期間末にお

ける退職給付債務および年金資

産の見込額に基づき、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。

　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

生の翌連結会計年度から費用処

理することとしております。

ニ．退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるた

め、当中間連結会計期間末にお

ける退職給付債務および年金資

産の見込額に基づき、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。

　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

生の翌連結会計年度から費用処

理することとしております。

　また、執行役員および理事に

ついては、退職金の支給にあて

るため、内規に基づく当中間連

結会計期間末の要支給額を計上

しております。

ニ．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

生の翌連結会計年度から費用処

理することとしております。

ホ．役員退職慰労引当金

　役員の退職金の支給にあてる

ため、内規に基づく当中間連結

会計期間末の要支給額を計上し

ております。

ホ．役員退職慰労引当金

同左

ホ．役員退職慰労引当金

　役員の退職金の支給にあてる

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。

(4）重要なリース取引の処理方法

同左

(4）重要なリース取引の処理方法

同左
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前中間連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

(5）その他中間連結財務諸表作成の

ための基本となる重要な事項

(5）その他中間連結財務諸表作成の

ための基本となる重要な事項

(5）その他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方法

　税抜方式を採用しております。

イ．消費税等の会計処理方法

同左

イ．消費税等の会計処理方法

同左

ロ．税額計算等における固定資産

圧縮積立金の取扱い

　税額および法人税等調整額は、

当連結会計年度において予定し

ている租税特別措置法の規定に

基づく固定資産圧縮積立金等の

積立および取崩を前提として、

当中間連結会計期間に係る金額

を計算しております。

ロ．税額計算等における固定資産

圧縮積立金の取扱い

同左

──────
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前中間連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

５．中間連結キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲

　中間連結キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲に含めた現金

及び現金同等物は、手許現金および

要求払預金のほか、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よ

り３ヵ月以内に償還期限が到来する

短期投資からなっております。

５．中間連結キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲

同左

５．連結キャッシュ・フロー計算書に

おける資金の範囲

　連結キャッシュ・フロー計算書に

おける資金の範囲に含めた現金及び

現金同等物は、手許現金および要求

払預金のほか、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より

３ヵ月以内に償還期限が到来する短

期投資からなっております。

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18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準

　　当中間連結会計期間より、

「貸借対照表の純資産の部の表

示に関する会計基準」（企業会

計基準第５号　平成17年12月９

日）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、純資産の部の合計

と同額であります。

　なお、中間連結財務諸表規則

の改正により、当中間連結会計

期間における中間連結貸借対照

表の純資産の部については、改

正後の中間連結財務諸表規則に

より作成しております。

 ────── 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56,575百万円であり

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。

 ────── 減価償却方法の変更

　　法人税法の改正に伴い、当中

間連結会計期間より平成19年４

月１日以降に取得した有形固定

資産について、改正後の法人税

に基づく減価償却の方法に変更

しております。　

　この変更に伴う営業利益、経

常利益、および税金等調整前中

間純利益に与える影響は軽微で

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18年６月30日）

当中間連結会計期間末
（平成19年６月30日）

前連結会計年度末
（平成18年12月31日）

────── ※１．中間連結会計期間末日満期手形

については手形交換日に入出金

の処理をする方法によっており

ます。当中間連結会計期間末日

が金融機関の休日であったため、

中間連結会計期間末日満期手形

が当中間連結会計期間末残高に

次のとおり含まれております。

※１．連結会計年度末日満期手形につ

いては手形交換日に入出金の処

理をする方法によっております。

当連結会計年度末日が金融機関

の休日であったため、連結会計

年度末日満期手形が当連結会計

年度末残高に次のとおり含まれ

ております。

受取手形 87百万円 受取手形 67百万円

　２．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。

　２．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。

　２．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。

22百万円 13百万円 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。

(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。

87百万円

(US$755,000)

107百万円

(US$865,000)

90百万円

(US$755,000)
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（中間連結損益計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

※１．このうちに退職給付費用42百万

円が含まれております。

※１．このうちに退職給付費用92百万

円が含まれております。

※１．このうちに退職給付費用87百万

円が含まれております。

※２．このうちに賞与引当金繰入額466

百万円が含まれております。

※２．このうちに賞与引当金繰入額479

百万円が含まれております。

※２．このうちに賞与引当金繰入額460

百万円が含まれております。

※３．このうちに減価償却費303百万

円が含まれております。

※３．このうちに減価償却費389百万

円が含まれております。

※３．このうちに減価償却費618百万

円が含まれております。

※４．固定資産売却益の内訳 ※４．固定資産売却益の内訳 ※４．固定資産売却益の内訳

土地 2,615百万円 建物及び構築物 398百万円

機械装置及び

運搬具
20百万円

器具備品 1百万円

土地 438百万円

土地 2,615百万円

※５．固定資産売却損の内訳 ※５．固定資産売却損の内訳 ※５．固定資産売却損の内訳

機械装置及び

運搬具
0百万円

機械装置及び

運搬具
13百万円

機械装置及び

運搬具
1百万円

※６．固定資産除却損の内訳 ※６．固定資産除却損の内訳 ※６．固定資産除却損の内訳

建物及び構築物 12百万円

機械装置及び

運搬具
121百万円

工具器具備品他 7百万円

建物及び構築物 155百万円

機械装置及び

運搬具
69百万円

工具器具備品他 9百万円

建物及び構築物 51百万円

機械装置及び

運搬具
160百万円

工具器具備品他 59百万円

────── ────── ※７．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。

チルド事業 64百万円

オリゴ糖素材事業 26百万円

計 90百万円

────── ※８．工場閉鎖損失は、相模工場生産

機能移転に伴い発生した固定資

産の臨時償却費であります。

──────

────── ※９．統合費用は、株式交換による味

の素㈱の完全子会社化に伴い発

生したものであります。

──────
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（中間連結株主資本等変動計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

１．発行済株式の種類および総数な

らびに自己株式の種類および株

式数に関する事項

１．発行済株式の種類および総数な

らびに自己株式の種類および株

式数に関する事項

１．発行済株式の種類および総数な

らびに自己株式の種類および株

式数に関する事項

発行済株式
の種類

自己株式の
種類

普通株式 普通株式

前連結会計年度
末株式数
（千株）

 78,750 4,797

当中間連結会計
期間増加株式数
（千株）

－ 2

当中間連結会計
期間減少株式数
（千株）

－ 1

当中間連結会計
期間末株式数
（千株）

 78,750 4,797

(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。

発行済株式
の種類

自己株式の
種類

普通株式 普通株式

前連結会計年度
末株式数
（千株）

 78,750   4,804 

当中間連結会計
期間増加株式数
（千株）

－ 5 

当中間連結会計
期間減少株式数
（千株）

－ － 

当中間連結会計
期間末株式数
（千株）

  78,750      4,809

(注)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。

発行済株式
の種類

自己株式の
種類

普通株式 普通株式

前連結会計年度
末株式数
（千株）

 78,750   4,797 

当中間連結会計
期間増加株式数
（千株）

－ 9 

当中間連結会計
期間減少株式数
（千株）

－  2

当中間連結会計
期間末株式数
（千株）

  78,750      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。

２．配当に関する事項

１）配当金支払額

　平成18年３月30日開催の第59回

定時株主総会において次のとおり

決議しております。

・普通株式の配当に関する事項

①配当金の総額　　　　　  887百万円

②１株当たりの配当額　　　　12.00円

③基準日　　　　　 平成17年12月31日

④効力発生日　　　 平成18年３月31日

２．配当に関する事項

１）配当金支払額

　平成19年３月29日開催の第60回

定時株主総会において次のとおり

決議しております。

・普通株式の配当に関する事項

①配当金の総額　　　　　  813 百万円

②１株当たりの配当額　　     11.00円

③基準日　　　　　 平成18年12月31日

④効力発生日　　　 平成19年３月30日
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前中間連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31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

発生日が当中間連結会計期間以

降となるもの

　平成18年７月31日開催の取締役

会において次のとおり決議してお

ります。

・普通株式の配当に関する事項

①配当金の総額　　　　　  443百万円

②配当の原資　　　　 　　利益剰余金

③１株当たりの配当額　　　　 6.00円

④基準日　　　　　 平成18年６月30日

⑤効力発生日　　　 平成18年９月21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

発生日が当中間連結会計期間以

降となるもの

　平成19年７月31日開催の取締役

会において次のとおり決議してお

ります。

(1)普通株式の配当に関する事項

①配当金の総額　　　　　 517 百万円

②配当の原資　　　　 　　利益剰余金

③１株当たりの配当額　　　  7.00円

④基準日　　　　　 平成19年６月30日

⑤効力発生日　　　 平成19年９月20日

(2)株式交換にかかる普通株式の配

当に関する事項

　当社は、平成19年８月29日開催

予定の臨時株主総会（株式交換承

認株主総会）において、本株式交

換にかかる株式交換契約が承認さ

れることを条件として、本株式交

換効力発生日前日（平成19年９月

30日）の最終の株主名簿に記載ま

たは記録された株主または登録株

式質権者に対し、1株当たり3.5円

の剰余金の配当（当中間決算短信

に記載の平成19年12月期１株当た

り期末配当金（予想）の２分の１

に相当する金額）を行う旨の議案

を上程する予定です。なお、平成

19年６月30日を基準日とする中間

配当は同決算短信に記載の１株当

たり中間配当金7.0円を実施いた

します。
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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18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31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

※　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

※　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） （平成19年６月30日現在） （平成18年12月31日現在）

（単位：百万円） （単位：百万円） （単位：百万円）

現金及び預金 12,314

有価証券 9,998

計 22,312

預入期間が３ヵ月を超

える定期預金
△18

償還期限が３ヵ月を超

える有価証券
△5,000

現金及び現金同等物 17,294

現金及び預金 18,992

有価証券 9,993

計 28,986

預入期間が３ヵ月を超

える定期預金
△2

現金及び現金同等物 28,984

現金及び預金 20,444

有価証券 9,995

計 30,439

預入期間が３ヵ月を超

える定期預金
△11

現金及び現金同等物 30,427
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（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

前中間連結会計期間（自　平成18年１月１日　至　平成18年６月30日）

飲料・健康
機能性食品
（百万円）

食品その他
（百万円）

計
（百万円）

消去又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

売上高

(1）外部顧客に対する売上高 51,670 5,957 57,627 － 57,627

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
－ － － (－) －

計 51,670 5,957 57,627 (－) 57,627

営業費用 50,227 5,391 55,619 (－) 55,619

営業利益 1,442 566 2,008 (－) 2,008

当中間連結会計期間（自　平成19年１月１日　至　平成19年６月30日）

飲料・健康
機能性食品
（百万円）

食品その他
（百万円）

計
（百万円）

消去又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

売上高

(1）外部顧客に対する売上高 49,567 6,470 56,038 － 56,038

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
－ 14 14 (△14) －

計 49,567 6,485 56,053 (△14) 56,038

営業費用 49,287 5,986 55,273 (△14) 55,259

営業利益 280 498 779 － 779

前連結会計年度（自　平成18年１月１日　至　平成18年12月31日）

飲料・健康
機能性食品
（百万円）

食品その他
（百万円）

計
（百万円）

消去又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

売上高

(1）外部顧客に対する売上高 108,264 12,181 120,445 － 120,445

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
－ － － (－) －

計 108,264 12,181 120,445 (－) 120,445

営業費用 103,908 11,175 115,084 (－) 115,084

営業利益 4,355 1,005 5,361 (－) 5,361

　（注）１）事業区分は、製品の種類・性質の類似性をもとに区分しております。
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２）当中間連結会計期間における各事業区分の主要製品

事業区分 主要製品

飲料・健

康機能性

食品

コンク飲料 「カルピス」、「カルピス」フルーツ”、“THE VINEGARS（ザ・ビネガーズ）”、

“飲むりんご酢＆「カルピス」”、“ほっとゆず・かりん”

「可爾必思（カルピス）」、等

乳性ストレート

飲料

「カルピスウォーター」、「カルピスソーダ」、「フルーツカルピス」、

「味わいフルーツオ・レ」、「カルピスサワー」、

「CALPIS/BARTIME（バータイム）」、「CALPICO」、

「可爾必思水語（カルピスウォーター）」、

「水果可爾必思苺（フルーツカルピス苺）」等

その他ストレー

ト飲料

「evian(エビアン)」、「Welch's(ウェルチ)」、「ほっとレモン」、

「Blendy／Café La Mode（ブレンディ／カフェ・ラ・モード）」、

茶類（緑茶、烏龍茶、紅茶　等）、「アミノバイタル」、“Birdy”等

健康機能性

飲料・食品

「健茶王」、「「カルピス酸乳／アミールＳ・120」、

「インターバランスＬ－92」、「ファインサポート」、

“「ameal(アミール)bp」カプセル”、“「ameal(アミール)bp」タブレット”、

「AmealPeptide(アミールペプチド)」等

食品

その他

食品 バター、クリーム等

その他 畜産用生菌剤「カルスポリン」、「ファインラクト」等

ｂ．所在地別セグメント情報

前中間連結会計期間（自　平成18年１月１日　至　平成18年６月30日）、当中間連結会計期間（自　平成19年

１月１日　至　平成19年６月30日）および前連結会計年度（自　平成18年１月１日　至　平成18年12月31日）

　本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、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（自　平成18年１月１日　至　平成18年６月30日）、当中間連結会計期間（自　平成19年

１月１日　至　平成19年６月30日）および前連結会計年度（自　平成18年１月１日　至　平成18年12月31日）

　海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の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18年１月１日
至　平成18年６月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日)

前連結会計年度
(自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日)

１株当たり純資産額       740円50銭         772円35銭 765円09銭

１株当たり中間（当期）純利益金額     34円08銭       14円06銭 63円91銭

潜在株式調整後

１株当たり中間（当期）純利益金額 　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、以下のとおりであります。

前中間連結会計期間
(自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日)

前連結会計年度
(自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日)

中間（当期）純利益（百万円） 2,520 1,039 4,726

普通株主に帰属しない金額（百万円） － － －

（うち利益処分による役員賞与金） (－) (－) (－)

普通株式に係る中間（当期）純利益

（百万円）
2,520 1,039 4,726

期中平均株式数（千株） 73,952 73,943 73,950
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（重要な後発事象）

前中間連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

　該当事項はありません。 同左 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し、譲渡い

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　　　1,010百万円

 (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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前中間連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

  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し、譲渡いたし

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      857百万円

 (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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（追加情報）

前中間連結会計期間
(自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日)

前連結会計年度
(自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日)

  当社は、平成19年６月11日開催の取締

役会において、平成19年10月１日にて、

下記の通り株式交換により味の素㈱の完

全子会社となることを決定し、株式交換

契約を締結いたしました。

　本株式交換により、当社株式は取引所

の規制により平成19年９月25日に上場廃

止となる予定です。

１.株式交換の要旨

1)株式交換の日程

　株式交換決議取締役会 

　　平成19年６月11日（月）

　株式交換契約締結  

　　平成19年６月11日（月）

　株主総会基準日

　  平成19年６月30日（土）

　株式交換承認株主総会

　  平成19年８月29日（水）（予定）

　株式売買最終日

　  平成19年９月21日（金）（予定）

　株券上場廃止日

　　平成19年９月25日（火）（予定）

　株式交換の効力発生日 

　　平成19年10月１日（月）（予定）

　株券交付日

　　 平成19年11月下旬（予定）

（注）本株式交換は、味の素㈱について

は、会社法第796条第３項の規定に基づき

簡易株式交換の手続きにより、株主総会

の承認を得ずに行う予定です。

2) 株式交換比率

 カルピス㈱の普通株式１株に対して、味

の素㈱の普通株式0.95株を割当て交付し

ます。但し、味の素㈱が有するカルピス

㈱の普通株式19,672,750株については、

本株式交換による株式の割当ては行いま

せん。
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前中間連結会計期間
(自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日)

前連結会計年度
(自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日)

２．株式交換により交付する株式数等

 味の素㈱は、効力発生日の前日の最終の

カルピス㈱の株主名簿（実質株主名簿を

含みます。）に記載または記録された株

主のうち味の素㈱を除く株主の有する当

社の普通株式数の合計数に0.95を乗じて

得た数の普通株式を交付します。なお、

当社は、平成19年９月30日に有する自己

株式の全部を同日付で消却する予定で

す。

　上記交付に係る株式のうち1,500,000株

を超えない数の株式については、味の素

㈱の有する自己株式を本株式交換による

株式の割当てに充当し、1,500,000株を超

える数の株式については、新たに普通株

式を発行して本株式交換による株式の割

当てに充当します。

なお、本株式交換により当社の株主に交

付しなければならない味の素㈱の普通株

式の数に１株に満たない端数が生じた場

合には、会社法第234条の規定に従い、当

該株主に対しては金銭の交付が行われる

ことになります。

 ３．剰余金の配当

  当社は、平成19年８月29日開催予定の

臨時株主総会（株式交換承認株主総会）

において、本株式交換にかかる株式交換

契約が承認されることを条件として、本

株式交換効力発生日前日（平成19年９月

30日）の最終の株主名簿に記載または記

録された株主または登録株式質権者に対

し、１株当たり3.5円の剰余金の配当（当

中間決算短信に記載の平成19年12月期１

株当たり期末配当金（予想）の２分の１

に相当する金額）を行う旨の議案を上程

する予定です。なお、平成19年６月30日

を基準日とする中間配当は同決算短信に

記載の１株当たり中間配当金7.0円を実施

いたします。 
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５．中間個別財務諸表
(1) 中間貸借対照表

前中間会計期間末
（平成18年６月30日）

当中間会計期間末
（平成19年６月30日）

対前中間
期比

前事業年度の要約貸借対照表
（平成18年12月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

金額（百万円）
構成比
（％）

（資産の部）  

Ⅰ　流動資産  

1.現金及び預金 10,023 15,262 5,239 16,244

2.受取手形 ※３ 13 17 3 13

3.売掛金 24,069 24,009 △60 21,006

4.有価証券 9,998 9,993 △4 9,995

5.たな卸資産 4,859 6,110 1,250 2,947

6.未収入金 1,504 1,542 37 1,427

7.短期貸付金 736 342 △394 850

8.繰延税金資産 1,031 1,142 111 1,365

9.その他 295 471 175 245

10.貸倒引当金 △250 △68 182 △132

流動資産合計 52,282 58.3 58,823 62.3 6,540 53,963 59.4

Ⅱ　固定資産  

1.有形固定資産 ※１  

(1)建物 11,955 9,894 △2,060 11,653

(2)機械及び装置 6,297 5,703 △594 6,213

(3)土地 5,683 5,594 △88 5,683

(4)その他 1,552 1,548 △3 1,593

合計 25,488 22,741 △2,747 25,142

2.無形固定資産 1,194 1,655 460 1,415

3.投資その他の資産  

(1)投資有価証券 9,762 9,966 204 9,309

(2)長期貸付金 1,002 2 △999 1,003

(3)長期前払費用 321 571 250 389

(4)その他 611 587 △24 628

(5)貸倒引当金 △1,000 － 1,000 △1,000

合計 10,697 11,128 430 10,330

固定資産合計 37,380 41.7 35,524 37.7 △1,855 36,888 40.6

資産合計 89,663 100.0 94,348 100.0 4,685 90,852 100.0

（負債の部）  

Ⅰ　流動負債  

1.買掛金 12,794 16,344 3,550 13,661

2.短期借入金 2,440 2,440 － 2,440

3.未払金 10,479 11,838 1,359 9,528

4.未払費用 694 787 92 780

5.未払法人税等 960 508 △451 1,366

6.賞与引当金 532 555 23 600

7.役員賞与引当金 31 35 3 70

8.その他 221 222 0 165

流動負債合計 28,154 31.4 32,731 34.7 4,577 28,613 31.5
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前中間会計期間末
（平成18年６月30日）

当中間会計期間末
（平成19年６月30日）

対前中間
期比

前事業年度の要約貸借対照表
（平成18年12月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

金額（百万円）
構成比
（％）

Ⅱ　固定負債  

1.退職給付引当金 1,769 1,067 △702 1,345

2.役員退職慰労引当金 470 305 △165 521

3.繰延税金負債 3,041 2,825 △215 2,860

4.その他固定負債 40 50 9 50

固定負債合計 5,323 5.9 4,248 4.5 △1,074 4,776 5.3

負債合計 33,477 37.3 36,980 39.2 3,502 33,390 36.8

（純資産の部）   

Ⅰ　株主資本         

  1.資本金  13,056 14.6 13,056 13.8 － 13,056 14.4

  2.資本剰余金   

 (1）資本準備金  9,897 9,897 － 9,897

 (2）その他資本剰余金  0 0 0 0

資本剰余金合計  9,898 11.0 9,898 10.5 0 9,898 10.9

  3.利益剰余金   

 (1）利益準備金  1,357 1,357 － 1,357

 (2）その他利益剰余金      

 研究開発積立金  500 500 － 500

 海外市場開発積立金  500 500 － 500

 固定資産圧縮積立金  2,530 2,302 △228 2,625

 固定資産圧縮特別勘
定積立金

 － 971 971 971

 別途積立金  26,800 27,200 400 26,800

 繰越利益剰余金  1,954 1,931 △22 2,252

利益剰余金合計  33,642 37.5 34,762 36.9 1,119 35,007 38.5

  4.自己株式  △2,728 △3.0 △2,740 △2.9 △12 △2,735 △3.0

株主資本合計  53,868 60.1 54,977 58.3 1,108 55,227 60.8

Ⅱ　評価・換算差額等         

  その他有価証券評価差額金  2,317 2.6 2,391 2.5 74 2,234 2.4

評価・換算差額等合計  2,317 2.6 2,391 2.5 74 2,234 2.4

純資産合計  56,186 62.7 57,368 60.8 1,182 57,461 63.2

負債純資産合計  89,663 100.0 94,348 100.0 4,685 90,852 100.0
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(2) 中間損益計算書

前中間会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

対前中間
期比

前事業年度の要約損益計算書
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

増減
(百万円)

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 51,922 100.0 49,881 100.0 △2,041 107,841 100.0

Ⅱ　売上原価 27,587 53.1 26,241 52.6 △1,345 57,039 52.9

売上総利益 24,335 46.9 23,639 47.4 △695 50,802 47.1

Ⅲ　販売費及び一般管理費 22,419 43.2 23,120 46.4 700 46,357 43.0

営業利益 1,915 3.7 519 1.0 △1,396 4,444 4.1

Ⅳ　営業外収益 ※１ 366 0.7 457 0.9 91 468 0.4

Ⅴ　営業外費用 ※２ 33 0.1 115 0.2 82 39 0.0

経常利益 2,248 4.3 860 1.7 △1,388 4,873 4.5

Ⅵ　特別利益 ※３ 2,613 5.0 1,800 3.6 △812 2,943 2.7

Ⅶ　特別損失 ※４ 1,950 3.7 1,615 3.2 △334 2,171 2.0

税引前中間（当期）
純利益

2,911 5.6 1,045 2.1 △1,865 5,645 5.2

法人税、住民税及び
事業税

848 396  2,023

法人税等調整額 1,044 1,892 3.6 80 476 1.0 △1,415 795 2,818 2.6

中間（当期）純利益 1,018 2.0 568 1.1 △449 2,827 2.6
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(3）中間株主資本等変動計算書

前中間会計期間（自平成18年 1月 1日　至平成18年 6月30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

中間会計期間中の

変動額

剰余金の配当

（百万円）
         △887  △887  △887

固定資産圧縮積立金

の積立

（百万円）

      193   △193     

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）

      △76   76     

固定資産圧縮特別勘

定積立金の取崩

（百万円）

       △226  226     

中間純利益

（百万円）
         1,018  1,018  1,018

自己株式の処分

（百万円）
  0        0 1  1

自己株式の取得

（百万円）
          △2 △2  △2

役員賞与の支給

（百万円）
         △63  △63  △63

株主資本以外の項目

の中間会計期間中の

変動額(純額)

（百万円）

            △570 △570

中間会計期間中の

変動額合計

（百万円）

－ － 0 － － － 117 △226 1,200 △1,022 △1 67 △570 △502

平成18年6月30日　

残高

（百万円）

13,056 9,897 0 1,357 500 500 2,530 － 26,800 1,954 △2,728 53,868 2,317 56,186
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当中間会計期間（自平成19年 1月 1日　至平成19年 6月30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

中間会計期間中の

変動額

剰余金の配当

（百万円）
         △813  △813  △813

別途積立金の積立

（百万円）
        400 △400     

固定資産圧縮積立金

の取崩

（百万円）

      △322   322     

中間純利益

（百万円）
         568  568  568

自己株式の取得

（百万円）
          △5 △5  △5

株主資本以外の項目

の中間会計期間中の

変動額(純額)

（百万円）

            157 157

中間会計期間中の

変動額合計

（百万円）

      △322  400 △321 △5 △250 157 △93

平成19年6月30日　

残高

（百万円）

13,056 9,897 0 1,357 500 500 2,302 971 27,200 1,931 △2,740 54,977 2,391 57,368
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前事業年度の株主資本等変動計算書（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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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

前中間会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

１．資産の評価基準および評価方法 １．資産の評価基準および評価方法 １．資産の評価基準および評価方法

(1）有価証券

イ．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

(1）有価証券

イ．子会社株式および関連会社株

式

同左

(1）有価証券

イ．子会社株式および関連会社株

式

同左

ロ．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

ており、売却原価は移動平均

法により算出しておりま

す。）

ロ．その他有価証券

・時価のあるもの

同左

ロ．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

・時価のないもの

同左

(2）たな卸資産

　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

同左

(2）たな卸資産

同左

２．固定資産の減価償却の方法 ２．固定資産の減価償却の方法 ２．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　　　　２年～17年

(1）有形固定資産

同左

 

 

 

 

 

建物        　　３年～50年

機械装置　　　　４年～15年

(1）有形固定資産

同左

(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

(2）無形固定資産

同左

３．引当金の計上基準 ３．引当金の計上基準 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。

(1）貸倒引当金

同左

(1）貸倒引当金

同左
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前中間会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

(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

(2）賞与引当金

同左

(3）役員賞与引当金

　役員に対して支給する賞与の

支出に充てるため、支給見込額

の当中間会計期間負担額を計上

しております。

（会計方針の変更） 

  当中間会計期間より、「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

および税引前中間純利益は31百

万円減少しております。

(3）役員賞与引当金

　役員に対して支給する賞与の

支出に充てるため、支給見込額

の当中間会計期間負担額を計上

しております。

(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、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。

  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。

(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、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。

  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。

　また、執行役員および理事につ

いては、退職金の支給にあてるた

め、内規に基づく当中間会計期間

末の要支給額を計上しております。

(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。

(5）役員退職慰労引当金

　役員の退職金の支給にあてるた

め、内規に基づく当中間会計期間

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）役員退職慰労引当金

　役員の退職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。
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前中間会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

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。

４．リース取引の処理方法

同左

４．リース取引の処理方法

同左

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

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

５.その他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方法

　税抜方式を採用しております。

(1）消費税等の会計処理方法

同左

(1）消費税等の会計処理方法

同左

(2）税額計算等における固定資産 (2）税額計算等における固定資産

圧縮積立金の取扱い 圧縮積立金の取扱い

　税額および法人税等調整額は、

当事業年度において予定している

租税特別措置法の規定に基づく固

定資産圧縮積立金等の積立および

取崩を前提として、当中間会計期

間に係る金額を計算しております。

同左 ──────
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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の変更

前中間会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準

　　当中間会計期間より、「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）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、純資産の部の合計と同

額であります。

　なお、中間財務諸表等規則の改

正により、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、改正後の中間財務諸表

等規則により作成しております。

 

──────

（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。

────── 減価償却方法の変更

　　法人税法の改正に伴い、当中

間会計期間より平成19年４月１

日以降に取得した有形固定資産

について、改正後の法人税に基

づく減価償却の方法に変更して

おります。　

　この変更に伴う営業利益、経

常利益、および税引前中間純利

益に与える影響は軽微でありま

す。

──────
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注記事項

（中間貸借対照表関係）

前中間会計期間末
（平成18年６月30日）

当中間会計期間末
（平成19年６月30日）

前事業年度末
（平成18年12月31日）

※１．有形固定資産

減価償却累計額 42,031百万円 41,841百万円 41,149百万円

　２．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。

(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。

22百万円 13百万円 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。

(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。

87百万円

(US$755,000)

107百万円

(US$865,000)

90百万円

(US$755,000)

※３．期末日満期手形処理 ───── 中間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、当中間期末日は金融機関休

日のため、次のとおり中間期末日満

期手形が期末残高に含まれておりま

す。

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 5百万円 受取手形 5百万円

　４．消費税等の取扱い 仮払消費税等および仮受消費税等は

相殺のうえ、未収入金に含めて表示

しております。

仮払消費税等および仮受消費税等は

相殺のうえ、未払金に含めて表示し

ております。

─────
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（中間損益計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

※１．営業外収益の主要項目

受取利息 21 百万円 52 百万円 64 百万円

為替差益 － 10 9

受取配当金 270 323 299

※２．営業外費用の主要項目

支払利息 16 百万円 20 百万円 35 百万円

為替差損 15 － －

たな卸資産廃棄損 － 92 －

※３．特別利益の主要項目

固定資産売却益 2,601 百万円 840 百万円 2,601 百万円

投資有価証券売却益 － － 212

関係会社株式売却益 － 888 －

貸倒引当金戻入益 12 71 130

※４．特別損失の主要項目

固定資産除却損 141 百万円 234 百万円 270 百万円

固定資産売却損 － 13 1

投資有価証券評価損 12 37 12

関係会社株式評価損 1,796 － 1,796

事業撤退損 － － 90

工場閉鎖損失 － 961 －

統合費用 － 369 －

　６．減価償却実施額

有形固定資産 1,205 百万円 1,117 百万円 2,510 百万円

無形固定資産 74 191 158
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（中間株主資本等変動計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

自己株式の種類および株式数に関

する事項

自己株式の種類および株式数に関

する事項

自己株式の種類および株式数に関

する事項

自己株式の種類 普通株式

前事業年度末株式数
（千株）

4,797

当中間会計期間
増加株式数
（千株）

2

当中間会計期間
減少株式数
（千株）

1

当中間会計期間末株式数
（千株）

4,797

(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。

自己株式の種類 普通株式

前事業年度末株式数
（千株）

4,804

当中間会計期間
増加株式数
（千株）

5

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）

4,809

(注)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。

自己株式の種類 普通株式

前事業年度末株式数
（千株）

4,797

当中間会計期間
増加株式数
（千株）

9

当中間会計期間
減少株式数
（千株）

2

当中間会計期間末株式数
（千株）

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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（重要な後発事象）

前中間会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

　該当事項はありません。  同左 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

社の関係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

ることを決議し、譲渡いたしました。

(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。
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前中間会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

  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し、譲渡いたし

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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（追加情報）

前中間会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

  当社は、平成19年６月11日開催の取

締役会において、平成19年10月１日に

て、下記の通り株式交換により味の素

㈱の完全子会社となることを決定し、

株式交換契約を締結いたしました。

　本株式交換により、当社株式は取引

所の規制により平成19年９月25日に上

場廃止となる予定です。

１.株式交換の要旨

1)株式交換の日程

　株式交換決議取締役会 

　　平成19年６月11日（月）

　株式交換契約締結  

　　平成19年６月11日（月）

　株主総会基準日

　  平成19年６月30日（土）

　株式交換承認株主総会

　  平成19年８月29日（水）(予定)

　株式売買最終日

　  平成19年９月21日（金）(予定)

　株券上場廃止日

　　平成19年９月25日（火）(予定)

　株式交換の効力発生日 

　　平成19年10月１日（月）(予定)

　株券交付日

　　 平成19年11月下旬（予定）

（注）本株式交換は、味の素㈱につい

ては、会社法第796条第３項の規定に

基づき簡易株式交換の手続きにより、

株主総会の承認を得ずに行う予定で

す。

2) 株式交換比率

 カルピス㈱の普通株式１株に対して、

味の素㈱の普通株式0.95株を割当て交

付します。但し、味の素㈱が有するカ

ルピス㈱の普通株式19,672,750株につ

いては、本株式交換による株式の割当

ては行いません。
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前中間会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

２．株式交換により交付する株式数

等

 味の素㈱は、効力発生日の前日の最

終のカルピス㈱の株主名簿（実質株主

名簿を含みます。）に記載または記録

された株主のうち味の素㈱を除く株主

の有する当社の普通株式数の合計数に

0.95を乗じて得た数の普通株式を交付

します。なお、当社は、平成19年９月

30日に有する自己株式の全部を同日付

で消却する予定です。

　上記交付に係る株式のうち1,500,000

株を超えない数の株式については、味

の素㈱の有する自己株式を本株式交換

による株式の割当てに充当し、

1,500,000株を超える数の株式につい

ては、新たに普通株式を発行して本株

式交換による株式の割当てに充当しま

す。

なお、本株式交換により当社の株主に

交付しなければならない味の素㈱の普

通株式の数に１株に満たない端数が生

じた場合には、会社法第234条の規定

に従い、当該株主に対しては金銭の交

付が行われることになります。

 ３．剰余金の配当

  当社は、平成19年８月29日開催予定

の臨時株主総会（株式交換承認株主総

会）において、本株式交換にかかる株

式交換契約が承認されることを条件と

して、本株式交換効力発生日前日（平

成19年９月30日）の最終の株主名簿に

記載または記録された株主または登録

株式質権者に対し、１株当たり3.5円

の剰余金の配当（当中間決算短信に記

載の平成19年12月期１株当たり期末配

当金（予想）の２分の１に相当する金

額）を行う旨の議案を上程する予定で

す。なお、平成19年６月30日を基準日

とする中間配当は同決算短信に記載の

１株当たり中間配当金7.0円を実施い

たします。 
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