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１．平成19年12月中間期の連結業績（平成19年７月１日～平成19年12月31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12月中間期 14,202 10.1 △6 － 33 △94.4 △5 －

18年12月中間期 12,896 12.0 600 － 598 850.8 203 －

19年６月期 26,383 － 1,007 － 1,016 － 345 －

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12月中間期 △1 48 －

18年12月中間期 53 71 －

19年６月期 91 11 －

（参考）持分法投資損益 19年12月中間期 △1百万円 18年12月中間期 1百万円 19年６月期 △10百万円

(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12月中間期 17,344 7,971 45.9 2,103 04

18年12月中間期 16,685 8,010 47.9 2,111 27

19年６月期 16,635 8,170 49.0 2,153 41

（参考）自己資本 19年12月中間期 7,965百万円 18年12月中間期 7,997百万円 19年６月期 8,156百万円

(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12月中間期 △28 △469 △170 2,423

18年12月中間期 349 △385 △135 2,488

19年６月期 1,277 △710 △135 3,091

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６月期 － 45 00 45 00

20年６月期 － －

20年６月期（予想） － 45 00 45 00

３．平成20年６月期の連結業績予想（平成19年７月１日～平成20年６月30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 29,550 12.0 320 △68.2 360 △64.6 140 △59.4 36 96
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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　　無

②　①以外の変更　　　　　　　　　無

 

(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12月中間期 3,788,000株 18年12月中間期 3,788,000株 19年６月期 3,788,000株

②　期末自己株式数 19年12月中間期 160株 18年12月中間期 160株 19年６月期 160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、29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12月中間期の個別業績（平成19年７月１日～平成19年12月31日）

(1）個別経営成績 （％表示は対前年中間期増減率）

営業収益 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12月中間期 1,042 △43.8 382 △69.6 419 △67.3 394 △63.8

18年12月中間期 1,855 △2.5 1,260 2.3 1,281 2.6 1,091 24.1

19年６月期 2,437 － 1,203 － 1,255 － 976 －

１株当たり中間
（当期）純利益

円 銭

19年12月中間期 104 19

18年12月中間期 288 07

19年６月期 257 75

(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12月中間期 10,562 9,766 92.5 2,578 51

18年12月中間期 10,537 9,658 91.7 2,549 87

19年６月期 10,473 9,558 91.3 2,523 57

（参考）自己資本 19年12月中間期 9,766百万円 18年12月中間期 9,658百万円 19年６月期 9,558百万円

２．平成20年６月期の個別業績予想（平成19年７月１日～平成20年６月30日）

（％表示は対前期増減率）

営業収益 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 1,660 △31.9 305 △74.7 380 △69.7 360 △63.1 95 04

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

（将来に関する記述等についてのご注意）

１．本資料に記載されている当期の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。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、３ページ「1.経営

　成績(1)経営成績に関する分析」をご覧ください。

２．通期の連結業績予想及び個別業績予想に関する事項につきましては、中間期の実績及び今後の見通しを勘案

　し、予想数値を修正いたしました。なお、当該予想数値の修正に関する事項は、平成20年２月８日公表の

　「平成20年６月期中間（連結・個別）及び通期（連結・個別）業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照く

　ださい。
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１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

①当中間期の経営成績 

  当中間連結会計期間において、当社グループが属する菓子・食品業界では、原材料価格の高騰に見舞われました。

原油価格が一段と上昇したことに加え、穀物相場の高騰は食用油価格等へ転嫁され、菓子・食品メーカーでは製品価

格改定や内容量見直しが相次ぎました。

  当社グループのスナック部門は、引き続きロングセラーブランドの強化を主眼に置き、テレビコマーシャルを積極

的に投入し、主要エリアでのシェア拡大に努めました。その結果「コイケヤポテトチップス」並びに「カラムーチョ」

等のポテトスナックが堅調に売上を伸ばしました。

  タブレット部門につきましては、主力製品「ピンキー」が発売10周年を迎えたことを機に、価格見直しを断行し、

値下げいたしました。同時に、ブランド再活性化のため３年ぶりにテレビコマーシャルを投入、全面刷新を訴求いた

しました。また、香りをコンセプトにしたタブレット菓子の新ブランド「フラグレ」の発売が、売上増大に寄与いた

しました。

  利益面では、スナック部門において原材料価格の高騰が利益圧迫要因となりました。国際穀物価格の相次ぐ高値更

新により、パーム油をはじめとする食用油価格が大幅に上昇いたしました。原油価格も更に高騰し、燃料や包装資材

のコストアップにつながりました。これらを踏まえ、コスト削減の対策を講じてまいりましたが、影響は当初見込み

を上回り、利益を圧迫いたしました。また、新ブランド（「マヨポテト」、「フラグレ」、新「ピンキー」）の投入

が当中間連結会計期間に集中したため、広告宣伝費及び販売促進費が増加いたしました。加えて、台湾で湖池屋ブラ

ンドのスナック菓子を販売する台湾湖池屋股份有限公司で、馬鈴薯疫病被害により仕入原価が上昇いたしました。

  以上により、当中間連結会計期間における当社グループの業績は、売上高14,202百万円（前中間連結会計期間比

10.1％増）となりましたが、原材料価格の上昇と広告宣伝費等の増加により、経常利益33百万円（同94.4％減）、中

間純損失5百万円（前中間連結会計期間は中間純利益203百万円）となりました。

（スナック部門）

  当中間連結会計期間におけるスナック部門は、ロングセラーブランドの更なるシェア拡大と、新ブランド「マヨポ

テト」の発売に注力し、積極的な広告宣伝活動を行ないました。また、全国各地の小売・卸業者に向けたマーケティ

ング説明会を継続して拡販につなげました。

  ポテトスナックにつきましては、関東・中京・近畿エリアにおけるシェア拡大を目指し、積極的な広告宣伝・販促

活動を行ないました。製品戦略では、健康志向を意識した「減塩タイプ」製品を発売、食シーンに対応した食べきり

サイズ５袋をパックにした製品も好調に推移いたしました。

  新ブランドである「マヨポテト」は、ポテトチップスにマヨネーズソースをトッピングした製品で、マヨネーズユー

ザー層の開拓を目指してテレビコマーシャルを投入し、関東・近畿地方で先行発売いたしました。

  ポテトスナック以外のスナックにつきましては、平成19年４月に発売した「わいも！」の販売エリアを11月に拡大

いたしました。コーンスナック「ポリンキー」は、株式会社バンダイとコラボレーションした「ポリンキー meets 

ヒーローズ」シリーズを企画、２製品を発売してブランド力向上につなげました。「スコーン」では、吉本興業株式

会社とのタイアップキャンペーン『爆笑プレゼントキャンペーン』を実施いたしました。

  その結果、スナック部門の当中間連結会計期間の売上高は12,760百万円（前中間連結会計期間比8.1％増）となりま

した。

（タブレット部門）

  当中間連結会計期間におけるタブレット部門は、発売10周年を迎えた「ピンキー」の大幅刷新を核に活動を進めて

まいりました。製品戦略を見直し、容器の変更に加え、大幅に値下げいたしました。広告宣伝も積極的に展開、テレ

ビコマーシャルや駅広告等も投入いたしました。「ピーチミント」「グレープミント」に加え、新フレーバー「レモ

ンライムミント」「ライチスカッシュ」を発売し、ラインアップ拡充で消費者へのアピール力を高めました。更に日

本全国各地の名産品にこだわった「お土産ピンキー」シリーズは市場で好評を得て、７月に「東北限定ピンキー　さ

くらんぼミント」、９月に「京都限定ピンキー　抹茶ミルク味」を発売し、好調に推移いたしました。これにより「お

土産ピンキー」シリーズは９品のラインアップとなりました。

  新しいコンセプト製品として、香りに特化した新ブランド「フラグレ」を９月に発売いたしました。アロマオイル

の配合で、時間の経過とともに香りが変化する技術を開発し、12月には冬季限定のフレーバー「シャルドネゴールド

ミント」を発売いたしました。店頭では「香りが試せるテスター」付きの什器等を用いて視認性を高め、販売強化を

図りました。また、雑誌広告やウェブサイトを利用したプロモーションを積極的に展開いたしました。

  ソフトキャンディでは「ピンキーモンキーソフトキャンディ」で『ピンキー　にこにこバスタオルプレゼントキャ

ンペーン』を実施いたしました。
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  乳酸菌ＬＳ１配合のタブレット「クリッシュ」につきましては、ビタミンＥを配合するなど製品改良に努める一方、

通信販売の強化を進め、顧客数の増加を図りました。

  その結果、タブレット部門の当中間連結会計期間の売上高は1,442百万円(前中間連結会計期間比32.2％増)となりま

した。

 　 ②当期の見通し

     経済状況につきましては、企業の堅調な輸出や設備投資に支えられ、景気は緩やかな回復基調で推移いたしました

が、サブプライムローン問題に揺れる米国経済の低迷や原油価格の動向等、景気の下振れリスクが高まるにつれ、先

行きについての警戒感が強まっております。また、個人消費についても本格的な回復には至っておらず、物価の上昇

傾向が懸念されております。

このような状況下、当社グループは、『安全』『安心』な、そして新しい機能性のある製品づくりに邁進してまい

ります。

スナック部門につきましては、㈱湖池屋設立50周年記念による「コイケヤポテトチップス」ブランドの消費者キャ

ンペーン、新ブランド「マヨポテト」の全国展開及びコンビニエンスストアチャネル対応製品のシェア拡大を重点に

置き、増収を目指してまいります。

タブレット部門につきましては、積極的な販促活動等を実施し、主力製品「ピンキー」、「フラグレ」の売上拡大

を目指してまいります。また、新しいカテゴリーの開拓・育成にも推進してまいります。

以上のように下半期においては、増収を目指してまいりますが、当初計画で見込んだ以上に原材料価格が高騰した

とともに、当中間連結会計期間に新ブランドを投入したために広告宣伝費が増加したことにより、当期の見通しにつ

きましては、売上高29,550百万円（前連結会計年度比12.0％増）、営業利益320百万円（同68.2％減）、経常利益360

百万円（同64.6％減）、当期純利益140百万円（同59.4％減）を予定しております。　 

 

(2）財政状態に関する分析

①資産、負債及び純資産の状況

 　  (ア)資産

　流動資産の残高は10,253百万円（前連結会計年度は9,775百万円）となり、477百万円増加いたしました。主な要

因は、売上増加に伴う売上債権の増加（1,248百万円）と現金及び預金の減少（768百万円）によるものでありま

す。

  固定資産の残高は7,091百万円（前連結会計年度は6,859百万円）となり、231百万円増加いたしました。主な要

因は、投資有価証券の売買に伴う増加（249百万円）によるものであります。

     (イ)負債 

         流動負債の残高は7,225百万円（前連結会計年度は6,279百万円）となり、946百万円増加いたしました。主な

       要因は、未払金の増加（1,131百万円）によるものであります。 

     (ウ)純資産

  　　   純資産の残高は7,971百万円（前連結会計年度は8,170百万円）となり、199百万円減少いたしました。主な要因

       は、配当金の支払（170百万円）によるものであります。 

 

  ②当中間連結会計期間のキャッシュ・フローの状況

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は2,423百万円（前連結会計年度

は3,091百万円）となり、668百万円減少いたしました。 

 

当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

 

    （営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果使用した資金は28百万円（前中間連結会計期間は349百万円の収入）となりました。これは主に、売

上債権の増加（1,248百万円）及び法人税等の支払（188百万円）等の減少要因が、減価償却費（349百万円）及び未払

金の増加（1,093百万円）等の増加要因を上回ったことによるものであります。
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（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果使用した資金は469百万円（前中間連結会計期間は385百万円の支出）となりました。これは主に、

有形固定資産の取得による支出（284百万円）、投資有価証券の取得による支出（403百万円）等の減少要因が、定期

預金の払戻による収入（100百万円）、投資有価証券の売却による収入（173百万円）等の増加要因を上回ったことに

よるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果使用した資金は170百万円（前中間連結会計期間は135百万円の支出）となりました。これは配当金

の支払（170百万円）によるものであります。

　 なお、キャッシュ・フロー指標のトレンドは以下のとおりであります。

 平成16年6月期 平成17年6月期 平成18年6月期 平成19年6月期
平成20年6月期

中間

自己資本比率（％） 50.3 53.1 52.6 49.0 45.9 

時価ベースの自己資本比率

（％）
71.0 66.1 57.7 47.5 42.2 

キャッシュ・フロー対有利子

負債比率（％）
－ － － － －

インタレスト・カバレッジ・

レシオ（倍）
－ － 2,173.4 － －

（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／営業キャッシュ・フロー

      インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い

      １.各指標はいずれも連結ベースの財務数値により計算しております。

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

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

　　　 ローを使用しております。　

　　　４.インタレスト・カバレッジ・レシオの計算における利払いは、連結（中間連結）キャッシュ・フロー計算

       書に計上されている営業活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含まれている支払利息を対象とし

　　   ております。

 

(3）利益配分に関する基本方針及び当期の配当

当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営上重要な施策の一つとして位置付けております。

利益還元を行なうに際しては、安定した配当等を継続するとともにグループの業績に応じた成果の配分を行なうこ

とを基本方針としております。

具体的には、一定の株主還元割合を考慮した安定的な配当等を行ない当社株式の長期保有を促すとともに、各事業

年度の企業活動の成果を、事業収益、キャッシュ・フローの状況等を勘案しながら適正に還元することとしておりま

す。

内部留保資金については、将来における持続的な企業成長と経営環境の変化に対応するため、将来の新製品開発及

び新事業の展開、そして財務体質の一層の強化に用いることとし、企業価値の向上及び株主価値の増大に努めてまい

ります。

この方針に基づき、当期における剰余金の配当につきましては、前期と同じ１株当たり45円を予定しております。
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(4）事業等のリスク

      当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性のあるリスクや不確定な要因には主として以下のよう

　　なものがありますが、ここに記載されたものがすべてではありません。

 

　(ア) 食品の安全性について

　近年、菓子・食品業界におきましては、無認可添加物の使用など品質管理や、不正表示等の問題が発生しておりま

す。当社グループといたしましては「食品衛生法」や「農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律（ＪＡ

Ｓ）法」をはじめとする法令遵守を一層徹底するとともに、仕入先との連携を密にしながら品質管理体制の強化に取

り組んでおります。

　また、平成14年４月には、スウェーデン食品庁がポテトチップス等の食品に発ガン性物質（アクリルアミド）が含

まれている旨の調査結果を発表いたしました。厚生労働省は、アクリルアミドは多くの食品に存在する調査結果を発

表し、さまざまな食品をバランス良く取り、過度な摂取を控えるよう推奨しております。

　しかしながら、食品の安全性について、当社グループのみでは回避できない業界全般にわたる品質問題が発生した

場合、当社グループの業績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。

　(イ) 原材料市況の影響について

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

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

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

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

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

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

動があります。馬鈴薯のほか、原材料価格に影響を及ぼすものとして、原油や穀物等の国際商品相場の動向がありま

す。これらにより、利益率の低下や、販売機会の損失等、当社グループの業績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性

があります。

　(ウ) 新製品等に係るマーケティング費用について

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

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

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

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

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

響を及ぼす可能性があります。

　(エ) 天候不順等による製品需給の急激な変動について

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

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

     に影響することがあります。

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

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

     回る天候不順等が発生した場合、当社グループの業績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
    当社グループは、スナック菓子、タブレット菓子等の製造販売を主たる事業としております。当社は持株会社とし

 て、以下の子会社４社を統括しております。

    ㈱湖池屋

    ㈱フレンテ・インターナショナル

    ㈱アシスト

    台湾湖池屋股份有限公司

(1）スナック部門

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

　 い、関東工場、関東第二工場及び京都工場の３工場体制となっております。『安全』『安心』な製品づくりに加え、

   安定供給の実現に取り組んでおります。

    製品戦略につきましては、ロングセラー製品の販売強化に加え、新素材・新製法のスナック菓子づくりを目標に、

　 積極的な研究開発を行なっております。

    また、海外におけるスナック菓子販売事業を展開するため、平成18年８月に台湾湖池屋股份有限公司を設立し、台

湾市場での「湖池屋」ブランドの浸透を図っております。

 

     スナック菓子の製品ラインアップは、以下のとおりであります。

  「コイケヤポテトチップス」  馬鈴薯を主原料にしたポテトスナック

  「カラムーチョ」  馬鈴薯を主原料にした辛口ポテトスナック

  「すっぱムーチョ」  馬鈴薯を主原料にした酸味系ポテトスナック

 ポテトスナック  「オー！チップス」  馬鈴薯を主原料にした厚切り、波型のポテトスナック

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

  「マヨポテト」  馬鈴薯を主原料にしたマヨネーズ風味のポテトスナック

  「金じゃが」  馬鈴薯を主原料にした新製法のポテトスナック

 スナック

 「スコーン」  とうもろこしを主原料にしたコーンクランチスナック

 「ドンタコス」  とうもろこしを主原料にしたトルティアチップス

 「ポリンキー」  とうもろこしを主原料にした網目模様のコーンスナック

 「ポップナウ」  ポップコーン

 「わいも！」  乾燥馬鈴薯を主原料にした成型ポテトスナック

(2）タブレット部門

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

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

   なっております。

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

売から10年を経た平成19年11月に価格を見直し、容器デザインを刷新してブランドの再活性化を目指しております。

また、香りに特化したミントタブレット「フラグレ」を投入するなど、新しいコンセプト製品の育成にも取り組んで

おります。

    ソフトキャンディにつきましては「ピンキー」ブランドを冠した「ピンキーモンキーソフトキャンディ」の育成・

強化を推進しております。

 　 乳酸菌ＬＳ１配合のタブレット事業につきましては、通信販売の強化を図っております。歯科医院チャネル及び一

般オーラルケアチャネルでは、ライオン株式会社と提携し、同社より製品を販売しております。

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

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

  「ピンキー」  スウィートミントタブレット

  「フラグレ」  フレグランスミントタブレット

  「クリッシュ」
 乳酸菌ＬＳ１配合の機能性タブレット

 タブレット  「リビオ」

  「ドラゴンソウル」  ハードミントタブレット

  「ディルズ」  ハーブミックスタブレット

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

 

   　〔事業系統図〕

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

 

 

㈱湖池屋 
 

スナック菓子の製造販売 

㈱フレンテ 
 

グループ運営・管理 

㈱フレンテ・インターナショナル 
 

タブレット菓子等の製造販売 

㈱アシスト 
 

工場メンテナンス 

台湾湖池屋股份有限公司 
 

スナック菓子の販売 

顧客 
＜海外市場＞ 

顧客 
＜国内市場＞ 

台湾粉紅股份有限公司 
 

タブレット菓子等の製造販売 

華元食品股份有限公司 
 

スナック菓子の製造販売 

(業務提携)※２ 

(持分法適用関連会社) 
(連結子会社) 

(連結子会社) 

(連結子会社) 

(連結子会社)※１ 

工場作業役務提供 

出資及び販売 

販売 

販売 

商標使用承諾及び商品開発支援 

販売 

商標使用承諾及び 
商品開発支援 

出資及び統括 

(当社) 

販売 

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

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

販売 
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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『トータルマーケティングカンパニー』を目指し、製品開発やＰＲ、キャラクターを複合的に活用

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

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

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

おります。また、新市場の開拓を目指し、新製品開発を推進してまいります。

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

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

いります。

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

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

組んでおります。

(2）目標とする経営指標

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

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

頭に置いた経営にも注力してまいります。

(3）中長期的な会社の経営戦略

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

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

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

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

           新たな成長を実現する。

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

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

　(エ) 日本国内の人口減少を見据え、海外への販路拡大を進める。

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

現するための取り組みを行なっております。

(4）会社の対処すべき課題

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

としながら、新ブランドの開発・投入に邁進してまいりました。㈱フレンテ・インターナショナルは、主力製品「ピ

ンキー」を刷新のうえ再活性化に努め、新しいカテゴリーの開拓・育成並びに乳酸菌ＬＳ１の事業拡大を推進してま

いりました。

㈱湖池屋の課題は、一層のシェアアップとブランド育成であります。ロングセラーブランドの更なるシェア拡大を

目指すとともに、新ブランドとして投入した製品を育成し、販売エリア拡大に注力いたします。また、原油価格や原

材料価格の高騰を踏まえ、事業活動全般のコスト削減をはじめとする内部努力を徹底するとともに、製品の適正利益

の確保を図ってまいります。

㈱フレンテ・インターナショナルの課題は、収益性の改善と財務体質の健全化であります。タブレット製品につき

ましては、発売10周年を迎えて刷新した「ピンキー」の再活性化と、新しいコンセプト製品として投入した「フラグ

レ」を育成してまいります。また、新カテゴリー製品の開発に努め、売上拡大につなげます。

(5）内部管理体制の整備・運用状況

　当該事項につきましては、有価証券上場規程第８条の３及び適時開示等に関する規則第10条第３項に規定されてい

るコーポレート・ガバナンスに関する報告書の「内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況」に記

載し開示しているとおりであります。

 

(6) その他、会社の経営上の重要な事項

　　該当事項はありません。

㈱フレンテ（2226）平成 20 年６月期中間決算短信

－ 9 －



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12月31日）

当中間連結会計期間末
（平成19年12月31日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成19年６月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ　流動資産           

現金及び預金   2,488,760   2,423,039   3,191,189  

受取手形及び売掛金   5,556,305   6,031,648   4,783,147  

たな卸資産   1,297,428   1,316,464   1,368,288  

繰延税金資産   334,463   351,497   312,381  

その他   90,668   132,605   122,512  

貸倒引当金   △1,803   △1,803   △1,803  

流動資産合計   9,765,824 58.5  10,253,451 59.1  9,775,716 58.8

Ⅱ　固定資産           

１　有形固定資産 ※          

建物及び構築物  2,114,227   2,037,245   2,062,477   

機械装置及び運搬
具

 2,020,261   1,921,198   1,937,614   

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

その他  93,775 5,678,592  137,094 5,545,866  102,080 5,552,500  

２　無形固定資産   53,421   123,514   93,260  

３　投資その他の資産           

繰延税金資産  686,217   649,159   683,880   

その他  501,335   772,961   530,174   

貸倒引当金  △174 1,187,378  － 1,422,120  － 1,214,054  

固定資産合計   6,919,392 41.5  7,091,501 40.9  6,859,815 41.2

資産合計   16,685,216 100.0  17,344,953 100.0  16,635,531 100.0
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前中間連結会計期間末
（平成18年12月31日）

当中間連結会計期間末
（平成19年12月31日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成19年６月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）           

Ⅰ　流動負債           

買掛金   2,861,824   3,090,071   3,047,063  

未払金   2,889,989   3,663,776   2,532,387  

未払法人税等   325,743   59,964   189,316  

役員賞与引当金   9,600   9,190   19,200  

賞与引当金   96,341   100,390   102,656  

その他   322,827   301,951   388,711  

流動負債合計   6,506,325 39.0  7,225,344 41.6  6,279,335 37.8

Ⅱ　固定負債           

繰延税金負債   8,620   3,676   3,652  

年金基金脱退損失引
当金

  97,482   91,124   95,362  

退職給付引当金   857,550   846,690   873,787  

役員退職慰労引当金   713,053   716,337   722,283  

その他   491,933   490,330   490,330  

固定負債合計   2,168,639 13.0  2,148,159 12.4  2,185,416 13.1

負債合計   8,674,965 52.0  9,373,503 54.0  8,464,751 50.9

           

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

１ 資本金   401,490 2.4  401,490 2.3  401,490 2.4

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

３ 利益剰余金   7,305,815 43.8  7,271,418 41.9  7,447,458 44.8

４ 自己株式   △456 △0.0  △456 △0.0  △456 △0.0

株主資本合計   7,992,724 47.9  7,958,327 45.9  8,134,367 48.9

Ⅱ　評価・換算差額等           

１ その他有価証券評価
   差額金

  2,313 0.0  803 0.0  17,842 0.1

２ 為替換算調整勘定   2,133 0.0  6,862 0.1  4,546 0.0

評価・換算差額等合計   4,447 0.0  7,666 0.1  22,388 0.1

Ⅲ　少数株主持分   13,079 0.1  5,456 0.0  14,023 0.1

純資産合計   8,010,251 48.0  7,971,449 46.0  8,170,780 49.1

負債純資産合計   16,685,216 100.0  17,344,953 100.0  16,635,531 100.0

           

㈱フレンテ（2226）平成 20 年６月期中間決算短信

－ 11 －



(2) 中間連結損益計算書

  
前中間連結会計期間

（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年７月１日
至　平成19年12月31日）

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（自　平成18年７月１日
至　平成19年６月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   12,896,937 100.0  14,202,863 100.0  26,383,077 100.0

Ⅱ　売上原価   7,280,172 56.4  8,232,089 58.0  14,864,426 56.3

売上総利益   5,616,764 43.6  5,970,774 42.0  11,518,651 43.7

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１  5,016,021 38.9  5,977,495 42.0  10,511,302 39.9

営業利益（△損失）   600,742 4.7  △6,721 △0.0  1,007,348 3.8

Ⅳ　営業外収益           

受取利息  972   6,725   6,960   

持分法による投資利
益

 1,729   －   －   

投資有価証券売却益  4,081   －   4,081   

固定資産売却益  ※２ －   8,250   654   

還付加算金  1,227   －   1,239   

ロイヤルティ収入  1,799   －   1,799   

為替差益  520   －   1,345   

損害賠償金収入  －   37,597   －   

受取保険金  －   10,084   14,133   

その他  4,545 14,876 0.1 8,628 71,285 0.5 10,646 40,859 0.2

Ⅴ　営業外費用           

固定資産除却損  ※３ 12,558   5,685   16,378   

持分法による投資損
失

 －   1,075   10,033   

投資有価証券売却損  4,970   －   4,970   

製品廃棄損  －   16,468   －   

プロジェクト関連損
失

 －   4,608   －   

その他  48 17,577 0.2 3,172 31,009 0.3 659 32,040 0.1

経常利益   598,041 4.6  33,554 0.2  1,016,167 3.9

Ⅵ　特別利益           

投資有価証券売却益  －   23,250   －   

年金基金脱退損失引
当金戻入益

 10,595 10,595 0.1 4,238 27,488 0.2 12,715 12,715 0.0

Ⅶ　特別損失           

減損損失  ※４ 148,578   4,382   223,580   

投資有価証券評価損  － 148,578 1.1 1,523 5,905 0.0 － 223,580 0.8

税金等調整前中間
（当期）純利益

  460,058 3.6  55,137 0.4  805,302 3.1

法人税、住民税及び
事業税

 333,406   62,314   526,430   

法人税等調整額  △74,328 259,077 2.0 7,075 69,389 0.5 △65,452 460,977 1.8

少数株主損失   2,470 0.0  8,665 0.1  770 0.0

中間（当期）純利益
（△損失)

  203,451 1.6  △5,587 △0.0  345,094 1.3
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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７月１日　至　平成18年12月31日）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

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

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当   △151,513  △151,513

中間純利益   203,451  203,451

株主資本以外の項目の中間連結
会計期間中の変動額（純額）

     

中間連結会計期間中の変動額合計
　　　　　　　　　　　（千円）

－ － 51,937 － 51,937

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

評価・換算差額等

少数株主持分 純資産合計
その他有価証券
評価差額金

為替換算調整勘定
評価・換算
差額等合計

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

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当     △151,513

中間純利益     203,451

株主資本以外の項目の中間連結
会計期間中の変動額（純額）

△1,883 △2,317 △4,200 13,079 8,878

中間連結会計期間中の変動額合計
　　　　　　　　　　　（千円）

△1,883 △2,317 △4,200 13,079 60,816

平成18年12月31日　残高（千円） 2,313 2,133 4,447 13,079 8,010,251
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　当中間連結会計期間（自　平成19年７月１日　至　平成19年12月31日）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成19年６月30日　残高（千円） 401,490 285,875 7,447,458 △456 8,134,367

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当   △170,452  △170,452

中間純損失   △5,587  △5,587

株主資本以外の項目の中間連結
会計期間中の変動額（純額）

     

中間連結会計期間中の変動額合計
　　　　　　　　　　　（千円）

－ － △176,040 － △176,040

平成19年12月31日　残高（千円） 401,490 285,875 7,271,418 △456 7,958,327

評価・換算差額等

少数株主持分 純資産合計
その他有価証券
評価差額金

為替換算調整勘定
評価・換算
差額等合計

平成19年６月30日　残高（千円） 17,842 4,546 22,388 14,023 8,170,780

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当     △170,452

中間純損失     △5,587

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）

△17,038 2,315 △14,722 △8,567 △23,290

中間連結会計期間中の変動額合計
　　　　　　　　　　　（千円）

△17,038 2,315 △14,722 △8,567 △199,330

平成19年12月31日　残高（千円） 803 6,862 7,666 5,456 7,971,449
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　前連結会計年度（自　平成18年７月１日　至　平成19年６月30日）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

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

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当   △151,513  △151,513

当期純利益   345,094  345,094

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額（純額）

     

連結会計年度中の変動額合計
　　　　　　　　　　　（千円）

－ － 193,581 － 193,581

平成19年６月30日　残高（千円） 401,490 285,875 7,447,458 △456 8,134,367

評価・換算差額等

少数株主持分 純資産合計
その他有価証券
評価差額金

為替換算調整勘定
評価・換算
差額等合計

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

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当     △151,513

当期純利益     345,094

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額（純額）

13,644 95 13,740 14,023 27,764

連結会計年度中の変動額合計
　　　　　　　　　　　（千円）

13,644 95 13,740 14,023 221,345

平成19年６月30日　残高（千円） 17,842 4,546 22,388 14,023 8,170,780
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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７月１日
至　平成18年12月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年７月１日
至　平成19年12月31日）

前連結会計年度の要約連結
キャッシュ・フロー計算書
（自　平成18年７月１日
至　平成19年６月30日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー     

税金等調整前中間（当期）純利益  460,058 55,137 805,302

減価償却費  366,703 349,318 753,200

持分法による投資利益  △1,729 － －

持分法による投資損失  － 1,075 10,033

投資有価証券売却益  － △23,250 △4,081

減損損失  148,578 4,382 223,580

退職給付引当金の増減額
（△：減少額）

 11,032 △27,096 27,269

役員退職慰労引当金の増減額
（△：減少額）

 5,446 △5,946 14,676

賞与引当金の増減額
（△：減少額）

 △4,298 △2,266 2,016

役員賞与引当金の増減額
（△：減少額） 

 △7,640 △10,010 1,960

年金基金脱退損失引当金の増減額
（△：減少額）

 △10,595 △4,238 △12,715

売上債権の増減額
（△：増加額）

 △1,802,812 △1,248,500 △1,029,655

たな卸資産の増減額
（△：増加額）

 △521,683 51,824 △592,543

仕入債務の増減額
（△：減少額）

 524,358 43,007 709,597

未払金の増減額
（△：減少額）

 953,903 1,093,516 422,015

その他  125,876 △123,950 174,142

小計  247,198 153,003 1,504,800

法人税等の還付額  101,847 － 190,491

法人税等の支払額  － △188,709 △423,735

その他  665 7,543 5,945

営業活動によるキャッシュ・フロー  349,711 △28,161 1,277,500

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー     

定期預金の払戻による収入  － 100,000 200,000

有形固定資産の取得による支出  △396,529 △284,490 △607,680

投資有価証券の取得による支出  － △403,906 －

投資有価証券の売却による収入  12,787 173,250 －

その他  △1,906 △54,572 △303,290

投資活動によるキャッシュ・フロー  △385,648 △469,719 △710,970

     

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー     

配当金の支払額  △151,513 △170,452 △151,513

少数株主に対する株式の発行によ
る収入

 15,550 － 15,550

財務活動によるキャッシュ・フロー  △135,963 △170,452 △135,963
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前中間連結会計期間

（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年７月１日
至　平成19年12月31日）

前連結会計年度の要約連結
キャッシュ・フロー計算書
（自　平成18年７月１日
至　平成19年６月30日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

 Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額  △1,504 184 △1,543

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額
（△：減少額）

 △173,404 △668,149 429,023

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高  2,662,165 3,091,189 2,662,165

Ⅶ　現金及び現金同等物の中間期末
（期末）残高

※ 2,488,760 2,423,039 3,091,189
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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７月１日
至　平成18年12月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年７月１日
至　平成19年12月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年７月１日
至　平成19年６月30日）

１．連結の範囲に関する事項   子会社はすべて連結しております。

 　連結子会社の数　４社

  子会社はすべて連結しております。

 　連結子会社の数　４社

　子会社はすべて連結しております。

 　連結子会社の数　４社

 　連結子会社の名称

 　　㈱湖池屋

 　　㈱フレンテ・インターナショ

　　 ナル

     ㈱アシスト

     台湾湖池屋股份有限公司

       なお、台湾湖池屋股份有限公

     司は新規設立により当中間連結

     会計期間から連結の範囲に含め

     ております。　　

 　連結子会社の名称

 　　㈱湖池屋

 　　㈱フレンテ・インターナショ

　　 ナル

     ㈱アシスト

     台湾湖池屋股份有限公司

     

 　連結子会社の名称

 　　㈱湖池屋

 　　㈱フレンテ・インターナショ

　　 ナル

   　㈱アシスト

  　 台湾湖池屋股份有限公司

     　なお、台湾湖池屋股份有限公

     司は新規設立により当連結会計

     年度から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 (1）持分法を適用している関連会社

１社　台湾粉紅股份有限公司

同左 同左

(2）持分法を適用していない関連会

社はありません。

３．連結子会社の中間決算日

（決算日）等に関する事項

  連結子会社のうち、台湾湖池屋

股份有限公司の中間決算日は９月30

日であります。中間連結財務諸表の

作成にあたっては、同中間決算日現

在の中間財務諸表を使用しておりま

す。なお、中間連結決算日までの期

間に発生した重要な取引については、

連結上必要な調整を行なっておりま

す。　

　　　　　　　同左 　連結子会社のうち、台湾湖池屋

股份有限公司の決算日は３月31日で

あります。連結財務諸表の作成にあ

たっては、同決算日現在の財務諸表

を使用しております。なお、連結決

算日までの期間に発生した重要な取

引については、連結上必要な調整を

行なっております。　 

４．会計処理基準に関する事項

(1）重要な資産の評価基準及び

評価方法

イ　有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

　  中間連結決算日の市場

  価格等に基づく時価法  

 （評価差額は全部純資産

　直入法により処理し、売

　却原価は移動平均法によ

　り算定）を採用しており

　ます。

イ　有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

　　　　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、売却原価は移

　動平均法により算定）を

　採用しております。

時価のないもの

　  移動平均法による原価

  法を採用しております。

時価のないもの

同左

時価のないもの

同左

ロ　たな卸資産

製品及び原材料

　移動平均法による原価法を

採用しております。

ロ　たな卸資産

製品及び原材料

同左

ロ　たな卸資産

製品及び原材料

同左
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年７月１日
至　平成19年12月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年７月１日
至　平成19年６月30日）

(2）重要な減価償却資産の減価

償却の方法

イ　有形固定資産

　  定率法を採用しておりま

  す。

　 （ただし、平成10年４月

 １日以降に取得した建物

 （附属設備を除く）は定額

　法によっております。）

　  なお、主な耐用年数は以

  下のとおりであります。

建物及び構築物

15～50年

機械装置及び運搬具

６～９年

イ　有形固定資産

　　　当社及び国内連結子会社は

 　 定率法を、また、在外連結子

    会社は定額法を採用しており

    ます。

     （ただし、当社及び国内連結

     子会社は平成10年４月１日以

     降に取得した建物（附属設備

     を除く）については定額法に

     よっております。）

       なお、主な耐用年数は以下

     のとおりであります。

     建物及び構築物

 15～50年

     機械装置及び運搬具

 ６～９年

イ　有形固定資産

　　　当社及び国内連結子会社は

 　 定率法を、また、在外連結子

    会社は定額法を採用しており

    ます。

     （ただし、当社及び国内連結

     子会社は平成10年４月１日以

     降に取得した建物（附属設備

     を除く）については定額法に

     よっております。） 

       なお、主な耐用年数は以下

     のとおりであります。 

     建物及び構築物 

  15～50年

     機械装置及び運搬具 

  ６～９年

  （追加情報） 

　当社及び国内連結子会社は、法

人税法改正に伴い、平成19年３月

31日以前に取得した資産について

は、改正前の法人税法に基づく減

価償却の方法の適用により取得価

額の５％に到達した連結会計年度

の翌連結会計年度より、取得価額

の５％相当額と備忘価額との差額

を５年間にわたり均等償却し、減

価償却費に含めて計上しておりま

す。

　これにより営業損失が19,580千

円増加し、経常利益及び税金等調

整前中間純利益は、それぞれ

19,580千円減少しております。

 

 

 ロ　無形固定資産

　  定額法を採用しておりま

  す。

　  なお、主な耐用年数は以

  下のとおりであります。

自社利用ソフトウェア

５年

ロ　無形固定資産

同左

ロ　無形固定資産

同左

(3）重要な引当金の計上基準 イ　貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備

えるため、一般債権については

貸倒実績率により、貸倒懸念債

権等特定の債権については個別

に回収可能性を検討し、回収不

能見込額を計上しております。

イ　貸倒引当金

同左

イ　貸倒引当金

同左

 ロ　役員賞与引当金

　役員に対する賞与の支給に備

えるため、当連結会計年度にお

ける支給見込額の当中間連結会

計期間負担額を計上しておりま

す。

ロ　役員賞与引当金

　　　　　同左

ロ　役員賞与引当金 

 　 　役員に対する賞与の支給に

　　備えるため、支給見込額に基

　　づき計上しております。

ハ　賞与引当金

　従業員に対する賞与の支給に

備えるため、支給見込額に基づ

き計上しております。

ハ　賞与引当金

同左

ハ　賞与引当金

同左
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年７月１日
至　平成19年12月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年７月１日
至　平成19年６月30日）

(3）重要な引当金の計上基準 ニ　年金基金脱退損失引当金

　厚生年金基金規約第76条の３

「減少設立事業所に係る不足額

の一括徴収の規定」に該当した

場合における特別掛金の支出に

備えるため、同規約に基づく中

間連結会計期間末現在の特別掛

金見込額を計上しております。

ニ　年金基金脱退損失引当金

同左

ニ　年金基金脱退損失引当金

　厚生年金基金規約第76条の３

「減少設立事業所に係る不足額

の一括徴収の規定」に該当した

場合における特別掛金の支出に

備えるため、同規約に基づく連

結会計年度末現在の特別掛金見

込額を計上しております。

ホ　退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるた

め、当連結会計年度末における

退職給付債務見込額に基づき、

当中間連結会計期間末において

発生していると認められる額を

計上しております。

　数理計算上の差異は、各連結

会計年度の発生時における従業

員の平均残存勤務期間以内の一

定の年数（10年）による定額法

により按分した額をそれぞれ発

生した翌連結会計年度から費用

処理しております。

ホ　退職給付引当金

同左

ホ　退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるた

め、当連結会計年度末における

退職給付債務見込額に基づき計

上しております。

　数理計算上の差異は、各連結

会計年度の発生時における従業

員の平均残存勤務期間以内の一

定の年数（10年）による定額法

により按分した額をそれぞれ発

生した翌連結会計年度から費用

処理しております。

ヘ　役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支給に備

えるため、内規に基づく中間期

末要支給額を計上しております。

ヘ　役員退職慰労引当金

同左

ヘ　役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支給に備

えるため、内規に基づく期末要

支給額を計上しております。

(4) 重要な外貨建の資産又は負

債の本邦通貨への換算の基

準

――――― 

 

　外貨建金銭債権債務は、中間

連結決算日の直物為替相場によ

り円貨に換算し、換算差額は損

益として処理しております。な

お、在外子会社等の資産及び負

債は、中間決算日の直物為替相

場により円貨に換算し、収益及

び費用は期中平均相場により円

貨に換算し、換算差額は純資産

の部における為替換算調整勘定

及び少数株主持分に含めて計上

しております。 

 

――――― 

 

(5）重要なリース取引の処理方

法

　リース物件の所有権が借主に

移転すると認められるもの以外

のファイナンス・リース取引に

ついては、通常の賃貸借取引に

係る方法に準じた会計処理に

よっております。

同左 同左

 (6)その他中間連結財務諸表

   （連結財務諸表）作成のた

    めの基本となる重要な事

    項

イ　消費税等の会計処理

　消費税及び地方消費税の会計

処理は税抜方式によっておりま

す。

 

イ　消費税等の会計処理

　　　　　　 同左

 

イ　消費税等の会計処理

　　　　  同左

ロ　連結納税制度の適用

　     連結納税制度を適用してお

     ります。

ロ　連結納税制度の適用

　　　　　同左

ロ　連結納税制度の適用

　　　　　同左

５．中間連結キャッシュ・フ

ロー計算書（連結キャッ

シュ・フロー計算書）にお

ける資金の範囲

　手許現金、随時引き出し可能な預

金及び容易に換金可能であり、かつ、

価値の変動について僅少なリスクし

か負わない取得日から３カ月以内に

償還期限の到来する短期投資から

なっております。

同左  同左
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前中間連結会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年７月１日
至　平成19年12月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年７月１日
至　平成19年６月30日）

　　　    　　　―――――

    

 

 

 

 

 

　　　    　　　―――――   

 

 

 

  

 

固定資産の減価償却方法の変更　　

平成19年４月１日以降取得した有形固定資

産の償却方法については、平成19年度税制改

正により導入された新たな定額法及び定率法

に変更しております。

　なお、この変更による営業利益、経常利益

及び税金等調整前当期純利益に与える影響は

軽微であります。

表示方法の変更

前中間連結会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年７月１日
至　平成19年12月31日）

（中間連結損益計算書関係）

  「ロイヤルティ収入」は、前中間連結会計期間まで営業外収益の「そ

の他」に含めて表示しておりましたが、営業外収益の総額の100分の10

を超えたため区分掲記しております。

なお、前中間連結会計期間における「ロイヤルティ収入」は3,409千

円であります。 

 

（中間連結損益計算書関係）

１．　前中間連結会計期間まで区分掲記しておりました「還付加算

　  金」（当中間連結会計期間は204千円）は、金額的重要性が乏し

　　くなったため営業外収益の「その他」に含めて表示しておりま

　　す。

２．　「固定資産売却益」は前中間連結会計期間まで営業外収益の

　 「その他」に含めて表示しておりましたが、営業外収益の総額の

　  100分の10を超えたため区分掲記しております。

　　　なお、前中間連結会計期間における「固定資産売却益」は642 

    千円であります。

３．　「受取保険金」は前中間連結会計期間まで営業外収益の「その

　　他」に含めて表示しておりましたが、営業外収益の総額の100分

　　の10を超えたため区分掲記しております。

　　　なお、前中間連結会計期間における「受取保険金」は93千円で

　　あります。

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

１．　営業活動によるキャッシュ・フローの「投資有価証券売却益」

　  は前中間連結会計期間まで「その他」に含めて表示しておりまし

    たが、金額的重要性が増加したため区分掲記しております。

　　  なお、前中間連結会計期間における「投資有価証券売却益」は

　  4,081千円であります。

２．　営業活動によるキャッシュ・フローの「法人税等の還付額」

　　は、当中間連結会計期間において、金額的重要性が乏しくなっ

　　たため「法人税等の支払額」に含めて表示しております。

　　　なお、当中間連結会計期間の「法人税等の支払額」に含まれ

　　ている「法人税等の還付額」は4,489千円であります。 

３．  投資活動によるキャッシュ・フローの「投資有価証券の取得に

　　よる支出」は前中間連結会計期間まで「その他」に含めて表示

　　しておりましたが、金額的重要性が増加したため区分掲記して

　　おります。

　　　なお、前中間連結会計期間における「投資有価証券の取得によ

　　る支出」は300千円であります。
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注記事項

（中間連結貸借対照表関係）

前中間連結会計期間末
（平成18年12月31日）

当中間連結会計期間末
（平成19年12月31日）

前連結会計年度末
（平成19年６月30日）

※　 有形固定資産の減価償却累計額

8,550,351千円

※　 有形固定資産の減価償却累計額

         9,052,946千円

※　有形固定資産の減価償却累計額

         8,875,881千円

（中間連結損益計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年７月１日
至　平成19年12月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年７月１日
至　平成19年６月30日）

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費

目及び金額は次のとおりであります。

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費

目及び金額は次のとおりであります。

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費

目及び金額は次のとおりであります。

運送保管料   1,277,759千円

広告宣伝費  245,931

販売促進費 1,547,068

役員報酬 82,799

従業員給料手当 670,928

役員賞与引当金繰入額 9,600

賞与引当金繰入額 45,797

退職給付費用 27,526

役員退職慰労引当金繰

入額
7,546

減価償却費 24,405

研究開発費 268,037

運送保管料   1,342,135千円

広告宣伝費   630,569

販売促進費 1,952,367

役員報酬 87,221

従業員給料手当 686,163

役員賞与引当金繰入額 9,190

賞与引当金繰入額 50,068

退職給付費用 28,025

役員退職慰労引当金繰

入額
8,709

減価償却費 29,627

研究開発費 255,088

運送保管料  2,628,735千円

広告宣伝費 645,900

販売促進費 3,375,550

役員報酬 172,330

従業員給料手当 1,386,354

役員賞与引当金繰入額 19,200

賞与引当金繰入額 50,592

退職給付費用 62,069

役員退職慰労引当金繰

入額
16,671

減価償却費 48,580

研究開発費 529,413

※２           ――――― ※２　固定資産売却益の内訳 

機械装置及び運搬具      8,250千円

計 8,250千円

※２　固定資産売却益の内訳 

機械装置及び運搬具 642千円

その他 11千円

計 654千円

※３　固定資産除却損の内訳 

建物及び構築物    1,369千円

機械装置及び運搬具       10,472千円

その他      716千円

計       12,558千円

※３　固定資産除却損の内訳 

建物及び構築物         467千円

機械装置及び運搬具      4,644千円

その他       573千円

計        5,685千円

※３　固定資産除却損の内訳 

建物及び構築物 1,369千円

機械装置及び運搬具       14,104千円

その他      903千円

計 16,378千円
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前中間連結会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年７月１日
至　平成19年12月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年７月１日
至　平成19年６月30日）

 ※４　減損損失

     当社グループは、以下の資産グループに

   ついて減損損失を計上いたしました。

用途 種類 場所
金額

（千円）

タブ

レット

菓子製

造設備

建物及び構

築物

機械装置及

び運搬具

その他 

神奈川県

綾瀬市

京都府

八幡市 

他

136,833

遊休

設備

建物及び構

築物

機械装置及

び運搬具

その他 

埼玉県

加須市

他

11,745

 計 148,578

 　　 (経緯）

　販売不振により減損の兆候が認められた

タブレット事業の一部の資産グループにつ

いて、減損損失を認識しております。

　また、製品の生産が中止され、将来の使

用計画がない遊休設備についても減損損失

を認識しております。

 （グルーピングの方法）

　損益管理を継続して行なう製品群をグ

ルーピングの単位としております。

　また、将来の使用が見込まれていない遊

休資産については個々の物件単位でグルー

ピングしております。

 （回収可能価額）

　回収可能価額は、タブレット菓子製造設

備については、使用価値により測定してお

り、将来キャッシュ・フローを5.0％で割

り引いて算定しております。

　また、遊休設備については、正味売却価

額としております。

 ※４　減損損失

     当社グループは、以下の資産グループに

   ついて減損損失を計上いたしました。

用途 種類 場所
金額

（千円）

スナッ

ク菓子

製造

設備

建物及び構

築物

機械装置及

び運搬具

その他 

静岡県

富士市
4,382

 計 4,382

 　　 (経緯）

　販売不振により減損の兆候が認められた

スナック事業の一部の資産グループについ

て、減損損失を認識しております。

　(グルーピングの方法）

　損益管理を継続して行なう製品群をグ

ルーピングの単位としております。

　また、将来の使用が見込まれていない遊

休資産については個々の物件単位でグルー

ピングしております。

 （回収可能価額）

　回収可能価額は、正味売却価額としてお

ります。

 ※４　減損損失

     当社グループは、以下の資産グループに

   ついて減損損失を計上いたしました。

用途 種類 場所
金額

（千円）

タブ

レット

菓子製

造設備

建物及び構

築物

機械装置及

び運搬具

その他

神奈川県

綾瀬市

京都府

八幡市

他 

211,835

遊休

設備

建物及び構

築物

機械装置及

び運搬具

その他 

埼玉県

加須市

他 

11,745

 計 223,580

 　　 (経緯）

　販売不振により減損の兆候が認められた

タブレット事業の一部の資産グループにつ

いて、減損損失を認識しております。

　また、製品の生産が中止され、将来の使

用計画がない遊休設備についても減損損失

を認識しております。

 （グルーピングの方法）

　損益管理を継続して行なう製品群をグ

ルーピングの単位としております。

　また、将来の使用が見込まれていない遊

休資産については個々の物件単位でグルー

ピングしております。

 （回収可能価額）

　回収可能価額は、正味売却価額としてお

ります。
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（中間連結株主資本等変動計算書関係）

前中間連結会計期間（自　平成18年７月１日　至　平成18年12月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

  前連結会計年度末
　 　  株式数
       （株）

  当中間連結会計期間
      増加株式数
        （株）

 当中間連結会計期間
     減少株式数
       （株）

当中間連結会計期間末
       株式数
       （株）

発行済株式

普通株式 3,788,000 － － 3,788,000

合計 3,788,000 － － 3,788,000

自己株式

普通株式 160 － － 160

合計 160 － － 160

２．配当に関する事項

  (1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成18年９月27日

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

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

　　　該当事項はありません。　

当中間連結会計期間（自　平成19年７月１日　至　平成19年12月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

  前連結会計年度末
　 　  株式数
       （株）

  当中間連結会計期間
      増加株式数
        （株）

 当中間連結会計期間
     減少株式数
       （株）

当中間連結会計期間末
       株式数
       （株）

発行済株式

普通株式 3,788,000 － － 3,788,000

合計 3,788,000 － － 3,788,000

自己株式

普通株式 160 － － 160

合計 160 － － 160

２．配当に関する事項

  (1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成19年８月21日

取締役会
普通株式 170,452 45 平成19年６月30日 平成19年９月19日

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

　　　該当事項はありません。　
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前連結会計年度（自　平成18年７月１日　至　平成19年６月30日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 

前連結会計年度末

 株式数

 (株)

当連結会計年度

 増加株式数

 (株)

当連結会計年度

 減少株式数

 (株)

当連結会計年度末

 株式数

 (株)

 発行済株式     

   普通株式　 3,788,000 －  － 3,788,000

　　　合計 3,788,000 － － 3,788,000

 自己株式     

 　普通株式　 160 － － 160

 　　 合計 160 － － 160

 
２．配当に関する事項

  (1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成18年９月27日

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

　(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

配当の原資
１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成19年８月21日

取締役会
普通株式 170,452 利益剰余金 45 平成19年６月30日 平成19年９月19日
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（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年７月１日
至　平成19年12月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年７月１日
至　平成19年６月30日）

※　現金及び現金同等物の中間期末残高と中

間連結貸借対照表に掲記されている科目の

金額との関係

（平成18年12月31日現在）

（単位：千円）

※　現金及び現金同等物の中間期末残高と中

間連結貸借対照表に掲記されている科目の

金額との関係

（平成19年12月31日現在）

（単位：千円）

※　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額との

関係

（平成19年６月30日現在）

（単位：千円）

現金及び預金 2,488,760

現金及び現金同等物 2,488,760

現金及び預金 2,423,039

現金及び現金同等物 2,423,039

現金及び預金 3,191,189

預入期間が３か月を超え

る定期預金
△100,000

現金及び現金同等物 3,091,189

（リース取引関係）

前中間連結会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年７月１日
至　平成19年12月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年７月１日
至　平成19年６月30日）

１．　リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナンス・

リース取引

１．　リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナンス・

リース取引

１．　リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナンス・

リース取引

   (1) リース物件の取得価額相当額、減価償

　   却累計額相当額及び中間期末残高相当額

   (1) リース物件の取得価額相当額、減価償

　   却累計額相当額及び中間期末残高相当額

   (1) リース物件の取得価額相当額、減価償

     却累計額相当額及び期末残高相当額

 

取得価
額相当
額
(千円)

減価償
却累計
額相当
額
(千円)

中間期
末残高
相当額
(千円)

機械装置及び
運搬具

143,016 73,833 69,182

合計 146,016 73,833 69,182

 

取得価
額相当
額
(千円)

減価償
却累計
額相当
額
(千円)

中間期
末残高
相当額
(千円)

機械装置及び
運搬具

147,534 95,712 51,821

合計 147,534 95,712 51,821

 

取得価
額相当
額
(千円)

減価償
却累計
額相当
額
(千円)

期末残
高相当
額
(千円)

機械装置及び
運搬具

143,016 84,660 58,355

合計 143,016 84,660 58,355

（注）取得価額相当額は、未経過リース料

中間期末残高が有形固定資産の中間期

末残高等に占める割合が低いため、支

払利子込み法により算定しております。

同左 （注）取得価額相当額は、未経過リース料

期末残高が有形固定資産の期末残高等

に占める割合が低いため、支払利子込

み法により算定しております。

(2) 未経過リース料中間期末残高相当額 (2) 未経過リース料中間期末残高相当額 (2) 未経過リース料期末残高相当額

１年内    21,652千円

１年超 47,529千円

合計 69,182千円

１年内        22,071千円

１年超       29,750千円

合計       51,821千円

１年内       21,652千円

１年超       36,703千円

合計       58,355千円

（注）未経過リース料中間期末残高相当額

は、未経過リース料中間期末残高が有

形固定資産の中間期末残高等に占める

割合が低いため、支払利子込み法によ

り算定しております。

同左 （注）未経過リース料期末残高相当額は、

未経過リース料期末残高が有形固定資

産の期末残高等に占める割合が低いた

め、支払利子込み法により算定してお

ります。

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

支払リース料 10,599千円

減価償却費相当額 10,599千円

支払リース料       11,052千円

減価償却費相当額       11,052千円

支払リース料       21,426千円

減価償却費相当額       21,426千円

(4) 減価償却費相当額の算定方法

　リース期間を耐用年数とし、残存価額

を零とする定額法によっております。

(4) 減価償却費相当額の算定方法

同左

(4) 減価償却費相当額の算定方法

同左

２．オペレーティング・リース取引

未経過リース料

２．オペレーティング・リース取引

未経過リース料

２．オペレーティング・リース取引

未経過リース料

１年内 3,466千円

１年超 7,634千円

合計 11,101千円

１年内      2,596千円

１年超      3,007千円

合計      5,604千円

１年内      3,466千円

１年超      5,901千円

合計       9,367千円

（減損損失について）

　　 リース資産に配分された減損損失はあり

   ません。

（減損損失について）

同左

（減損損失について） 

  同左
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（有価証券関係）

　　前中間連結会計期間末（平成18年12月31日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

 取得原価（千円）
中間連結貸借対照表
計上額（千円）

差額（千円）

(1)株式 46,983 51,380 4,397

(2)債券 － － －

(3)その他 － － －

合計 46,983 51,380 4,397

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

 中間連結貸借対照表計上額（千円）

(1)その他有価証券  

     非上場株式 150,000

(2)関連会社株式 72,818

　　当中間連結会計期間末（平成19年12月31日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

 取得原価（千円）
中間連結貸借対照表
計上額（千円）

差額（千円）

(1)株式 47,581 56,650 9,069

(2)債券 － － －

(3)その他 399,600 390,358 △9,242

合計 447,182 447,009 △173

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

 中間連結貸借対照表計上額（千円）

　 関連会社株式 63,890
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　　前連結会計年度（平成19年６月30日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

 取得原価（千円）
連結貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

(1)株式 47,281 77,268 29,986

(2)債券 － － －

(3)その他 － － －

合計 47,281 77,268 29,986

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

 連結貸借対照表計上額（千円）

(1)その他有価証券  

   非上場株式 150,000

(2)関連会社株式 62,751

（デリバティブ取引関係）

      　該当事項はありません。 

（ストック・オプション等関係）

　　    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。

 

（企業結合等）

        該当事項はありません。

 

（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

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

おり、単一セグメントであるため、該当事項はありません。

ｂ．所在地別セグメント情報

　前中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び前連結会計年度において、売上高の合計に占める本邦の割合が

90％を超えるため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。

ｃ．海外売上高

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

10％未満のため、記載を省略しております。
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（１株当たり情報）

前中間連結会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年７月１日
至　平成19年12月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年７月１日
至　平成19年６月30日）

１株当たり純資産額 2,111.27円

１株当たり中間純利益

金額
53.71円

１株当たり純資産額 2,103.04円

１株当たり中間純損失

金額
     1.48円

１株当たり純資産額   2,153.41円

１株当たり当期純利益

金額
91.11円

なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益金額については、潜在株式は

ありますが希薄化効果を有しないため

記載しておりません。

　当社は、平成18年４月１日をもって

普通株式１株につき２株の株式分割を

行なっております。当該株式分割が前

期首に行なわれたと仮定した場合の前

中間連結会計期間における１株当たり

情報につきましては、それぞれ以下の

とおりであります。

１株当たり純資産額 2,045.54円

１株当たり中間純損失

金額
42.96円

なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益金額については、中間純損失

を計上しており、また潜在株式が存在

しないため記載しておりません。 

なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益金額については、中間純損失

を計上しており、また潜在株式はあり

ますが希薄化効果を有しないため記載

しておりません。　

なお、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益金額については、潜在株式は

ありますが希薄化効果を有しないため

記載しておりません。　

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

 
前中間連結会計期間

(自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日)

当中間連結会計期間
(自　平成19年７月１日
至　平成19年12月31日)

前連結会計年度
(自　平成18年７月１日
至　平成19年６月30日)

１株当たり中間（当期）純利益金額

（△損失)
   

中間（当期）純利益（△損失) （千円） 203,451 △5,587 345,094

普通株主に帰属しない金額 （千円） － － －

普通株式に係る中間（当期）純利益

（△損失)              　　  （千円)
203,451 △5,587 345,094

期中平均株式数 （株） 3,787,840 3,787,840 3,787,840

希薄化効果を有しないため、潜在株式調

整後１株当たり中間（当期）純利益の算

定に含めなかった潜在株式の概要 

   新株予約権１種類

（新株予約権の数145個）

   新株予約権１種類

（新株予約権の数115個）

   新株予約権１種類

（新株予約権の数130個）

（重要な後発事象）

前中間連結会計期間
（自　平成18年７月１日

    至　平成18年12月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年７月１日

    至　平成19年12月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年７月１日

    至　平成19年６月30日）

 該当事項はありません。

   

 該当事項はありません。

   

 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12月31日）
当中間会計期間末

（平成19年12月31日）
前事業年度の要約貸借対照表

（平成19年６月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ　流動資産           

現金及び預金  1,327,446   1,285,348   2,559,873   

営業未収入金  1,200,000   450,000   －   

たな卸資産  148   105   130   

関係会社短期貸付金  500,000   1,300,000   －   

繰延税金資産  12,835   16,935   13,768   

未収入金  198,265   78,744   612,397   

その他  17,128   15,684   17,164   

流動資産合計   3,255,824 30.9  3,146,819 29.8  3,203,334 30.6

Ⅱ　固定資産           

１　有形固定資産 ※１  38,850   42,285   48,977  

２　無形固定資産   41,832   112,066   81,741  

３　投資その他の資産           

関係会社株式  4,913,080   4,913,080   4,913,080   

関係会社長期貸付
金

 2,300,000   2,200,000   2,300,000   

繰延税金資産  125,137   184,889   163,461   

その他  226,127   503,865   268,860   

貸倒引当金  △363,049   △540,143   △505,957   

投資その他の資産合
計

  7,201,295   7,261,691   7,139,444  

固定資産合計   7,281,978 69.1  7,416,043 70.2  7,270,163 69.4

資産合計   10,537,802 100.0  10,562,863 100.0  10,473,498 100.0
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前中間会計期間末

（平成18年12月31日）
当中間会計期間末

（平成19年12月31日）
前事業年度の要約貸借対照表

（平成19年６月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）           

Ⅰ　流動負債           

未払金  152,023   176,638   268,493   

未払法人税等  226,805   37,734   66,194   

役員賞与引当金  9,600   9,190   19,200   

賞与引当金  10,245   10,634   10,495   

その他  78,913   82,835   106,510   

流動負債合計   477,588 4.5  317,033 3.0  470,894 4.5

Ⅱ　固定負債           

退職給付引当金  320,902   385,478   354,078   

役員退職慰労引当金  78,547   91,496   87,777   

その他  2,265   1,861   1,861   

固定負債合計   401,715 3.8  478,835 4.5  443,716 4.2

負債合計   879,304 8.3  795,868 7.5  914,611 8.7

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

１ 資本金   401,490 3.8  401,490 3.8  401,490 3.8

２ 資本剰余金           

(1)資本準備金  4,964,025   4,964,025   4,964,025   

資本剰余金合計   4,964,025 47.1  4,964,025 47.0  4,964,025 47.4

３ 利益剰余金           

(1)利益準備金  3,992   3,992   3,992   

(2)その他利益剰余金           

繰越利益剰余金  4,289,486   4,398,864   4,174,649   

利益剰余金合計   4,293,479 40.8  4,402,857 41.7  4,178,642 39.9

４ 自己株式   △456 △0.0  △456 △0.0  △456 △0.0

  株主資本合計   9,658,538 91.7  9,767,916 92.5  9,543,701 91.1

Ⅱ　評価・換算差額等           

１ その他有価証券評価
差額金

  △40 △0.0  △922 △0.0  15,185 0.2

評価・換算差額等合計   △40 △0.0  △922 △0.0  15,185 0.2

純資産合計   9,658,498 91.7  9,766,994 92.5  9,558,886 91.3

負債純資産合計   10,537,802 100.0  10,562,863 100.0  10,473,498 100.0
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(2) 中間損益計算書

  
前中間会計期間

（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年７月１日
至　平成19年12月31日）

前事業年度の要約損益計算書
（自　平成18年７月１日
至　平成19年６月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　営業収益   1,855,296 100.0  1,042,986 100.0  2,437,200 100.0

Ⅱ　営業費用   594,861 32.1  660,191 63.3  1,233,548 50.6

営業利益   1,260,434 67.9  382,794 36.7  1,203,651 49.4

Ⅲ　営業外収益 ※１  26,501 1.5  36,979 3.5  56,674 2.3

Ⅳ　営業外費用 ※２  5,218 0.3  184 0.0  5,241 0.2

経常利益   1,281,717 69.1  419,589 40.2  1,255,083 51.5

Ⅴ　特別利益  ※３  － －  23,250 2.2  － －

Ⅵ　特別損失  ※４  115,597 6.2  37,273 3.5  258,504 10.6

税引前中間（当期）
純利益

  1,166,120 62.9  405,566 38.9  996,579 40.9

法人税、住民税及び
事業税

 81,795   24,527   76,712   

法人税等調整額  △6,842 74,953 4.1 △13,629 10,897 1.1 △56,463 20,249 0.8

中間（当期）純利益   1,091,167 58.8  394,668 37.8  976,329 40.1
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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７月１日　至　平成18年12月31日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
 株主資本
   合計

資本準備金
資本剰余金
   合計

利益準備金

  その他

 利益剰余金 利益剰余金
   合計 繰越利益

  剰余金

平成18年６月30日 残高（千円） 401,490 4,964,025 4,964,025 3,992 3,349,833 3,353,825 △456 8,718,885

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当　     △151,513 △151,513  △151,513

中間純利益     1,091,167 1,091,167  1,091,167

株主資本以外の項目の中間会計
期間中の変動額（純額）

        

中間会計期間中の変動額合計
                     （千円）

－ － － － 939,653 939,653 － 939,653

平成18年12月31日 残高（千円） 401,490 4,964,025 4,964,025 3,992 4,289,486 4,293,479 △456 9,658,538

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券
評価差額金

評価・換算
差額等合計

平成18年６月30日 残高（千円） 1,843 1,843 8,720,728

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当　   △151,513

中間純利益   1,091,167

株主資本以外の項目の中間会計
期間中の変動額（純額）

△1,883 △1,883 △1,883

中間会計期間中の変動額合計
                     （千円）

△1,883 △1,883 937,770

平成18年12月31日 残高（千円） △40 △40 9,658,498
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当中間会計期間（自　平成19年７月１日　至　平成19年12月31日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
 株主資本
   合計

資本準備金
資本剰余金
   合計

利益準備金

  その他

 利益剰余金 利益剰余金
   合計 繰越利益

  剰余金

平成19年６月30日 残高（千円） 401,490 4,964,025 4,964,025 3,992 4,174,649 4,178,642 △456 9,543,701

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当　     △170,452 △170,452  △170,452

中間純利益     394,668 394,668  394,668

株主資本以外の項目の中間会計
期間中の変動額（純額）

        

中間会計期間中の変動額合計
                     （千円）

－ － － － 224,215 224,215 － 224,215

平成19年12月31日 残高（千円） 401,490 4,964,025 4,964,025 3,992 4,398,864 4,402,857 △456 9,767,916

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券
評価差額金

評価・換算
差額等合計

平成19年６月30日 残高（千円） 15,185 15,185 9,558,886

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当　   △170,452

中間純利益   394,668

株主資本以外の項目の中間会計
期間中の変動額（純額）

△16,108 △16,108 △16,108

中間会計期間中の変動額合計
                     （千円）

△16,108 △16,108 208,107

平成19年12月31日 残高（千円） △922 △922 9,766,994
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前事業年度（自　平成18年７月１日　至　平成19年６月30日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
 株主資本
   合計

資本準備金
資本剰余金
   合計

利益準備金

 その他

 利益剰余金 利益剰余金 
   合計繰越利益

剰余金

平成18年６月30日 残高（千円） 401,490 4,964,025 4,964,025 3,992 3,349,833 3,353,825 △456 8,718,885

事業年度中の変動額

剰余金の配当     △151,513 △151,513  △151,513

当期純利益     976,329 976,329  976,329

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（千円） － － － － 824,816 824,816 － 824,816

平成19年６月30日 残高 （千円） 401,490 4,964,025 4,964,025 3,992 4,174,649 4,178,642 △456 9,543,701

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券
評価差額金

評価・換算
差額等合計

平成18年６月30日 残高（千円） 1,843 1,843 8,720,728

事業年度中の変動額

剰余金の配当   △151,513

当期純利益   976,329

株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額（純額）

13,342 13,342 13,342

事業年度中の変動額合計（千円） 13,342 13,342 838,158

平成19年６月30日 残高 （千円） 15,185 15,185 9,558,886
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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７月１日
至　平成18年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年７月１日
至　平成19年12月31日）

前事業年度
（自　平成18年７月１日
至　平成19年６月30日）

１．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を採

用しております。

(1）有価証券

子会社株式

同左

(1）有価証券

子会社株式

同左

その他有価証券

時価のあるもの

      　中間決算日の市場価格等

      に基づく時価法（評価差額

      は全部純資産直入法により

      処理し、売却原価は移動平

      均法により算定）を採用し

      ております。 

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

　　　　決算日の市場価格等に基

　　　づく時価法（評価差額は全

　　　部純資産直入法により処理

　　　し、売却原価は移動平均法

　　　により算定）を採用してお

　　　ります。

時価のないもの

　移動平均法による原価法を

採用しております。

時価のないもの

同左

時価のないもの

同左

(2）たな卸資産

貯蔵品

　最終仕入原価法を採用してお

ります。

(2）たな卸資産

貯蔵品

同左

(2）たな卸資産

貯蔵品

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。

　なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。

車両運搬具　　　　　　６年

工具器具備品　　　５～15年

(1）有形固定資産

 同左 

 

 

 

  

 　（追加情報）

　　法人税法改正に伴い、平成19

　年３月31日以前に取得した資産

　については、改正前の法人税法

  に基づく減価償却の方法の適用

  により取得価額の５％に到達し

  た事業年度の翌事業年度より、

  取得価額の５％相当額と備忘価

　額との差額を５年間にわたり均

  等償却し、減価償却費に含めて

　計上しております。

    なお、当該変更に伴う損益に

  与える影響は軽微であります。

　

(1）有形固定資産

    定率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。

  車両運搬具　　　　　　  ６年

  工具器具備品　　　  ５～15年 

(2）無形固定資産

定額法を採用しております。

　　なお、主な耐用年数は以下

　のとおりであります。

自社利用ソフトウェア　５年

(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 (1）貸倒引当金

　　関係会社に対する営業未収

　入金及び貸付金の貸倒れによ

　る損失に備えるため、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　　　

同左

 (2）役員賞与引当金 　　　

       役員に対する賞与の支給に

     備えるため、当事業年度にお

     ける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。 

(2）役員賞与引当金 　　　

同左

(2）役員賞与引当金

　　役員に対する賞与の支給に

　備えるため、支給見込額に基

　づき計上しております。 
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項目
前中間会計期間

（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年７月１日
至　平成19年12月31日）

前事業年度
（自　平成18年７月１日
至　平成19年６月30日）

３．引当金の計上基準 (3）賞与引当金

　　従業員に対する賞与の支給

　に備えるため、支給見込額に

　基づき計上しております。

(3）賞与引当金

同左

(3)賞与引当金

同左

 (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。

　　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

　ぞれ発生した翌事業年度から

　費用処理しております。

(4）退職給付引当金

同左

(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

　退職給付債務見込額に基づき

　計上しております。

　　数理計算上の差異は、各事

　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

　ぞれ発生した翌事業年度から

　費用処理しております。

 (5）役員退職慰労引当金

　  役員の退職慰労金の支給に

  備えるため、内規に基づく中

  間期末要支給額を計上してお

  ります。

(5）役員退職慰労引当金

同左

(5）役員退職慰労引当金

　  役員の退職慰労金の支給に

  備えるため、内規に基づく期

  末要支給額を計上しておりま

　す。

４．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

(1）消費税等の会計処理

　  消費税及び地方消費税の会

  計処理は、税抜方式によって

  おります。

　  なお、仮払消費税等と仮受

  消費税等を相殺し、残額を流

  動負債の「その他」に計上し

  ております。

(1）消費税等の会計処理

同左

(1）消費税等の会計処理

　  消費税及び地方消費税の会

  計処理は、税抜方式によって

  おります。

(2）連結納税制度の適用

  連結納税制度を適用してお

  ります。

(2）連結納税制度の適用

同左

(2）連結納税制度の適用

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７月１日
至　平成18年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年７月１日
至　平成19年12月31日）

前事業年度
（自　平成18年７月１日
至　平成19年６月30日）

      　　　　―――――

   

 

 

 

 

  ―――――　　

 

 

 

 

 

 

　 

固定資産の減価償却方法の変更　　

平成19年４月１日以降取得した有形固定資

産の償却方法については、平成19年度税制改

正により導入された新たな定額法及び定率法

に変更しております。

　なお、この変更による営業利益、経常利益

及び税引前当期純利益に与える影響はありま

せん。

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12月31日）

当中間会計期間末
（平成19年12月31日）

前事業年度末
（平成19年６月30日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額

65,113千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

80,575千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

71,701千円

２　偶発債務

次の関係会社について、地方公共団体

への支払に対し債務保証を行なってお

ります。

２　偶発債務

次の関係会社について、地方公共団体

への支払に対し債務保証を行なってお

ります。

２　偶発債務

次の関係会社について、地方公共団体

への支払に対し債務保証を行なってお

ります。

保証先 金額(千円) 内容

㈱湖池屋 484,535 支払債務

保証先 金額(千円) 内容

㈱湖池屋 484,535 支払債務

保証先 金額(千円) 内容

㈱湖池屋 484,535 支払債務

（中間損益計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年７月１日
至　平成19年12月31日）

前事業年度
（自　平成18年７月１日
至　平成19年６月30日）

※１　営業外収益のうち主要なもの ※１　営業外収益のうち主要なもの ※１　営業外収益のうち主要なもの

受取利息 19,705千円

投資有価証券売却益 4,081千円

受取利息       29,074千円 受取利息 　    41,922千円

※２　営業外費用のうち主要なもの ※２　          ―――――  ※２　営業外費用のうち主要なもの

固定資産除却損 248千円

投資有価証券売却損 4,970千円

固定資産除却損 271千円

投資有価証券売却損 4,970千円

※３　　　　　 ――――― ※３　特別利益のうち主要なもの　　　　  ※３　　　　　 ―――――

投資有価証券売却益    23,250千円

※４　特別損失のうち主要なもの ※４　特別損失のうち主要なもの  ※４　特別損失のうち主要なもの

貸倒引当金繰入額 115,597千円 貸倒引当金繰入額 34,186千円

投資有価証券評価損     3,087千円

貸倒引当金繰入額     258,504千円

５　減価償却実施額 ５　減価償却実施額 ５　減価償却実施額

有形固定資産 4,924千円

無形固定資産 7,889千円

有形固定資産      8,939千円

無形固定資産      8,753千円

有形固定資産 11,645千円

無形固定資産 13,559千円
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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７月１日　至　平成18年12月31日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

前事業年度末株式数
（株）

当中間会計期間増加
株式数（株）

当中間会計期間減少
株式数（株）

当中間会計期間末株
式数（株）

自己株式     

　普通株式 160 － － 160

合計 160 － － 160

当中間会計期間（自　平成19年７月１日　至　平成19年12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
（株）

当中間会計期間増加
株式数（株）

当中間会計期間減少
株式数（株）

当中間会計期間末株
式数（株）

自己株式     

　普通株式 160 － － 160

合計 160 － － 160

前事業年度（自　平成18年７月１日　至　平成19年６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
（株）

当事業年度増加株式
数（株）

当事業年度減少株式
数（株）

当事業年度末株式数
（株）

自己株式     

　普通株式 160 － － 160

合計 160 － － 160

 

（有価証券関係）

前中間会計期間末（平成18年12月31日現在）、当中間会計期間末（平成19年12月31日現在）及び前事業年度末（平

成19年６月30日現在）において、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）

中間連結財務諸表を作成しているため記載を省略しております。

（重要な後発事象）

　　　　該当事項はありません。

 

６．その他
該当事項はありません。 
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