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１．平成19年９月中間期の連結業績（平成19年４月１日～平成19年９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９月中間期 27,748 △1.3 946 23.7 1,045 20.5 415 46.6

18年９月中間期 28,121 △10.6 765 △23.7 867 △16.3 283 △17.0

19年３月期 57,379 － 1,762 － 1,875 － 887 －

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９月中間期 11.02 －

18年９月中間期 7.50 －

19年３月期 23.53 －

（参考）持分法投資損益 19年９月中間期 －百万円 18年９月中間期 －百万円 19年３月期 －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９月中間期 47,669 22,864 47.5 601.33

18年９月中間期 47,077 23,002 48.0 599.75

19年３月期 46,542 22,987 48.9 603.69

（参考）自己資本 19年９月中間期 22,653百万円 18年９月中間期 22,612百万円 19年３月期 22,752百万円

(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９月中間期 1,136 △1,155 378 5,995

18年９月中間期 400 △875 △625 5,580

19年３月期 1,405 △1,698 △751 5,636

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

19年３月期 7.75 7.75 15.50

20年３月期 7.75 －
15.50

20年３月期(予想) － 7.75

３．平成20年３月期の連結業績予想（平成19年４月１日～平成20年３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 58,000 1.1 1,780 1.0 1,900 1.3 900 1.5 23.89
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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、19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　４会計処理基準に関する事項　

(2)重要な減価償却資産の減価償却の方法　①有形固定資産（会計方針の変更）」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９月中間期 38,277,406株 18年９月中間期 38,277,406株 19年３月期 38,277,406株

②　期末自己株式数 19年９月中間期 605,427株 18年９月中間期 574,263株 19年３月期 588,133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、32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９月中間期の個別業績（平成19年４月１日～平成19年９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９月中間期 25,898 4.0 829 114.2 824 88.1 442 107.5

18年９月中間期 24,891 △3.9 387 △41.0 438 △36.4 213 △57.3

19年３月期 52,103 － 1,107 － 1,060 － 511 －

１株当たり中間
（当期）純利益

円 銭

19年９月中間期 11.73

18年９月中間期 5.67

19年３月期 13.55

(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９月中間期 41,900 20,317 48.5 539.33

18年９月中間期 41,031 20,557 50.1 545.23

19年３月期 40,872 20,390 49.9 541.00

（参考）自己資本 19年９月中間期 20,317百万円 18年９月中間期 20,557百万円 19年３月期 20,390百万円

２．平成20年３月期の個別業績予想（平成19年４月１日～平成20年３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 54,000 3.6 1,250 12.9 1,250 17.9 600 17.4 15.92

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判

断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。

なお、業績予想に関する事項につきましては、３ページ「1.経営成績　(1)経営成績に関する分析　②通期の見通

し」をご覧ください。
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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概況

      当中間連結会計期間における我が国の経済は、好調な企業収益に伴う民間設備投資の増加により、景気は緩やかな

回復基調を維持しましたが、原油価格の高止まりや米国経済の減速等もあり、不安定な状況にありました。

当社グループを取り巻く市場環境においても、消費者の低価格志向や購買行動に対する慎重な姿勢が継続し、食料

品消費支出が伸び悩むなか、流通業界における合併・提携が促進されたことにより、メーカー各社の販売競争も激化

し、さらに、原材料価格の上昇もあり、厳しい経営環境にありました。

このような下で当社グループは、収益力の向上を目指し、「お茶づけ」「ふりかけ」「みそ汁」「中華惣菜」等の

基幹商品カテゴリーの強化とオペレーションコストの削減に取り組んでまいりました。売上面におきましては、外食

事業の売上減少により、連結売上高は277億48百万円（前年同期比98.7％）となりました。また、利益面では全社的な

諸経費の削減などにより、営業利益は９億46百万円（前年同期比123.7％）、経常利益は10億45百万円（前年同期比

120.5％）、中間純利益は４億15百万円（前年同期比146.6％）となりました。 

 以下、事業の種類別セグメントの状況は次のとおりであります。

 

イ．食料品事業

食料品事業につきましては、安心・安全な商品の提供を最優先とし、原料の生産段階から指導を徹底するとともに、

農薬等の検査能力を向上させるなど、品質管理体制を拡充してまいりました。

　販売面では、消費者向けに魅力ある景品によるプレミアムキャンペーンの実施とテレビ宣伝の効果的投入により、

主力商品の需要喚起を図ってまいりました。さらに、個々の得意先企業の状況に合った木目細かな販売提案を実施し

てまいりました。

　商品開発面では、“新しい価値の提案による顧客開拓・拡大”をテーマとし、体を温める素材の生姜をおいしく食

べるという商品コンセプトで、『「冷え知らず」さん』のカップスープ・みそ汁を発売いたしました。また、新しい

メニューである「カレー鍋」を商品化し、鍋の素市場に新規参入いたしました。さらに、中華惣菜の素「うれしい具

入り」シリーズ、「海鮮八宝春雨」等の新商品を発売いたしました。

　以上の結果、食料品事業の売上高は、263億80百万円（前年同期比100.2％）となりました。 

ロ．外食事業 

外食事業につきましては、一部業態で回復の傾向が見られるものの、既存店ベースのご利用者数は依然減少してお

り、また、同業他社との競合が激化するなど、市場環境は引き続き厳しい状況で推移いたしました。

　このような下で当社グループは、有機野菜等を中心とし「健康食材の使用」を基本コンセプトとした「自然式食

堂 餉餉（けけ）」において、店舗オペレーションの見直し及び季節限定のメニューやデザートの充実など、お客様へ

のサービスレベルの向上に努めてまいりました。また、今後の新たな方向性として、「自然式食堂 餉餉」のコンセプ

トを活用した、持ち帰り惣菜店の開店に向けた準備を進めてまいりました。

　しかしながら、前中間期をもって回転寿司事業から撤退したことにより、外食事業の売上高は、11億19百万円（前

年同期比74.4％）となりました。 

ハ．その他の事業 

その他の事業の売上高は、２億49百万円（前年同期比86.8％）となりました。 

 

②通期の見通し 

今後の見通しにつきましては、好調な企業業績により、景気の回復基調は持続すると思われるものの、原油価格の

動向や、年金問題等による先行きの不安感からくる慎重な消費行動など不安定な要素も多く、経営環境は楽観視でき

ない状況が続くものと予想されます。

  当社グループを取り巻く市場環境におきましても、原材料の値上がりによる製造コストの上昇や継続する消費者の

低価格志向による店頭売価の引き下げ等、依然厳しい状況が続くと予想されます。

　このような下で当社グループは、引き続きグループ一丸となって、通期での業績目標数値の達成に取り組んでまい

ります。

  なお、通期の連結業績につきましては、売上高580億円（前年度比101.1％）、営業利益17億80百万円（前年度比

101.0％）、経常利益19億円(前年度比101.3％）、当期純利益９億円（前年度比101.5％）を見込んでおります。 
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(2）財政状態に関する分析

①資産、負債及び純資産の状況

　当中間連結会計期間末の総資産は、前中間連結会計期間末より５億92百万円増加し、476億69百万円となりました。

これは主に、投資有価証券、現金及び預金が増加したことによるものです。また、負債は、前中間連結会計期間末よ

り７億30百万円増加し、248億４百万円となりました。これは主に、短期借入金が増加したことによるものです。また

純資産は、主にその他有価証券評価差額金の減少により228億64百万円となりました。この結果、純資産から少数株主

持分を控除した自己資本は226億53百万円となり、自己資本比率は0.5ポイント低下の47.5％となりました。

 

　　②キャッシュ・フローの状況

　当中間連結会計期間における連結ベースのキャッシュ・フローは、営業活動及び財務活動による現金及び現金同等

物(以下「資金」という。)の増加額が、投資活動による資金の減少額を上回ったことにより、前連結会計年度末に比

べ３億58百万円増加し、当中間連結会計期間末の資金残高は、59億95百万円となりました。

イ．営業活動によるキャッシュ・フロー

　当中間連結会計期間における営業活動による資金の増加額は11億36百万円（前年同期は４億円の増加）となりまし

た。これは主に、売上債権の増加があったものの、税金等調整前中間純利益、減価償却費の計上及び法人税等の還付

により資金が増加したことによるものです。

ロ．投資活動によるキャッシュ・フロー

　当中間連結会計期間における投資活動による資金の減少額は11億55百万円（前年同期は８億75百万円の減少）とな

りました。これは主に、投資有価証券及び有形・無形固定資産の取得による支出があったことによるものです。

ハ．財務活動によるキャッシュ・フロー

　当中間連結会計期間における財務活動による資金の増加額は３億78百万円（前年同期は６億25百万円の減少）とな

りました。これは主に、短期借入金による運転資金の調達が増加したことによるものです。

 

 当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。

平成17年９月
中間期

平成18年９月
中間期

平成19年９月
中間期

平成17年
３月期

平成18年
３月期

平成19年
３月期

自己資本比率（％） 47.5 48.0 47.5 51.0 47.6 48.9

時価ベースの

自己資本比率（％）
70.5 71.6 68.8 71.0 71.9 72.1

キャッシュ・フロー

対有利子負債比率

（年）

4.2 10.2 4.0 5.9 5.4 5.9

インタレスト・カバ

レッジ・レシオ（倍）
15.4 7.4 17.5 10.9 14.3 12.0

（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

　　　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

１　各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。

２　株式時価総額は、中間期末（期末）株価終値×中間期末（期末）発行済株式数（自己株式控除後）により算出し

　ております。

３　キャッシュ・フローは中間連結（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。有利子負債は、中間連結（連結）貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全

ての負債を対象としております。

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

４　キャッシュ・フロー対有利子負債比率の中間期での計算は、キャッシュ・フローを年額に換算するため２倍して

　おります。
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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、株主の利益を重視し、安定した配当を継続的に行っていくことを基本方針としております。なお、内部留

保の使途につきましては、財務体質の強化を図りながら生産合理化や品質向上に向けた設備投資等に充当してまいり

ます。 

　当中間期の配当金につきましては、１株当たり７円75銭を予定しております。

　また、当期末の配当金予想額につきましては、１株当たり期末配当金７円75銭（中間配当金７円75銭とあわせて15

円50銭）を予定しております。 

(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等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事

項には、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、当中間連結会計期間末（平成19年９月30日）現在において当社グループ

が判断したものであります。 

①特定の取引先への依存 

当社グループ商品の主な販売先は三菱商事㈱であり、その販売割合は全体の91.9％であります。特定の取引先に

販売を依存している理由は、信用力の高い商社に取引を集中させることで、与信管理の省力化及び信用リスクの低

減を図るためであります。しかし、この販売代理店の経営が破綻した場合は、当社グループは売掛金の回収が困難

となり、財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。

②商品の欠陥

当社グループは、安全な商品の提供を第一と考え、ＩＳＯの認証取得、原材料・商品の自主検査体制やトレーサ

ビリティの構築など、品質保証体制の強化に努めておりますが、不測の事態により原材料への無認可添加物混入な

ど、商品に欠陥が生じ、大規模な商品回収や多額な製造物責任賠償が生じた場合は、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。

③原材料の安定調達及び価格の高騰

当社グループは、原材料の一部を海外から調達しております。原油価格の高騰や調達先における政情不安、ある

いは天候不順等により原材料の価格が高騰した場合、当社グループの業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

　また、国内調達の原材料についても、同様に価格の高騰が当社グループの業績に悪影響を及ぼす可能性がありま

す。 

④有価証券の時価変動 

当社グループは、長期的な取引関係維持のために主要取引先の有価証券を保有しております。これらの有価証券

のうち、時価を有するものについては、全て時価にて評価されており、今後の経済環境や企業収益の動向による時

価の変動が、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。 

⑤天災リスク

当社グループの生産工場につきましては、天災によるリスクを回避するため、生産拠点を東西に分割しておりま

す。しかしながら、天災の規模・影響等によっては、一時的に商品の供給が滞り、売上の低下、製造コストの増加

を招き、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。 
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２．企業集団の状況
(1）企業集団の概況 

当社の企業集団は、当社と連結子会社６社及び非連結子会社２社（当年度より１社増加）で構成され、和風即席食品

及び洋風・中華風即席食品の製造販売並びに関連商品の販売、飲食店の経営を主な事業としております。

　当社グループの事業に係わる位置付け及び事業の種類別セグメントとの関連は、次のとおりであります。なお、事業

の種類別セグメントと同一の区分であります。 

①食料品事業 

当事業においては、当社がお茶づけ・ふりかけ類、スープ類、調理食品類、粉商品類、その他の食料品の製造・販売

を行っており、㈱サンフレックス永谷園、㈱オクトス、㈱ニシエイ、㈱花笠食品の各社は、当社商品の原料メーカー及

び製造工程の一部を担う外注工場としての位置付けにあり、主に当社使用原料の製造・加工処理及び半製品・仕掛品の

包装加工を行っております。

　また、㈱ニシエイが、生鮮食品・加工食品の製造・販売業務を行っております。

②外食事業 

当事業においては、㈱サンフレックス永谷園が「自然式食堂　餉餉（けけ）」「天ぷら　天○」等の飲食店を経営し

ております。

③その他の事業

当事業においては、㈱ユニネットが主に保険代理店業務及びリース業務を行い、㈱アルファウェーブが、鍼灸・マッ

サージ店を経営しております。

 

　(2）事業系統図 

 

 

得意先 

消費者 

連結子会社 
㈱花笠食品 

連結子会社 
㈱ニシエイ 

連結子会社 
㈱オクトス 

㈱
永
谷
園 

発
売
元 

三
菱
商
事
㈱ 

得意先 

非連結子会社 
上海永谷園食品 
貿易有限公司 

商品販売 

商品販売 

消費者 
連結子会社 

㈱サンフレックス 
永谷園 

飲食店経営 商品・原料仕入 

原料・包装加工 

原料・包装加工 

商品保管・荷役業務 

原料仕入 

原料・包装加工 

原料仕入 

商品販売 

商品販売 

連結子会社 
㈱アルファウェーブ 

鍼灸・ 

マッサージ店経営 

非連結子会社 
上海永晶餐飲 
管理有限公司 

飲食店経営 

連結子会社 
㈱ユニネット 

保険代理店業務 
リース業務他 

商品販売 

商品販売 
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３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

永谷園グループは、創業の精神である「味ひとすじ」を企業理念とし、全てのお客様に信頼され、ご満足していた

だける安心・安全な商品・サービスの提供を経営の基本方針としております。そして、この基本方針のもと、長い歳

月と多くのエネルギーをかけて築き上げてきた「永谷園ブランド」の価値をより強化し、発展させていく経営活動を

行ってまいります。 

「味ひとすじ」とは、

　①創意と工夫で商品・サービスを常に考え、創り出すこと

　②お客さまに実感、満足していただく「おいしさ」を提供し続けること

　③食を通じて幸せで豊かな社会づくりに貢献していくこと

です。

(2）目標とする経営指標

変化の激しい経営環境下でも、安定かつ継続的に利益を確保できる体質が企業価値の向上に繋がると考えておりま

す。当社は、収益力の指標である売上高経常利益率、及びＲＯＥを重視した経営を行っていくことで、より安定した

収益体質を構築してまいります。 

 

(3）会社の対処すべき課題

当社グループといたしましては、グループ全体の収益基盤の強化を図り、より着実な成長を目指すべく、以下の３

つの課題に取り組んでまいります。

 

１．新価値提案力の強化

市場規模の大きな拡大が見込み難い中でも着実に市場シェアを獲得していくため、当社グループでは、マーケティ

ング部門の開発力や販売部門の企画力の向上を最優先課題として取り組み、より高品質で差別化された商品・サー

ビスを提供する「新価値提案力」の強化を推進してまいります。 

２．基幹商品カテゴリーの強化 

長年お客様に支持を頂いてきた「お茶づけ」「ふりかけ」「みそ汁」「中華惣菜」等の基幹商品カテゴリーの強

化を積極的に推進してまいります。基幹商品カテゴリーの強化に向けては、今日的なお客様の視点に立った商品価

値向上を中心に据え、既存商品の見直しと新商品投入により市場の活性化を図ってまいります。

３．コスト競争力の強化 

商品設計の見直しや製造工程のさらなる改善を進めることで製造コストの削減に努めるとともに、間接部門にお

けるオペレーションコストの削減や販売促進費の効率的な運用を推進するため、全社的な業務改革に取り組んでま

いります。 
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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９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成19年９月30日）

対前中間期比
 

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成19年３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   5,580   5,995  415  5,636  

２　受取手形
及び売掛金

  8,451   8,664  213  7,929  

３　たな卸資産   6,135   6,169  34  6,198  

４　その他   933   764  △169  1,083  

貸倒引当金   △8   －  8  －  

流動資産合計   21,091 44.8  21,593 45.3 502  20,847 44.8

Ⅱ　固定資産            

１　有形固定資産            

(1) 建物及び
構築物

※２ 4,873   4,463   △410 4,497   

(2) 機械装置
及び運搬具

※２ 2,204   1,987   △217 2,031   

(3) 土地 ※２ 8,463   8,451   △12 8,457   

(4) その他 ※２ 456   565   109 417   

有形固定資産
合計

※１  15,997   15,467  △530  15,403  

２　無形固定資産   220   173  △47  180  

３　投資その他の
資産

           

(1) 投資有価証券  6,691   7,379   688 6,996   

(2) 保証金  2,253   1,909   △344 1,996   

(3) その他  1,143   1,337   194 1,304   

貸倒引当金  △321   △191   130 △187   

投資その他の
資産合計

  9,766   10,434  668  10,110  

固定資産合計   25,985 55.2  26,075 54.7 90  25,694 55.2

資産合計   47,077 100.0  47,669 100.0 592  46,542 100.0
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前中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成19年９月30日）

対前中間期比
 

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成19年３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
（％）

（負債の部）            

Ⅰ　流動負債            

１　支払手形
及び買掛金　

  7,194   7,463  269  7,226  

２　短期借入金 ※２  3,599   8,018  4,419  7,092  

３　未払金   4,133   4,033  △100  4,054  

４　賞与引当金   478   471  △7  465  

５　その他   1,220   1,331  111  844  

流動負債合計   16,627 35.3  21,319 44.7 4,692  19,683 42.3

Ⅱ　固定負債            

１　長期借入金 ※２  4,558   1,024  △3,534  1,265  

２　退職給付
引当金

  573   332  △241  389  

３　役員退職慰労
引当金

  880   941  61  914  

４  負ののれん ※３  661   490  △171  588  

５　その他   772   696  △76  712  

固定負債合計   7,447 15.8  3,485 7.3 △3,962  3,870 8.3

負債合計   24,074 51.1  24,804 52.0 730  23,554 50.6
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前中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成19年９月30日）

対前中間期比
 

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成19年３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
（％）

　（純資産の部）            

Ⅰ　株主資本            

１　資本金   3,502 7.4  3,502 7.3 －  3,502 7.5

２　資本剰余金   6,491 13.8  6,492 13.6 1  6,492 14.0

３　利益剰余金   15,535 33.0  15,955 33.5 420  15,837 34.0

４　自己株式   △467 △1.0  △495 △1.0 △28  △480 △1.0

  株主資本合計   25,062 53.2  25,454 53.4 392  25,352 54.5

Ⅱ　評価・換算差額等            

１　その他有価証券

評価差額金
  980 2.1  613 1.3 △367  821 1.8

２　土地再評価

　　差額金 
  △3,430 △7.3  △3,414 △7.2 16  △3,420 △7.4

  評価・換算

  差額等合計
  △2,449 △5.2  △2,801 △5.9 △352  △2,599 △5.6

 Ⅲ　少数株主持分   389 0.9  211 0.5 △178  234 0.5

  純資産合計   23,002 48.9  22,864 48.0 △138  22,987 49.4

  負債純資産合計   47,077 100.0  47,669 100.0 592  46,542 100.0
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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４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

対前中間期比
 

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３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   28,121 100.0  27,748 100.0 △373  57,379 100.0

Ⅱ　売上原価   14,854 52.8  14,701 53.0 △153  30,299 52.8

売上総利益   13,267 47.2  13,047 47.0 △220  27,079 47.2

Ⅲ　販売費及び
一般管理費

           

１　荷造運賃  994   961    2,029   

２　広告宣伝費  1,138   1,301    2,370   

３　販売促進費  5,219   5,172    10,810   

４　給料・賞与  1,679   1,469    3,652   

５　賞与引当金
繰入額

 283   273    275   

６　役員退職慰労
引当金繰入額

 31   29    65   

７　貸倒引当金
繰入額

 4   －    －   

８　減価償却費  127   100    252   

９　その他  3,021 12,501 44.5 2,791 12,100 43.6 △401 5,862 25,317 44.1

営業利益   765 2.7  946 3.4 181  1,762 3.1

Ⅳ　営業外収益            

１　受取利息  0   0    0   

２　受取配当金  48   57    65   

３　不動産賃貸
収入

 52   60    122   

４　負ののれん
償却額

 73   98    169   

５　その他  47 221 0.8 52 270 1.0 49 147 505 0.9

Ⅴ　営業外費用            

１　支払利息  55   67    118   

２　不動産賃貸
費用

 20   21    61   

３　債権譲渡損  15   23    33   

４　固定資産
除却損

 14   18    84   

５　その他  14 120 0.4 40 171 0.6 51 93 392 0.7

経常利益   867 3.1  1,045 3.8 178  1,875 3.3

㈱永谷園（2899）平成 20 年３月期中間決算短信

－ 11 －



  
前中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

対前中間期比
 

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３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
（％）

Ⅵ　特別利益            

１　投資有価証券
売却益

 170   0    170   

２　子会社株式
売却益 

 208   －    208   

３　貸倒引当金
戻入益 

 12   －    79   

４　保証金戻入益  10 400 1.4 － 0 0.0 △400 10 468 0.8

Ⅶ　特別損失            

１　従業員退職金  25   －    25   

２  たな卸資産
評価損

 16   －    16   

３  のれん一括
償却額

 143   －    165   

４　固定資産
除却損

※１ 42   4    70   

５  減損損失 ※２ 114   211    371   

６　店舗解約損  12   －    63   

７　会員権退会損  8   10    8   

８　閉鎖店舗家賃  1   2    2   

９　投資有価証券
評価損

 －   1    －   

10　リース解約損  0   －    1   

11　貸倒引当金
繰入額

 － 364 1.3 － 229 0.9 △135 6 731 1.3

税金等調整前
中間（当期）
純利益

  903 3.2  816 2.9 △87  1,612 2.8

法人税、住民
税及び事業税

 446   415    560   

法人税等
調整額

 166 613 2.2 8 424 1.5 △189 274 834 1.5

少数株主利益
又は少数株主
損失（△）

  6 0.0  △23 △0.1 △29  △109 △0.2

中間（当期）
純利益

  283 1.0  415 1.5 132  887 1.5

            

㈱永谷園（2899）平成 20 年３月期中間決算短信

－ 12 －



(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４月１日　至平成18年９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18年３月31日　残高（百万円） 3,502 6,491 15,559 △453 25,100

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当（注）   △292  △292

役員賞与（注）   △14  △14

中間純利益   283  283

自己株式の取得    △16 △16

自己株式の処分  0  1 1

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

　　　　　　　　　　　（百万円）
－ 0 △23 △14 △37

平成18年９月30日　残高（百万円） 3,502 6,491 15,535 △467 25,062

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

土地再評価差額金
   評価・換算
   差額等合計

平成18年３月31日　残高（百万円） 1,589 △3,430 △1,841 519 23,778

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当（注）     △292

役員賞与（注）     △14

中間純利益     283

自己株式の取得     △16

自己株式の処分     1

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）
△608 － △608 △129 △738

中間連結会計期間中の変動額合計

　　　　　　　　　　　（百万円）
△608 － △608 △129 △775

平成18年９月30日　残高（百万円） 980 △3,430 △2,449 389 23,002

 （注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。
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   当中間連結会計期間（自平成19年４月１日　至平成19年９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19年３月31日　残高（百万円） 3,502 6,492 15,837 △480 25,352

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当   △292  △292

中間純利益   415  415

自己株式の取得    △15 △15

自己株式の処分  0  0 0

土地再評価差額金の取崩額   △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）
    ―

中間連結会計期間中の変動額合計

　　　　　　　　　　　（百万円）
― 0 117 △15 102

平成19年９月30日　残高（百万円） 3,502 6,492 15,955 △495 25,454

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

土地再評価差額金
   評価・換算
   差額等合計

平成19年３月31日　残高（百万円） 821 △3,420 △2,599 234 22,987

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当     △292

中間純利益     415

自己株式の取得     △15

自己株式の処分     0

土地再評価差額金の取崩額     △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）
△207 5 △201 △23 △225

中間連結会計期間中の変動額合計

　　　　　　　　　　　（百万円）
△207 5 △201 △23 △122

平成19年９月30日　残高（百万円） 613 △3,414 △2,801 211 22,864
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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４月１日　至平成19年３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３月31日　残高（百万円） 3,502 6,491 15,559 △453 25,100

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当（注）   △292  △292

剰余金の配当   △292  △292

役員賞与（注）   △14  △14

当期純利益   887  887

自己株式の取得    △30 △30

自己株式の処分  0  3 4

土地再評価差額金の取崩額   △10  △10

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
　　　　　　　　　　　（百万円）

― 0 278 △26 251

平成19年３月31日　残高（百万円） 3,502 6,492 15,837 △480 25,352

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

土地再評価差額金
   評価・換算
   差額等合計

平成18年３月31日　残高（百万円） 1,589 △3,430 △1,841 519 23,778

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当（注）     △292

剰余金の配当     △292

役員賞与（注）     △14

当期純利益     887

自己株式の取得     △30

自己株式の処分     4

土地再評価差額金の取崩額     △10

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

△768 10 △758 △284 △1,042

連結会計年度中の変動額合計
　　　　　　　　　　　（百万円）

△768 10 △758 △284 △790

平成19年３月31日　残高（百万円） 821 △3,420 △2,599 234 22,987

 （注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。
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(4) 中間連結キャッシュ・フロー計算書

  
前中間連結会計期間

(自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日)

対前中間期比

前連結会計年度の
連結キャッシュ・
フロー計算書

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３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

     

１　税金等調整前中間（当期）
純利益

 903 816 △87 1,612

２　減価償却費  553 513 △40 1,134

３　減損損失  114 211 97 371

４　のれん償却額  70 △98 △168 △3

５　貸倒引当金の増減額
（減少は△）

 △58 3 61 △201

６　賞与引当金の増減額
（減少は△）

 15 5 △10 3

７　退職給付引当金の増減額　
（減少は△）

 △191 △57 134 △374

８　役員退職慰労引当金の
増減額（減少は△）

 23 27 4 56

９　受取利息及び受取配当金  △48 △58 △10 △65

10　支払利息  55 67 12 118

11　投資有価証券売却益  △170 △0 170 △170

12　子会社株式売却益  △208 － 208 △208

13　たな卸資産評価損  16 － △16 16

14　投資有価証券評価損  － 1 1 －

15　会員権退会損  8 10 2 8

16　その他の営業外損益  19 13 △6 48

17　販売費及び一般管理費  23 23 0 43

18　有形固定資産の
除・売却損益

 13 18 5 94

19　役員賞与支払額  △9 － 9 △9

20　売上債権の増減額
（増加は△）

 △796 △734 62 △274

21　たな卸資産の増減額
（増加は△）

 △246 28 274 △309

22　仕入債務の増減額
（減少は△）

 921 237 △684 953

23　未払金・未払費用の増減額
（減少は△）

 145 △25 △170 73

24　未払消費税等の増減額
（減少は△）

 △27 10 37 △28

25　その他資産・負債の増減額  227 △21 △248 229

小計  1,354 992 △362 3,119

26　利息及び配当金の受取額  48 58 10 65

27　利息の支払額  △54 △65 △11 △117

28　法人税等の支払額  △947 △167 780 △1,661

29　法人税等の還付額  0 318 318 0

営業活動による
キャッシュ・フロー

 400 1,136 736 1,405
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前中間連結会計期間

(自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日)

対前中間期比

前連結会計年度の
連結キャッシュ・
フロー計算書

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３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

     

１　有形・無形固定資産の取得
による支出

 △493 △537 △44 △913

２　有形固定資産の売却
による収入

 4 26 22 48

３　投資有価証券の取得
による支出

 △758 △732 26 △1,354

４　投資有価証券の売却
による収入

 489 0 △489 490

５　子会社株式の売却
によるキャッシュの減少

 △204 － 204 △204

６　連結子会社株式の追加取得
による支出

 － － － △0

７　保証金の支出  △82 △18 64 △114

８　保証金の返還による収入  164 105 △59 365

９　その他投資に係る収支  5 0 △5 △15

投資活動による
キャッシュ・フロー

 △875 △1,155 △280 △1,698

Ⅲ　財務活動による
キャッシュ・フロー

     

１　短期借入金の純増減額  － 978 978 500

２　長期借入金の返済
による支出

 △340 △294 46 △640

３　自己株式の取得による支出  △16 △15 1 △30

４　自己株式の売却による収入  1 0 △1 4

５　配当金の支払額  △270 △291 △21 △584

財務活動による
キャッシュ・フロー

 △625 378 1,003 △751

Ⅳ　現金及び現金同等物の増減額
（減少は△）

 △1,100 358 1,458 △1,044

Ⅴ　現金及び現金同等物の
期首残高

 6,680 5,636 △1,044 6,680

Ⅵ　現金及び現金同等物の
中間期末（期末）残高

 5,580 5,995 415 5,636
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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18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１　連結の範囲に関する事項
 
 
 

(1) 連結子会社の数　８社
連結子会社の名称
㈱サンフレックス永谷園
㈱オクトス
㈱ニシエイ
㈱花笠食品
㈱サンマーチ
㈱ユニネット
㈱アルファウェーブ
㈱新日本通商

　前連結会計年度まで連結子会

社に含めていた㈱エックスヴィ

ンについては、全保有株式を売

却したことにより連結子会社か

ら除外しております。

(1) 連結子会社の数　６社
連結子会社の名称
㈱サンフレックス永谷園
㈱オクトス
㈱ニシエイ
㈱花笠食品
㈱ユニネット
㈱アルファウェーブ
 
 

　

(1) 連結子会社の数　６社
連結子会社の名称
㈱サンフレックス永谷園
㈱オクトス
㈱ニシエイ
㈱花笠食品
㈱ユニネット
㈱アルファウェーブ

 
 

  前連結会計年度まで連結子会社

に含めていた㈱エックスヴィンに

ついては、全保有株式を売却した

ことにより連結子会社から除外し

ております。 

　また、前連結会計年度まで連結

子会社に含めていた㈱サンマーチ

は㈱サンフレックス永谷園を存続

会社とした合併により、㈱新日本

通商は㈱ニシエイを存続会社とし

た合併により消滅しております。

 
 
 

(2) 主要な非連結子会社の名称

上海永谷園食品貿易有限公司

　非連結子会社は小規模であり、

総資産、売上高、中間純損益（持

分に見合う額）及び利益剰余金

（持分に見合う額）等は、いずれ

も中間連結財務諸表に重要な影響

を及ぼしていないためであります。

(2) 主要な非連結子会社の名称

上海永谷園食品貿易有限公司

　非連結子会社は小規模であり、

総資産、売上高、中間純損益（持

分に見合う額）及び利益剰余金

（持分に見合う額）等は、いずれ

も中間連結財務諸表に重要な影響

を及ぼしていないためであります。

(2) 主要な非連結子会社の名称

上海永谷園食品貿易有限公司

　非連結子会社は小規模であり、

総資産、売上高、当期純損益（持

分に見合う額）及び利益剰余金

（持分に見合う額）等は、いずれ

も連結財務諸表に重要な影響を及

ぼしていないためであります。

 
 
 

 
 

 

 
 

 

  なお、前連結会計年度まで非連

結会社に含めていた㈱セ・デ・

べ・ジャポンについては、全保有

株式を売却したことにより非連結

子会社から除外しております。

２　持分法の適用に関する事
項

　持分法を適用していない非連結

子会社の上海永谷園食品貿易有限

公司他１社は、中間純損益（持分

に見合う額）及び利益剰余金（持

分に見合う額）等からみて、持分

法の対象から除いても中間連結財

務諸表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、持分法の適用範囲から除外し

ております。

　持分法を適用していない非連結

子会社の上海永谷園食品貿易有限

公司他１社は、中間純損益（持分

に見合う額）及び利益剰余金（持

分に見合う額）等からみて、持分

法の対象から除いても中間連結財

務諸表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、持分法の適用範囲から除外し

ております。

　持分法を適用していない主要な

非連結子会社の上海永谷園食品貿

易有限公司は、当期純損益（持分

に見合う額）及び利益剰余金（持

分に見合う額）等からみて、持分

法の対象から除いても連結財務諸

表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、

持分法の適用範囲から除外してお

ります。

３　連結子会社の中間決算日
（決算日）等に関する事
項

　中間決算日が中間連結決算日と

異なる場合の内容等

　㈱サンマーチの中間決算日は８

月31日であります。中間連結財務

諸表を作成するに当たっては、同

日現在の中間財務諸表を使用し、

中間連結決算日との間に生じた重

要な取引については、連結上必要

な調整を行っております。

　その他の連結子会社の中間決算
日と中間連結決算日は一致してお
ります。

　全ての連結子会社の中間決算日

と中間連結決算日は一致しており

ます。

　全ての連結子会社の決算日と連

結決算日は一致しております。
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

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
①　有価証券

子会社株式
　　　　 移動平均法による原価法

(1) 重要な資産の評価基準及び評価
方法
①　有価証券

 ―――――――
　　　

(1) 重要な資産の評価基準及び評価
方法
①　有価証券

 ―――――――

 
 
 

その他有価証券
時価のあるもの
　中間決算日の市場価格等
に基づく時価法（評価差額
は全部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）

その他有価証券
時価のあるもの

　同左

その他有価証券
時価のあるもの
　決算期末日の市場価格等
に基づく時価法（評価差額
は全部純資産直入法により
処理し、売却原価は移動平
均法により算定）

 
 

時価のないもの
  移動平均法による原価
法

     （会計方針の変更）
  従来、有価証券の評価
方法につきましては総平
均法によっておりました
が、当中間連結会計期間
より移動平均法に変更し
ております。この変更は、
有価証券取引の売却損益
を速やかに確定するため
のものであります。
  なお、この変更による
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。

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

 　　（会計方針の変更）
  従来、有価証券の評価
方法につきましては総平
均法によっておりました
が、当連結会計年度より
移動平均法に変更してお
ります。この変更は、有
価証券取引の売却損益を
速やかに確定するための
ものであります。
  なお、この変更により
税金等調整前当期純利益
が28百万円増加しており
ます。

 
 

②　たな卸資産
  主として月別移動平均法に
よる原価法

②　たな卸資産
同左

②　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
①　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
降取得した建物（付属設備を除
く）については、定額法を採用
しております。
　なお、主な耐用年数は以下の
とおりであります。

(2) 重要な減価償却資産の減価償却
の方法
①　有形固定資産
 定率法を採用しております。 
  ただし、平成10年４月１日以
降取得した建物（付属設備を除
く）については、定額法を採用
しております。
  なお、主な耐用年数は以下の
とおりであります。

(2) 重要な減価償却資産の減価償却
の方法
①　有形固定資産
 定率法を採用しております。 
  ただし、平成10年４月１日以
降取得した建物（付属設備を除
く）については、定額法を採用
しております。
  なお、主な耐用年数は以下の
とおりであります。

 建物及び構築物 ３～50年

機械装置
及び運搬具

２～15年

建物及び構築物 ３～50年

機械装置
及び運搬具

２～15年

建物及び構築物 ３～50年

機械装置
及び運搬具

２～15年

  ―――――――  （会計方針の変更）
  当社及び連結子会社は、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、
改正後の法人税法に基づく減価償
却の方法に変更しております。
  これにより営業利益、経常利益
及び税金等調整前中間純利益は、
それぞれ10百万円減少しておりま
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。

 ―――――――

 
 

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）に基づく定
額法を採用しております。

②　無形固定資産
同左

②　無形固定資産
同左
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

 
 
 

(3) 重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

　当中間連結会計期間末保有の

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。

(3) 重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

同左

(3) 重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

　当連結会計年度末保有の債権

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。

 
 

②　賞与引当金

　従業員に対して支給する賞与

の支出に充てるため、支給見込

額に基づき計上しております。

②　賞与引当金

同左

②　賞与引当金

同左

 
 

③　退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるた

め、当社は当連結会計年度末に

おける退職給付債務及び年金資

産の見込額に基づき、当中間連

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。なお、連結子会社に

ついては簡便法により計上して

おります。

　過去勤務債務は、その発生時

の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

定額法により費用処理しており

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損益処

理することとしております。

③　退職給付引当金

同左

③　退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるた

め、当社は当連結会計年度末に

おける退職給付債務及び年金資

産の見込額に基づき計上してお

ります。なお、連結子会社につ

いては簡便法により計上してお

ります。

　過去勤務債務は、その発生時

の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

定額法により費用処理しており

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損益処

理することとしております。

 
 

④　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、連結会社各社の内規

に基づく当中間連結会計期間末

要支給見積額を計上しておりま

す。

④　役員退職慰労引当金

同左

④　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、連結会社各社の内規

に基づく当連結会計年度末要支

給見積額を計上しております。
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

 
 

(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

 
 
 

(5) 重要なヘッジ会計の方法

①　ヘッジ会計の方法

　金利スワップについては、特

例処理の要件を満たしており、

特例処理を採用しております。

(5) 重要なヘッジ会計の方法

①　ヘッジ会計の方法

同左

(5) 重要なヘッジ会計の方法

①　ヘッジ会計の方法

同左

 
 

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段

…金利スワップ

ヘッジ対象

…長期借入金利息

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

 
 

③　ヘッジ方針

　当社グループでは社内規定に

基づき、将来の金利変動リスク

を回避する目的で行っておりま

す。

③　ヘッジ方針

同左

③　ヘッジ方針

同左

 
 

④　ヘッジ有効性評価の方法

　金利スワップの特例処理の要

件を満たしているため、金融商

品に係る会計基準に基づき有効

性の判定を省略しております。

④　ヘッジ有効性評価の方法

同左

④　ヘッジ有効性評価の方法

同左

 
 

(6) 消費税等の会計処理

　税抜方式を採用しております。

(6) 消費税等の会計処理

同左

(6) 消費税等の会計処理

同左

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

　中間連結キャッシュ・フロー計

算書における資金（現金及び現金

同等物）は、手許現金、要求払預

金及び取得日から３ヶ月以内に満

期日の到来する流動性の高い、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

負わない短期的な投資からなって

おります。

同左 　連結キャッシュ・フロー計算書

における資金（現金及び現金同等

物）は、手許現金、要求払預金及

び取得日から３ヶ月以内に満期日

の到来する流動性の高い、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

ない短期的な投資からなっており

ます。
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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18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３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）及び「貸借対照

表の純資産の部の表示に関する会計

基準等の適用指針」（企業会計基準

適用指針第８号　平成17年12月９日）

を適用しております。

  これまでの資本の部の合計に相当

する金額は22,612百万円でありま

す。

  なお、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、中間連結財務諸表規則

の改正に伴い、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）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、22,752百万円であります。

  なお、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、連結財務諸表規則の改正に伴い、

改正後の連結財務諸表規則により作

成しております。
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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９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成19年９月30日）

前連結会計年度末
（平成19年３月31日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額

16,703百万円

 

※１　有形固定資産の減価償却累計額

     16,786百万円

 

※１　有形固定資産の減価償却累計額

      16,465百万円

 
※２　担保資産及び担保付債務

　担保に供している資産は、次のとおり

であります。

※２　担保資産及び担保付債務

　担保に供している資産は、次のとおり

であります。

※２　担保資産及び担保付債務

　担保に供している資産は、次のとおり

であります。

建物及び
構築物 926百万円 (141百万円)

機械装置
及び運搬具

 31 ( 31　　　)

土地 1,273 (269　　　)

その他 0 (　0　　　)

計 2,231 (441  　　)

建物及び
構築物   897百万円 (131百万円)

機械装置
及び運搬具

 31 ( 31　　　)

土地   1,273 (269      )

その他 0 (  0      )

計 2,202 (432      )

建物及び
構築物    905百万円 (136百万円)

機械装置
及び運搬具

 31 ( 31　　　)

土地   1,337 (269　　　)

その他 0 (　0　　　)

計 2,274 (436  　　)

　担保付債務は、次のとおりであります。 　担保付債務は、次のとおりであります。 　担保付債務は、次のとおりであります。

短期借入金 460百万円 (160百万円)

長期借入金  1,366 (469　　　)

計 1,827 (630　　　)

短期借入金    442百万円 (142百万円)

長期借入金    924 (326      )

計 1,366 (469      )

短期借入金 460百万円 (160百万円)

長期借入金 1,136 (389　　　)

計 1,597 (549　　　)

　上記のうち（　）内書は工場財団抵当

並びに当該債務を示しております。

 

　上記のうち（　）内書は工場財団抵当

並びに当該債務を示しております。

 

　上記のうち（　）内書は工場財団抵当

並びに当該債務を示しております。

 
 ※３　のれん及び負ののれんの表示

　のれん及び負ののれんは、相殺表示し

ております。相殺前の金額は、次のとお

りであります。　

のれん 45百万円

負ののれん  707

差引 661

 ※３　　　　　───────

 

 ※３　　　　　───────
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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４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

※１　固定資産除却損の内訳は次のとおりで

あります。

※１　固定資産除却損の内訳は次のとおりで

あります。

※１　固定資産除却損の内訳は次のとおりで

あります。

　機械装置及び運搬具 0百万円

　解体撤去費用他  42

　計 42

　解体撤去費用他  4百万円

　  

　機械装置及び運搬具   1百万円

　ソフトウェア 7

　その他  61

　計 70

※２　減損損失

　当中間連結会計期間において、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。

※２　減損損失

　当中間連結会計期間において、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。

※２　減損損失

　当連結会計年度において、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。

場所
 事業の種
 類別セグ
 メント

用途 種類 減損損失

東京都他

（４件）
 外食事業

店舗資産

(外食店舗)

建物及び

構築物等
112百万円

東京都

（２件）

 その他の

 事業 

店舗資産

(鍼灸店舗)

建物及び

構築物等
1百万円

計 ― ― ― 114百万円

場所 用途 種類 減損損失

埼玉県他

（３件）

店舗資産

(外食店舗)

建物及び

構築物等
 210百万円

東京都

（１件）

店舗資産

(鍼灸店舗)

建物及び

構築物等
 0百万円

計 ― ―  211百万円

場所 用途 種類 減損損失

東京都他

（９件）

店舗資産

(外食店舗)

建物及び

構築物等
359百万円

東京都

（５件）

店舗資産

(鍼灸店舗)

建物及び

構築物等
 11百万円

東京都

（１件）
賃貸資産

建物及び

構築物等
 1百万円

計 ― ― 371百万円

　当社グループは、事業の種類別セグメ

ントを基礎とし、管理会計上の単位ごと

にグルーピングを行っており、店舗資産

については、それぞれの個別物件ごとに

グルーピングを行っております。

　営業活動から生ずる損益が継続してマ

イナスである資産グループ及び処分予定

である資産グループの帳簿価額を回収可

能価額まで減額し、当期減少額を減損損

失（114百万円）として特別損失に計上し

ております。

  なお、上記資産グループのうち、外食

店舗３件及び鍼灸店舗１件については、

当中間連結会計期間末において撤退して

おります。 

　また、上記資産グループの回収可能価

額は、その残存価額に重要性が乏しいた

め、残存価額を基に算定した正味売却価

額によっております。

　当社グループは、事業の種類別セグメ

ントを基礎とし、管理会計上の単位ごと

にグルーピングを行っており、店舗資産

については、それぞれの個別物件ごとに

グルーピングを行っております。

　営業活動から生ずる損益が継続してマ

イナスである資産グループ及び処分予定

である資産グループの帳簿価額を回収可

能価額まで減額し、当期減少額を減損損

失（211百万円）として特別損失に計上し

ております。

  なお、上記資産グループのうち、鍼灸

店舗１件については、当中間連結会計期

間末において撤退しております。 

　また、上記資産グループの回収可能価

額は、その残存価額に重要性が乏しいた

め、残存価額を基に算定した正味売却価

額によっております。

　当社グループは、事業の種類別セグメ

ントを基礎とし、管理会計上の単位ごと

にグルーピングを行っており、店舗資産

及び賃貸資産については、それぞれの個

別物件ごとにグルーピングを行っており

ます。

　営業活動から生ずる損益が継続してマ

イナスである資産グループ及び処分予定

である資産グループの帳簿価額を回収可

能価額まで減額し、当期減少額を減損損

失（371百万円）として特別損失に計上し

ております。

  なお、上記資産グループのうち、外食

店舗３件、鍼灸店舗１件及び賃貸資産１

件については、当連結会計年度において

撤退しております。 

　また、上記資産グループの回収可能価

額は、その残存価額に重要性が乏しいた

め、残存価額を基に算定した正味売却価

額によっております。
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（中間連結株主資本等変動計算書関係）

        前中間連結会計期間（自平成18年４月１日　至平成18年９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（千株）

当中間連結会計期間

増加株式数（千株）

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）

 　 発行済株式     

 　　 普通株式 38,277 － － 38,277 

 　　　　 合計  38,277 － － 38,277 

 　 自己株式     

      普通株式 （注） 558 17 2 574

合計 558 17 2 574 

 （注）1 普通株式の自己株式の株式数の増加17千株は、単元未満株式の買取請求による増加であります。

 　　　2 普通株式の自己株式の株式数の減少 2千株は、単元未満株式の買増請求による減少であります。

 

    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

（百万円）

１株当たり

配当額（円）
基準日 効力発生日

平成18年６月29日

定時株主総会
普通株式 292 7.75  平成18年３月31日  平成18年６月30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末後となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額

（百万円）
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11月10日

取締役会
普通株式 292 利益剰余金 7.75  平成18年９月30日  平成18年12月８日
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        当中間連結会計期間（自平成19年４月１日　至平成19年９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（千株）

当中間連結会計期間

増加株式数（千株）

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）

 　 発行済株式     

 　　 普通株式 38,277 － － 38,277 

 　　　　 合計 38,277 － － 38,277 

 　 自己株式     

      普通株式 （注） 588  17 0 605

合計 588 17 0 605 

 （注）1 普通株式の自己株式の株式数の増加17千株は、単元未満株式の買取請求による増加であります。

 　　　2 普通株式の自己株式の株式数の減少 0千株は、単元未満株式の買増請求による減少であります。

 

    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

（百万円）

１株当たり

配当額（円）
基準日 効力発生日

平成19年６月28日

定時株主総会
普通株式 292 7.75  平成19年３月31日  平成19年６月29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末後となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額

（百万円）
配当の原資 

１株当たり

配当額(円)
基準日 効力発生日

平成19年11月９日

取締役会
普通株式 291 利益剰余金 7.75  平成19年９月30日  平成19年12月７日
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        前連結会計年度（自平成18年４月１日　至平成19年３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（千株）

当連結会計年度増加

株式数（千株）

当連結会計年度減少

株式数（千株）

当連結会計年度末株

式数（千株）

 　 発行済株式     

 　　 普通株式 38,277 － － 38,277

 　　　　 合計 38,277 － －  38,277

 　 自己株式     

      普通株式 （注）  558  34 4  588

合計 558 34 4 588 

 （注）1 普通株式の自己株式の株式数の増加34千株は、単元未満株式の買取請求による増加であります。

 　　　2 普通株式の自己株式の株式数の減少 4千株は、単元未満株式の買増請求による減少であります。

 

    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

（百万円）

１株当たり

配当額（円）
基準日 効力発生日

平成18年６月29日

定時株主総会
普通株式  292  7.75  平成18年３月31日  平成18年６月30日

平成18年11月10日

取締役会 
普通株式 292 7.75 平成18年９月30日 平成18年12月８日 

 　　 (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期となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額

（百万円）
配当の原資 

１株当たり

配当額(円)
基準日 効力発生日

平成19年６月28日

定時株主総会
普通株式  292 利益剰余金 7.75  平成19年３月31日  平成19年６月29日

（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４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３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（平成18年９月30日現在）

　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19年９月30日現在）

　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19年３月31日現在）

現金及び預金勘定 5,580百万円

預入期間が３ヵ月を
超える定期預金他

 ―

現金及び現金同等物  5,580

現金及び預金勘定 5,995百万円

預入期間が３ヵ月を
超える定期預金他

 ―　

現金及び現金同等物 5,995

現金及び預金勘定      5,636百万円

預入期間が３ヵ月を
超える定期預金他

 ―　

現金及び現金同等物       5,636

（リース取引関係）

　リース取引に関する注記事項については、中間決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開

示を省略しております。
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（有価証券関係）

前中間連結会計期間末（平成18年９月30日）

１　その他有価証券で時価のあるもの

区分 取得原価（百万円）
中間連結貸借対照表
計上額（百万円）

差額（百万円）

(1) 株式 4,773 6,414 1,640

(2) 債券    

①　国債・地方債等 ― ― ―

②　社債 ― ― ―

③　その他 20 34 14

(3) その他 ― ― ―

合計 4,793 6,448 1,654

２　時価評価されていない主な有価証券

内容 中間連結貸借対照表計上額（百万円）

その他有価証券  

①　非上場株式 234

②　国債・地方債等 3

③　非上場国内債券 5

当中間連結会計期間末（平成19年９月30日）

１　その他有価証券で時価のあるもの

区分 取得原価（百万円）
中間連結貸借対照表
計上額（百万円）

差額（百万円）

(1) 株式 6,006 7,021 1,015

(2) 債券    

①　国債・地方債等 ― ― ―

②　社債 ― ― ―

③　その他 ― ― ―

(3) その他 ― ― ―

合計 6,006 7,021 1,015

２　時価評価されていない主な有価証券

内容 中間連結貸借対照表計上額（百万円）

その他有価証券  

①　非上場株式 348

②　国債・地方債等 3

③　非上場国内債券 5
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前連結会計年度末（平成19年３月31日）

１　その他有価証券で時価のあるもの

区分 取得原価（百万円）
連結貸借対照表計上額

（百万円）
差額（百万円）

(1) 株式 5,275 6,638 1,363

(2) 債券    

①　国債・地方債等 ― ― ―

②　社債 ― ― ―

③　その他 ― ― ―

(3) その他 ― ― ―

合計 5,275 6,638 1,363

２　時価評価されていない主な有価証券

内容 連結貸借対照表計上額（百万円）

その他有価証券  

①　非上場株式 348

②　国債・地方債等 3

③　非上場国内債券 5

（デリバティブ取引関係）

　前中間連結会計期間末（平成18年９月30日）、当中間連結会計期間末（平成19年９月30日）及び前連結会計

年度末（平成19年３月31日）

　該当事項はありません。

　なお、金利スワップ取引を行っておりますが、ヘッジ会計を適用しているため注記の対象から除いておりま

す。
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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４月１日　至平成18年９月30日）

 
食料品事業
（百万円）

外食事業
（百万円）

その他の
事業
（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 26,329 1,504 287 28,121 ― 28,121

(2) セグメント間の内部売上高

又は振替高
0 8 7 16 (16) ―

計 26,330 1,512 294 28,137 (16) 28,121

営業費用 25,565 1,565 270 27,400 (44) 27,355

営業利益又は営業損失（△） 764 △52 24 737 28 765

　（注）１　事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。

２　各事業の主な内容

①　食料品事業……………主に和風即席食品及び洋風・中華風即席食品の製造及び販売事業

②　外食事業………………主に和食レストラン事業

③　その他の事業…………主に鍼灸・マッサージ事業

３　全ての営業費用は各セグメントに配分されているため、配賦不能営業費用はありません。

当中間連結会計期間（自平成19年４月１日　至平成19年９月30日）

 
食料品事業
（百万円）

外食事業
（百万円）

その他の
事業
（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 26,380 1,119 249 27,748 ― 27,748

(2) セグメント間の内部売上高

又は振替高
0 9 5 16 (16) ―

計 26,380 1,129 255 27,764 (16) 27,748

営業費用 25,411 1,177 234 26,823 (21) 26,802

営業利益又は営業損失（△） 968 △48 20 941 5 946

　（注）１　事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。

２　各事業の主な内容

①　食料品事業……………主に和風即席食品及び洋風・中華風即席食品の製造及び販売事業

②　外食事業………………主に和食レストラン事業

③　その他の事業…………主に鍼灸・マッサージ事業

３　全ての営業費用は各セグメントに配分されているため、配賦不能営業費用はありません。

４　「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項　４　会計処理基準に関する事項　(２)重要な減価

償却資産の減価償却の方法　①有形固定資産(会計方針の変更)」に記載のとおり、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日以降取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減

価償却の方法に変更しております。これにより当中間連結会計期間における「食料品事業」の営業費用は９百

万円増加し、営業利益が同額減少しております。なお、「外食事業」及び「その他の事業」の営業費用並びに

営業利益に与える影響は軽微であります。
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前連結会計年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

 
食料品事業
（百万円）

外食事業
（百万円）

その他の
事業
（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 54,134 2,703 540 57,379 ― 57,379

(2) セグメント間の内部売上高

又は振替高
1 18 14 34 (34) ―

計 54,136 2,722 554 57,413 (34) 57,379

営業費用 52,307 2,855 526 55,688 (71) 55,616

営業利益又は営業損失（△） 1,828 △132 28 1,724 37 1,762

　（注）１　事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。

２　各事業の主な内容

①　食料品事業……………主に和風即席食品及び洋風・中華風即席食品の製造及び販売事業

②　外食事業………………主に和食レストラン事業

③　その他の事業…………主に鍼灸・マッサージ事業

 　　　 ３　全ての営業費用は各セグメントに配分されているため、配賦不能営業費用はありません。

ｂ．所在地別セグメント情報

前中間連結会計期間（自平成18年４月１日　至平成18年９月30日）、当中間連結会計期間（自平成19年４月

　 １日　至平成19年９月30日）及び前連結会計年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

本国以外の国又は地域に所在する連結子会社及び支店がないため、該当事項はありません。

ｃ．海外売上高

前中間連結会計期間（自平成18年４月１日　至平成18年９月30日）、当中間連結会計期間（自平成19年４月

  １日　至平成19年９月30日）及び前連結会計年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

海外売上高が連結売上高の10％未満のため、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４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１株当たり純資産額 599.75円

１株当たり中間純利益

金額
7.50円

１株当たり純資産額     601.33円

１株当たり中間純利益

金額
    11.02円

１株当たり純資産額     603.69円

１株当たり当期純利益

金額
     23.53円

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。

項目
前中間連結会計期間

(自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

中間（当期）純利益（百万円） 283 415 887

普通株主に帰属しない金額（百万円） ― ― ―

普通株式に係る中間（当期）純利益

（百万円）
283 415 887

普通株式の期中平均株式数（千株） 37,712 37,681 37,704

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。
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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９月30日）
当中間会計期間末

（平成19年９月30日）
対前中間期比
 

前事業年度の
要約貸借対照表

（平成19年３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  4,908   5,544   636 5,123   

２　受取手形  28   18   △10 13   

３　売掛金  6,735   6,846   111 6,167   

４　たな卸資産  5,621   5,738   117 5,811   

５　関係会社
短期貸付金

 2,122   1,930   △192 2,151   

６　その他  613   874   261 919   

流動資産合計   20,030 48.8  20,952 50.0 922  20,187 49.4

Ⅱ　固定資産            

１　有形固定資産            

(1) 建物  1,987   1,884   △103 1,916   

(2) 機械及び装置  1,728   1,448   △280 1,522   

(3) 土地  6,621   6,609   △12 6,616   

(4) その他  498   524   26 473   

有形固定資産
合計

※ 10,836   10,467   △369 10,529   

２　無形固定資産  199   152   △47 162   

３　投資その他の
資産

           

(1) 投資有価証券  6,669   7,361   692 6,979   

(2) その他  3,516   3,131   △385 3,175   

貸倒引当金  △221   △164   57 △160   

投資その他の
資産合計

 9,964   10,329   365 9,993   

固定資産合計   21,000 51.2  20,948 50.0 △52  20,685 50.6

資産合計   41,031 100.0  41,900 100.0 869  40,872 100.0
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前中間会計期間末

（平成18年９月30日）
当中間会計期間末

（平成19年９月30日）
対前中間期比
 

前事業年度の
要約貸借対照表

（平成19年３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
（％）

（負債の部）            

Ⅰ　流動負債            

１　買掛金  6,109   6,617   508 6,423   

２　短期借入金  3,000   4,500   1,500 3,500   

３　１年以内返済
予定長期借入金

 －   3,000   3,000 3,000   

４　関係会社
短期借入金

 1,340   700   △640 1,050   

５　未払金  4,013   3,931   △82 3,971   

６　未払法人税等  279   373   94 118   

７　未払消費税等  74   105   31 91   

８　賞与引当金  336   336   0 344   

９　その他  486   463   △23 347   

流動負債合計   15,640 38.1  20,028 47.8 4,388  18,847 46.1

Ⅱ　固定負債            

１　長期借入金  3,000   －   △3,000 －   

２　退職給付引当金  486   221   △265 307   

３　役員退職慰労
引当金

 684   743   59 713   

４　その他  662   590   △72 614   

固定負債合計   4,833 11.8  1,554 3.7 △3,279  1,635 4.0

負債合計   20,473 49.9  21,583 51.5 1,110  20,482 50.1
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前中間会計期間末

（平成18年９月30日）
当中間会計期間末

（平成19年９月30日）
対前中間期比
 

前事業年度の
要約貸借対照表

（平成19年３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
（％）

（純資産の部）            

Ⅰ　株主資本            

１　資本金   3,502 8.5  3,502 8.4 －  3,502 8.6

２　資本剰余金            

 (1) 資本準備金  6,409   6,409   － 6,409   

 (2) その他資本

　　 剰余金 
 42   42   0 42   

 　　資本剰余金

合計
  6,451 15.7  6,452 15.4 1  6,452 15.8

３　利益剰余金            

 (1) 利益準備金  875   875   － 875   

 (2) その他利益

     剰余金 
           

　　 別途積立金  12,150   12,150   － 12,150   

 　  繰越利益

剰余金
 495   635   140 490   

 　　利益剰余金

合計
  13,521 33.0  13,660 32.6 139  13,516 33.1

４　自己株式   △467 △1.1  △495 △1.2 △28  △480 △1.2

  株主資本合計   23,008 56.1  23,120 55.2 112  22,991 56.3

Ⅱ　評価・換算差額等            

１　その他有価証

券評価差額金
  979 2.4  612 1.5 △367  819 2.0

２　土地再評価

    差額金 
  △3,430 △8.4  △3,414 △8.2 16  △3,420 △8.4

  評価・換算

  差額等合計
  △2,451 △6.0  △2,802 △6.7 △351  △2,600 △6.4

  純資産合計   20,557 50.1  20,317 48.5 △240  20,390 49.9

  負債純資産合計   41,031 100.0  41,900 100.0 869  40,872 100.0
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(2) 中間損益計算書

  
前中間会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９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４月１日
至　平成19年３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   24,891 100.0  25,898 100.0 1,007  52,103 100.0

Ⅱ　売上原価   13,836 55.6  14,343 55.4 507  29,011 55.7

売上総利益   11,055 44.4  11,555 44.6 500  23,091 44.3

Ⅲ　販売費及び
一般管理費

  10,667 42.8  10,726 41.4 59  21,983 42.2

営業利益   387 1.6  829 3.2 442  1,107 2.1

Ⅳ　営業外収益            

１ 受取利息及び
   受取配当金

 60   71    90   

２ 不動産賃貸収入  49   40    95   

３ その他  22 131 0.5 12 124 0.5 △7 52 237 0.5

Ⅴ　営業外費用            

１ 支払利息  31   48    72   

２ 債権譲渡損  15   23    33   

３ 固定資産除却損  13   15    83   

４ 不動産賃貸費用  12   11    39   

５ その他  8 81 0.3 30 129 0.5 48 54 285 0.6

経常利益   438 1.8  824 3.2 386  1,060 2.0

Ⅵ　特別利益            

投資有価証券
売却益

 170 170 0.6 0 0 0.0 △170 170 170 0.3

Ⅶ　特別損失            

１ 会員権退会損  8   10    8   

２ 投資有価証券評価損  －   1    －   

３ 子会社株式売却損  21   －    21   

４ 子会社株式評価損  －   －    78   

５ 貸倒引当金繰入額  － 29 0.1 － 11 0.1 △18 3 110 0.2

税引前中間
（当期）純利益

  578 2.3  813 3.1 235  1,119 2.1

法人税、住民税
及び事業税

 258   352    417   

法人税等調整額  105 364 1.4 19 371 1.4 7 191 608 1.1

中間（当期）
純利益

  213 0.9  442 1.7 229  511 1.0
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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４月１日　至平成18年９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

合計資本準備

金

その他資

本剰余金

資本剰余

金合計

利益準備

金

その他利益剰余金

利益剰余

金合計別途積立

金

繰越利益

剰余金

平成18年３月31日　残高
                  （百万円）

3,502 6,409 41 6,451 875 12,150 585 13,611 △453 23,112

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当（注）       △292 △292  △292

役員賞与（注）       △11 △11  △11

中間純利益       213 213  213

自己株式の取得         △16 △16

自己株式の処分   0 0     1 1

株主資本以外の項目の中間

会計期間中の変動額（純額）
         ―

中間会計期間中の変動額合計

　　　　　　　　　（百万円）
－ － 0 0 － － △89 △89 △14 △103

平成18年９月30日　残高

　　　　　　　　　（百万円）
3,502 6,409 42 6,451 875 12,150 495 13,521 △467 23,008

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券
評価差額金

土地再評価差額金
   評価・換算
   差額等合計

平成18年３月31日　残高

                  （百万円）
1,587 △3,430 △1,843 21,269

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当（注）    △292

役員賞与（注）    △11

中間純利益    213

自己株式の取得    △16

自己株式の処分    1

株主資本以外の項目の中間

会計期間中の変動額（純額）
△608 － △608 △608

中間会計期間中の変動額合計

　　　　　　　　　（百万円）
△608 － △608 △711

平成18年９月30日　残高

　　　　　　　　　（百万円）
979 △3,430 △2,451 20,557

 （注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。
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  当中間会計期間（自平成19年４月１日　至平成19年９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

合計資本準備

金

その他資

本剰余金

資本剰余

金合計

利益準備

金

その他利益剰余金

利益剰余

金合計別途積立

金

繰越利益

剰余金

平成19年３月31日　残高
                  （百万円）

3,502 6,409 42 6,452 875 12,150 490 13,516 △480 22,991

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当       △292 △292  △292

中間純利益       442 442  442

自己株式の取得         △15 △15

自己株式の処分   0 0     0 0

土地再評価差額金の取崩額       △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）
         ―

中間会計期間中の変動額合計

　　　　　　　　　（百万円）
－ － 0 0 － － 144 144 △15 129

平成19年９月30日　残高

　　　　　　　　　（百万円）
3,502 6,409 42 6,452 875 12,150 635 13,660 △495 23,120

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券
評価差額金

土地再評価差額金
   評価・換算
   差額等合計

平成19年３月31日　残高

                  （百万円）
819 △3,420 △2,600 20,390

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当    △292

中間純利益    442

自己株式の取得    △15

自己株式の処分    0

土地再評価差額金の取崩額    △5

株主資本以外の項目の中間

会計期間中の変動額（純額）
△207 5 △201 △201

中間会計期間中の変動額合計

　　　　　　　　　（百万円）
△207 5 △201 △72

平成19年９月30日　残高

　　　　　　　　　（百万円）
612 △3,414 △2,802 20,317
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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４月１日　至平成19年３月31日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本

合計資本準備

金

その他資

本剰余金

資本剰余

金合計

利益準備

金

その他利益剰余金

利益剰余

金合計別途積立

金

繰越利益

剰余金

平成18年３月31日　残高
                  （百万円）

3,502 6,409 41 6,451 875 12,150 585 13,611 △453 23,112

事業年度中の変動額

剰余金の配当（注）       △292 △292  △292

剰余金の配当       △292 △292  △292

役員賞与（注）       △11 △11  △11

当期純利益       511 511  511

自己株式の取得         △30 △30

自己株式の処分   0 0     3 4

土地再評価差額金の取崩額       △10 △10  △10

株主資本以外の項目の事業

年度中の変動額（純額）
         ―

事業年度中の変動額合計

　　　　　　　　　（百万円）
－ － 0 0 － － △94 △94 △26 △121

平成19年３月31日　残高

　　　　　　　　　（百万円）
3,502 6,409 42 6,452 875 12,150 490 13,516 △480 22,991

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券
評価差額金

土地再評価差額金
   評価・換算
   差額等合計

平成18年３月31日　残高

                  （百万円）
1,587 △3,430 △1,843 21,269

事業年度中の変動額

剰余金の配当（注）    △292

剰余金の配当    △292

役員賞与（注）    △11

当期純利益    511

自己株式の取得    △30

自己株式の処分    4

土地再評価差額金の取崩額    △10

株主資本以外の項目の事業

年度中の変動額（純額）
△768 10 △757 △757

事業年度中の変動額合計

　　　　　　　　　（百万円）
△768 10 △757 △878

平成19年３月31日　残高

　　　　　　　　　（百万円）
819 △3,420 △2,600 20,390

 （注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前中間会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１　資産の評価基準及び評価

方法

 

(1) 有価証券

①　子会社株式

　　　　移動平均法による原価法

(1) 有価証券

①　子会社株式

同左

(1) 有価証券

①　子会社株式

同左

 

 

 

②　その他有価証券

  時価のあるもの

　中間決算日の市場価格等

に基づく時価法（評価差額

は全部純資産直入法により

処理し、売却原価は移動平

均法により算定）

②　その他有価証券

  時価のあるもの

同左

②　その他有価証券

  時価のあるもの

　決算期末日の市場価格等

に基づく時価法（評価差額

は全部純資産直入法により

処理し、売却原価は移動平

均法により算定）

 

 

  時価のないもの

  移動平均法による原価法

     （会計方針の変更）

  従来、有価証券の評価方

法につきましては総平均法

によっておりましたが、当

中間会計期間より移動平均

法に変更しております。こ

の変更は、有価証券取引の

売却損益を速やかに確定す

るためのものであります。

  なお、この変更による税

引前中間純利益に与える影

響は軽微であります。

  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

 　　（会計方針の変更）

  従来、有価証券の評価方

法につきましては総平均法

によっておりましたが、当

事業年度より移動平均法に

変更しております。この変

更は、有価証券取引の売却

損益を速やかに確定するた

めのものであります。

  これにより、税引前当期

純利益が28百万円増加して

おります。

 

 

(2) たな卸資産

月別移動平均法による原価法

(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

(1) 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

取得した建物（付属設備を除く）

については、定額法を採用してお

ります。

　なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。

(1) 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

取得した建物（付属設備を除く）

については、定額法を採用してお

ります。

　なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。

(1) 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

取得した建物（付属設備を除く）

については、定額法を採用してお

ります。

　なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。

 建物 ３～50年

機械及び装置 ２～13年

建物 ３～50年

機械及び装置 ２～13年

建物 ３～50年

機械及び装置 ２～13年

  ――――――― 　　（会計方針の変更） 

　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、

改正後の法人税法に基づく

減価償却の方法に変更して

おります。

　これにより営業利益、経

常利益及び税引前中間純利

益は、それぞれ５百万円減

少しております。

 ―――――――

 

 

 

(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）に基づく定額法を

採用しております。

(2) 無形固定資産

同左

(2) 無形固定資産

同左
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項目
前中間会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

３　引当金の計上基準

 

(1) 貸倒引当金

　当中間会計期間末保有の債権の

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。

(1) 貸倒引当金

同左

(1) 貸倒引当金

　当事業年度末保有の債権の貸倒

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。

 

 

(2) 賞与引当金

　従業員に対して支給する賞与の

支出に充てるため、支給見込額に

基づき計上しております。

(2) 賞与引当金

同左

(2) 賞与引当金

同左

 

 

(3) 退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、

当事業年度末における退職給付債

務及び年金資産の見込額に基づき、

当中間会計期間末において発生し

ていると認められる額を計上して

おります。

　過去勤務債務は、その発生時の

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

により費用処理しております。

　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

度から損益処理することとしてお

ります。

(3) 退職給付引当金

同左 

(3) 退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、

当事業年度末における退職給付債

務及び年金資産の見込額に基づき

計上しております。

　過去勤務債務は、その発生時の

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

により費用処理しております。

　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

度から損益処理することとしてお

ります。

 

 

(4) 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、当社内規に基づく当中間

会計期間末要支給見積額を計上し

ております。

(4) 役員退職慰労引当金

同左

(4) 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、当社内規に基づく当事業

年度末要支給見積額を計上してお

ります。

４　リース取引の処理方法 　リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引については、通

常の賃貸借取引に係る方法に準じた

会計処理によっております。

同左 同左

５　ヘッジ会計の方法

 

(1) ヘッジ会計の方法

　金利スワップについては、特例

処理の要件を満たしており、特例

処理を採用しております。

(1) ヘッジ会計の方法

同左

(1) ヘッジ会計の方法

同左

 

 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段…金利スワップ

ヘッジ対象…長期借入金利息

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

 

 

(3) ヘッジ方針

　当社では社内規定に基づき、将

来の金利変動リスクを回避する目

的で行っております。

(3) ヘッジ方針

同左

(3) ヘッジ方針

同左

 

 

(4) ヘッジ有効性評価の方法

　金利スワップの特例処理の要件

を満たしているため、金融商品に

係る会計基準に基づき有効性の判

定を省略しております。

(4) ヘッジ有効性評価の方法

同左

(4) ヘッジ有効性評価の方法

同左

６　その他中間財務諸表（財

務諸表）作成のための基

本となる重要な事項

消費税等の会計処理

　税抜方式を採用しております。

消費税等の会計処理

同左

消費税等の会計処理

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４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３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）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20,557百万円であります。

  なお、当中間会計期間における中

間貸借対照表の純資産の部について

は、中間財務諸表等規則の改正に伴

い、改正後の中間財務諸表等規則に

より作成しております。 

  ――――――――

 

 （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）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20,390百万円であります。

  なお、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、財務

諸表等規則の改正に伴い、改正後の

財務諸表等規則により作成しており

ます。 
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注記事項

（中間貸借対照表関係）

前中間会計期間末
（平成18年９月30日）

当中間会計期間末
（平成19年９月30日）

前事業年度末
（平成19年３月31日）

※　有形固定資産の減価償却累計額

12,124百万円

※　有形固定資産の減価償却累計額

      11,971百万円

※　有形固定資産の減価償却累計額

     11,804 百万円

   

（中間損益計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

　　減価償却実施額 　　減価償却実施額 　　減価償却実施額

　有形固定資産 327百万円

　無形固定資産 41百万円

　有形固定資産    302百万円

　無形固定資産   42百万円

　有形固定資産    675百万円

　無形固定資産   84百万円

（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４月１日　至平成18年９月30日）

 　   自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前事業年度末株式数

（千株）

当中間会計期間増加

株式数（千株）

当中間会計期間減少

株式数（千株）

当中間会計期間末

株式数（千株）

      普通株式　（注） 558 17 2 574

合計 558 17 2 574 

 （注）１　普通株式の自己株式の株式数の増加17千株は、単元未満株式の買取請求による増加であります。

 　　　２　普通株式の自己株式の株式数の減少 2千株は、単元未満株式の買増請求による減少であります。

 　     当中間会計期間（自平成19年４月１日　至平成19年９月30日）

 　   自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前事業年度末株式数

（千株）

当中間会計期間増加

株式数（千株）

当中間会計期間減少

株式数（千株）

当中間会計期間末

株式数（千株）

      普通株式　（注）  588  17 0 605

合計 588 17 0 605 

 （注）１　普通株式の自己株式の株式数の増加17千株は、単元未満株式の買取請求による増加であります。

 　　　２　普通株式の自己株式の株式数の減少 0千株は、単元未満株式の買増請求による減少であります。

 　     前事業年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

 　   自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前事業年度末株式数

（千株）

当事業年度増加

株式数（千株）

当事業年度減少

株式数（千株）

当事業年度末株式数

（千株）

      普通株式　（注）  558 34 4 588

合計 558 34 4 588 

 （注）１　普通株式の自己株式の株式数の増加34千株は、単元未満株式の買取請求による増加であります。

 　　　２　普通株式の自己株式の株式数の減少 4千株は、単元未満株式の買増請求による減少であります。
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（リース取引関係）

　リース取引に関する注記事項については、中間決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開

示を省略しております。

 

（有価証券関係）

  前中間会計期間末（平成18年９月30日）、当中間会計期間末（平成19年９月30日）及び前事業年度末（平成19

年３月31日）

　子会社株式で時価のあるものはありません。

（１株当たり情報）

前中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１株当たり純資産額 545.23円

１株当たり中間純利益

金額
5.67円

１株当たり純資産額     539.33円

１株当たり中間純利益

金額
  11.73円

１株当たり純資産額     541.00円

１株当たり当期純利益

金額
  13.55円

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。

項目
前中間会計期間

(自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日)

前事業年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

中間（当期）純利益（百万円） 213 442 511

普通株主に帰属しない金額（百万円） ― ― ―

普通株式に係る中間（当期）純利益

（百万円）
213 442 511

普通株式の期中平均株式数（千株） 37,712 37,681 37,704

（重要な後発事象）

　　該当事項はありません。

㈱永谷園（2899）平成 20 年３月期中間決算短信

－ 44 －



６．生産、受注及び販売の状況
(1)　生産実績

 　　生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

 （単位：百万円未満切捨）

事業の種類

前中間連結会計期間
(自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

金額
構成比
（％）

金額
構成比
（％）

前年同期比
（％）

金額
構成比
（％）

食料品事業

お茶づけ・ふりかけ類 7,926 28.5 7,967 28.5 100.5 16,799 29.6

スープ類 7,579 27.2 7,625 27.2 100.6 16,376 28.8

調理食品類 9,943 35.7 9,863 35.2 99.2 18,896 33.2

粉商品類 503 1.8 430 1.5 85.5 1,011 1.8

その他 1,907 6.8 2,117 7.6 111.0 3,761 6.6

小計 27,861 100.0 28,005 100.0 100.5 56,844 100.0

外食事業 － － － － － － －

その他の事業 － － － － － － －

合計 27,861 100.0 28,005 100.0 100.5 56,844 100.0

 　(注) １　金額は販売価格によっており、セグメント間の取引については相殺表示しております。

 　　　 ２　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

 　　 　３　上記食料品事業「その他」の主な内訳は、業務用商品、進物品であります。

 　　　 ４　外食事業及びその他の事業は、算定が困難なため記載しておりません。

 

 　(2)　受注状況

  一部の連結子会社は受注生産を行っておりますが、受注当日または翌日に製造・出荷の受注生産を行っておりま

すので、受注高及び受注残高の記載は省略しております。

 

   (3) 販売実績

 　　　販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

 （単位：百万円未満切捨）

事業の種類

前中間連結会計期間
(自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

金額
構成比
（％）

金額
構成比
（％）

前年同期比
（％）

金額
構成比
（％）

食料品事業

お茶づけ・ふりかけ類 7,658 27.2 7,581 27.3 99.0 15,566 27.1

スープ類 7,163 25.5 7,127 25.7 99.5 15,427 26.9

調理食品類 8,916 31.7 9,145 33.0 102.6 17,681 30.8

粉商品類 421 1.5 306 1.1 72.7 799 1.4

その他 2,169 7.7 2,218 8.0 102.3 4,660 8.1

小計 26,329 93.6 26,380 95.1 100.2 54,134 94.3

外食事業 1,504 5.4 1,119 4.0 74.4 2,703 4.7

その他の事業 287 1.0 249 0.9 86.8 540 1.0

合計 28,121 100.0 27,748 100.0 98.7 57,379 100.0

 　　(注)　１　セグメント間の取引については相殺消去しております。

 　　　　　２　上記食料品事業「その他」の主な内訳は、業務用商品、進物品であります。

 　　　　　３　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次のとおりであります。

 （単位：百万円未満切捨）

相手先
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

販売高
割合
（％）

販売高
割合
（％）

前年同期比
（％）

販売高
割合
（％）

三菱商事㈱ 25,459 90.5 25,510 91.9 100.2 52,379 91.3

 　　　　　４　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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