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１．平成20年７月中間期の業績（平成20年２月１日～平成20年７月31日）

(1）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 ％

20年７月中間期 21,302 △6.6 332 △58.0 253 △64.3 123 △71.9

19年７月中間期 22,799 4.3 791 △12.8 710 △12.5 440 △1.8

20年１月期 40,889  856  699  303  

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

20年７月中間期 40 86 － －

19年７月中間期 145 51 145 27

20年１月期 100 37 － －

（参考）持分法投資損益 20年７月中間期 －百万円 19年７月中間期 －百万円 20年１月期 －百万円

(2）財政状態

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

20年７月中間期 27,191 9,639 35.4 3,185 92

19年７月中間期 29,631 9,843 33.2 3,253 54

20年１月期 24,321 9,611 39.5 3,176 78

（参考）自己資本 20年７月中間期 9,639百万円 19年７月中間期 9,843百万円 20年１月期 9,611百万円

(3）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

20年７月中間期 69 △225 337 374

19年７月中間期 △28 △1,076 337 694

20年１月期 1,832 △1,807 △1,295 193

－ 1 －



２．配当の状況

（基準日） 中間期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭

20年１月期 20 00 30 00 50 00

21年１月期 20 00 －

21年１月期（予想） － － 20 00

３．平成21年１月期の業績予想（平成20年２月１日～平成21年１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 40,145 △1.8 305 △64.4 134 △80.8 57 △81.2 18 84

４．その他

(1）中間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

 

(2）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） 20年７月中間期 3,780,000株 19年７月中間期 3,780,000株 20年１月期 3,780,000株

②　期末自己株式数 20年７月中間期 754,478株 19年７月中間期 754,400株 20年１月期 754,400株

（注）１株当たり中間（当期）純利益の算定の基礎となる株式数については、22ページ「１株当たり情報」をご覧

ください。

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

 上記の業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今

後様々な要因によって大きく異なる場合があります。なお、上記業績予想に関する事項については、３ページ「通

期の見通し」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　当期の概況

　当中間会計期間におけるわが国経済は、米国発の金融不安に端を発した国際的金融市場の混乱に加え、原油・原材

料価格の高騰により景気の先行き不透明感がさらに強まっております。また、雇用情勢は改善が足踏み状態となり、

個人消費はおおむね横ばいで推移いたしました。

　清涼飲料業界におきましては、春先から天候不順の傾向にありましたが、７月に入ってからの猛暑ならびにミネラ

ルウォーターや炭酸飲料の販売が好調であったことなどにより、容量ベースでは概ね堅調に推移いたしました。一方

で、原油・原材料価格の上昇に加え、低価格志向の高まり等を背景に企業間競争がさらに激化するなど、業界を取り

巻く経営環境は厳しさを増しております。

　当社はこのような状況下において、引き続き「安全で安心」な高品質製品の供給を最重要課題と位置づけるととも

に営業活動の一層の強化による受注拡大に努めてまいりました。

特に当社の強みである野菜・果実系飲料におけるブランドオーナーへの受託活動の強化とともに新容器対応による新

製品受注に注力いたしました。

　以上のような厳しい経営環境下、当社では経営課題として積極的にコスト削減に取り組んでまいりましたが、売上

の低迷、さらには原材料や工場動力燃料である重油の価格高騰等による利益圧迫要因を補うことができませんでし

た。

　これらの結果、当中間会計期間の売上高は、21,302百万円(前年同期比6.6％減)、営業利益332百万円(同58.0%減)、

経常利益253百万円(同64.3%減)、ならびに中間純利益は123百万円(同71.9%減)となりました。

　  各事業の業績は下記のとおりであります。

　  （受託製造事業）

　受託製造事業全体の売上高は16,727百万円(前年同期比3.6％減)となりました。受託製造事業の容器別では、缶容器

飲料は、果実飲料の伸長により好調（同16.5%増）でありましたが、ペット容器飲料においては茶系飲料ならびにコー

ヒー飲料等の低迷により低調（同5.3%減）であり、また紙容器飲料につきましても果実飲料等の低迷により低調（同

8.3%減）となりました。

　  （メーカー事業）

　メーカー事業全体の売上高は4,575百万円(同16.0％減)となりました。メーカー事業の品目別では、受注促進に向け

た営業活動の強化をはかったものの、野菜飲料（同26.4%減）ならびに果実飲料（同16.3%減）が大きく低迷いたしま

した。

　なお、国産原料へのニーズの高まりを背景として当社が注力しております搾汁事業全体における売上高は、前年同

期比11.7%の増加となりました。

 

　②通期の見通し

　今後、清涼飲料業界におきましては、原材料高や原油価格の高止まり傾向が続く中、企業間競争の激化も加わり、

一層経営環境が厳しくなることが予想されます。

　当社といたしましては、コスト上昇要因を吸収すべく企業努力を行うとともに、当社の強みを活かした営業努力に

傾注してまいります。

　しかしながら、当期につきましては、「平成21年1月期　通期業績予想の修正に関するお知らせ」にてお知らせいた

しましたとおり、誠に遺憾ながら通期業績予想を修正させていただきました。通期業績予想の見通しは、売上高40,145

百万円（前期比1.8%減）、営業利益305百万円（同64.4%減）、経常利益134百万円（同80.8%減）、当期純利益57百万

円（同81.2%減）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、負債および純資産の状況　

　当中間会計期間末の総資産につきましては、27,191百万円（前事業年度末24,321百万円）となり、2,870百万円増

加しました。これは主に、売掛金の3,346百万円の増加、たな卸資産の318百万円の減少によるものです。

　当中間会計期間末の負債につきましては、17,552百万円（前事業年度末14,709百万円）となり、2,843百万円増加

しました。これは主に、短期借入金の1,100百万円の増加と、長期借入金の672百万円の減少、支払手形の508百万円

の増加、買掛金の1,477百万円の増加によるものです。

　当中間会計期間末の純資産につきましては、9,639百万円（前事業年度末9,611百万円）となり、27百万円増加し

ました。これは主に、剰余金の配当90百万円による減少と中間純利益123百万円の増加によるものです。

　②キャッシュ・フローの状況

　当中間会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、前事業年度末に比べ181百万

円増加し374百万円となりました。

　また当中間会計期間における各キャッシュ・フロー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）

　当中間会計期間において営業活動の結果獲得した資金は69百万円（前年同期は28百万円の支出）となりました。

　これは主に、税引前中間純利益218百万円に減価償却費661百万円、売上債権の増加3,289百万円および仕入債務の

増加1,985百万円によるものです。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　当中間会計期間において投資活動の結果使用した資金は225百万円（前年同期比79.0％減）となりました。

　これは主に、固定資産の取得による支出によるものです。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　当中間会計期間において財務活動の結果得られた資金は337百万円（前年同期比0.0％減）となりました。

　これは主に、短期借入金の増加1,100百万円に対し、長期借入金の返済672百万円、配当金の支払い90百万円を行っ

たためであります。

（キャッシュ・フロー関連指標の推移）

 平成18年１月期 平成19年１月期 平成20年１月期
平成20年７月

中間期

自己資本比率（％） 30.4 36.3 39.5 35.4

時価ベースの自己資本比率（％） － 22.9 19.8 17.6

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（％） 642.8 729.0 488.1 13,432.0

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 7.2 8.7 10.2 0.7

　（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．株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。

２．キャッシュ・フローは、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。

３．有利子負債は、貸借対照表に計上されている負債のうち利子を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、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．平成18年１月期の時価ベースの自己資本比率につきましては、当社株式は非上場であったため、記載

しておりません。
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(3）利益配分に関する基本方針及び当期の配当

　当社は、安定した経営基盤の確立をめざすとともに、株主の皆様への利益配分を重要な政策の一つと認識して、収

益力の強化に努め、安定した配当を継続して実施していくことを基本方針としております。このような方針に基づき

当期の中間配当金につきましては、１株につき20円の配当を実施することといたしました。

　しかしながら、平成21年1月期におきましては、業績予想を修正せざるをえない状況にあることから、誠に遺憾なが

ら、期末配当につきましては見送りとさせていただきます。

 

(4）事業等のリスク

 最近の有価証券報告書（平成20年４月24日提出）における「事業等のリスク」から重要な変更がないため開示を省略

しております。

 

 

２．企業集団の状況
　　最近の有価証券報告書（平成20年４月24日提出）における「事業の内容（事業の系統図）」および「関連会社の状

況」から重要な変更がないため開示を省略しております。

 

 

 

３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針、(2）目標とする経営指標、(3）中長期的な会社の経営戦略

　平成19年１月期決算短信（平成19年３月15日開示）により開示を行った内容から重要な変更がないため開示を省略し

ております。

　当該決算短信は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。

（当社ホームページ）

　http://www.gold-pak.com

（ジャスダック証券取引所ホームページ（「ＪＤＳ」検索ページ））

　http://jds.jasdaq.co.jp/tekiji/

 

(4）会社の対処すべき課題

  今後、清涼飲料業界におきましては、原油や原材料価格の高止まり等の高コスト環境を背景に経営環境が一層厳しく

なることが予想されます。

　当社といたしましては、食品メーカーの社会的責務として「安全で安心できる」確かな品質の確保を最重要課題とし

て取り組むとともに、高コスト環境においても持続的成長を達成できるよう強固な経営体質の構築に注力してまいりま

す。
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４．中間財務諸表
(1）中間貸借対照表

  
前中間会計期間末

（平成19年７月31日）
当中間会計期間末

（平成20年７月31日）
増減

前事業年度の要約貸借対照表
（平成20年１月31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） 金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）            

Ⅰ　流動資産            

１．現金及び
　　預金

 694,781   374,569   △320,211 193,307   

２．受取手形  94,074   102,692   8,617 159,375   

３．売掛金  9,796,879   8,855,038   △941,841 5,508,799   

４．たな卸資産 ※３ 2,795,017   2,387,346   △407,670 2,705,627   

５．繰延税金
　　資産

 147,462   156,198   8,735 148,149   

６．その他  155,826   143,810   △12,015 121,535   

貸倒引当金  △7,000   △4,500   2,500 △4,000   

流動資産合計   13,677,041 46.2  12,015,154 44.2 △1,661,886  8,832,795 36.3

Ⅱ　固定資産            

(1）有形固定
　　資産

※１           

１．建物 ※２ 3,930,244   3,837,942   △92,301 3,922,918   

２．構築物 ※２ 275,639   248,800   △26,838 260,625   

３．機械及び装
置

※２ 4,240,477   3,644,311   △596,165 3,884,906   

４．土地 ※２ 6,359,703   6,359,703   － 6,359,703   

５．建設
仮勘定

 9,562   6,460   △3,102 3,360   

６．その他  179,100   147,870   △31,229 148,154   

有形固定
資産合計

  14,994,726 50.6  14,245,089 52.4 △749,637  14,579,668 59.9

(2）無形固定
　　資産

           

１．ソフト
ウェア

 155,458   123,346   △32,112 130,582   

２．その他  116,474   195,558   79,083 155,716   

無形固定
資産合計

  271,933 0.9  318,904 1.2 46,970  286,299 1.2

(3）投資その他の
資産

           

１．投資
有価証券

※２ 398,406   188,881   △209,525 340,072   

２．その他 ※２ 319,840   447,769   127,929 317,587   

貸倒引当金
 

 △30,612   △23,815   6,797 △35,018   

投資その他の資
産合計

  687,634 2.3  612,835 2.2 △74,798  622,641 2.6

固定資産合計   15,954,295 53.8  15,176,829 55.8 △777,465  15,488,609 63.7

資産合計   29,631,336 100.0  27,191,984 100.0 △2,439,352  24,321,405 100.0
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前中間会計期間末

（平成19年７月31日）
当中間会計期間末

（平成20年７月31日）
増減

前事業年度の要約貸借対照表
（平成20年１月31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） 金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）            

Ⅰ　流動負債            

　１．支払手形  －   508,364   508,364 －   

２．買掛金  6,646,507   5,684,395   △962,112 4,206,819   

３．短期借入金
※２
※４

1,100,000   1,300,000   200,000 200,000   

４．１年以内
返済予定の
長期借入金

※２
※４

1,344,000   1,344,000   － 1,344,000   

５．未払金  1,532,708   1,097,341   △435,366 784,653   

６．未払費用  348,031   354,803   6,772 305,801   

７．未払
　　法人税等

 293,438   111,332   △182,106 72,282   

８．未払
　　消費税等

※５ 40,257   58,033   17,776 39,863   

９．賞与引当金  174,314   124,074   △50,240 167,538   

10．その他  79,890   73,512   △6,378 16,614   

流動負債合計   11,559,147 39.0  10,655,857 39.2 △903,290  7,137,571 29.4

Ⅱ　固定負債            

１．長期借入金
※２
※４

8,075,000   6,731,000   △1,344,000 7,403,000   

２．繰延税金
　　負債

 33,429   33,264   △164 36,350   

３．退職給付
引当金

 60,435   67,906   7,470 65,061   

４．役員退職慰労
引当金

 59,410   64,876   5,466 67,760   

固定負債合計   8,228,275 27.8  6,897,046 25.4 △1,331,228  7,572,171 31.1

負債合計   19,787,423 66.8  17,552,903 64.6 △2,234,519  14,709,743 60.5
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前中間会計期間末

（平成19年７月31日）
当中間会計期間末

（平成20年７月31日）
増減

前事業年度の要約貸借対照表
（平成20年１月31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） 金額（千円）
構成比
（％）

（純資産の部）            

Ⅰ　株主資本            

１　資本金   303,000 1.0  303,000 1.1 －  303,000 1.2

２　資本剰余金            

(1）その他
資本剰余金

 1,200,231   1,200,231   － 1,200,231   

資本剰余金
合計

  1,200,231 4.1  1,200,231 4.4 －  1,200,231 4.9

３　利益剰余金            

(1）利益
準備金

 75,750   75,750   － 75,750   

(2）その他
利益剰余金

           

製品保証
積立金

 100,000   100,000   － 100,000   

特別償却
準備金

 23,421   12,500   △10,921 17,144   

別途積立金  6,860,000   6,860,000   － 6,860,000   

繰越利益
剰余金

 2,058,533   1,905,222   △153,311 1,867,715   

利益剰余金
合計

  9,117,704 30.8  8,953,472 32.9 △164,232  8,920,610 36.7

４　自己株式   △908,962 △3.1  △909,091 △3.3 △128  △908,962 △3.7

株主資本合計   9,711,973 32.8  9,547,612 35.1 △164,361  9,514,879 39.1

Ⅱ　評価・換算
差額等

           

１　その他有価証
券評価差額金

  131,939 0.4  91,467 0.3 △40,472  96,782 0.4

評価・換算
差額等合計

  131,939 0.4  91,467 0.3 △40,472  96,782 0.4

純資産合計   9,843,913 33.2  9,639,080 35.4 △204,833  9,611,661 39.5

負債純資産
合計

  29,631,336 100.0  27,191,984 100.0 △2,439,352  24,321,405 100.0
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(2）中間損益計算書

  
前中間会計期間

（自　平成19年２月１日
至　平成19年７月31日）

当中間会計期間
（自　平成20年２月１日
至　平成20年７月31日）

増減
前事業年度の要約損益計算書
（自　平成19年２月１日
至　平成20年１月31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） 金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 ※６  22,799,997 100.0  21,302,789 100.0 △1,497,208  40,889,334 100.0

Ⅱ　売上原価   19,815,630 86.9  18,905,452 88.7 △910,178  35,955,366 87.9

売上総利益   2,984,366 13.1  2,397,336 11.3 △587,029  4,933,968 12.1

Ⅲ　販売費及び
一般管理費

  2,193,061 9.6  2,064,627 9.7 △128,434  4,077,429 10.0

営業利益   791,305 3.5  332,709 1.6 △458,595  856,538 2.1

Ⅳ　営業外収益 ※１  12,814 0.0  22,811 0.1 9,996  30,715 0.1

Ⅴ　営業外費用 ※２  93,180 0.4  101,581 0.5 8,401  187,658 0.5

経常利益   710,939 3.1  253,939 1.2 △457,000  699,595 1.7

Ⅵ　特別利益 ※３  57,728 0.3  20,557 0.1 △37,170  57,728 0.1

Ⅶ　特別損失 ※４  17,170 0.1  55,720 0.3 38,549  185,953 0.4

税引前中間
（当期）純利益

  751,496 3.3  218,776 1.0 △532,720  571,369 1.4

法人税、住民税及
び事業税

 289,418   102,678    219,808   

法人税等調整額  21,816 311,234 1.4 △7,531 95,146 0.4 △216,088 47,882 267,690 0.7

中間（当期）
純利益

  440,261 1.9  123,630 0.6 △316,631  303,679 0.7
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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19年２月１日　至平成19年７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
金合計製品保証

積立金
特別償却
準備金

別途
積立金

繰越利益
剰余金

平成19年１月31日残高
（千円）

303,000 1,200,231 1,200,231 75,750 100,000 29,698 6,860,000 1,702,763 8,768,211 △908,962 9,362,480

中間会計期間中の
変動額

           

特別償却準備金の
取崩

     △6,276  6,276 －  －

剰余金の配当        △90,768 △90,768  △90,768

中間純利益        440,261 440,261  440,261

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）

－ － － － － △6,276 － 355,770 349,493 － 349,493

平成19年７月31日残高
（千円）

303,000 1,200,231 1,200,231 75,750 100,000 23,421 6,860,000 2,058,533 9,117,704 △908,962 9,711,973

 

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１月31日残高
（千円）

149,464 149,464 9,511,945

中間会計期間中の
変動額

   

特別償却準備金の
取崩

  －

剰余金の配当   △90,768

中間純利益   440,261

株主資本以外の項目
の中間会計期間中の
変動額（純額）

△17,524 △17,524 △17,524

中間会計期間中の
変動額合計（千円）

△17,524 △17,524 331,968

平成19年７月31日残高
（千円）

131,939 131,939 9,843,913
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当中間会計期間（自平成20年２月１日　至平成20年７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
金合計製品保証

積立金
特別償却
準備金

別途
積立金

繰越利益
剰余金

平成20年１月31日残高
（千円）

303,000 1,200,231 1,200,231 75,750 100,000 17,144 6,860,000 1,867,715 8,920,610 △908,962 9,514,879

中間会計期間中の
変動額

           

特別償却準備金の
取崩

     △4,644  4,644 －  －

剰余金の配当        △90,768 △90,768  △90,768

中間純利益        123,630 123,630  123,630

自己株式の取得          △128 △128

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）

－ － － － － △4,644 － 37,506 32,862 △128 32,733

平成20年７月31日残高
（千円）

303,000 1,200,231 1,200,231 75,750 100,000 12,500 6,860,000 1,905,222 8,953,472 △909,091 9,547,612

 

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20年１月31日残高
（千円）

96,782 96,782 9,611,661

中間会計期間中の
変動額

   

特別償却準備金の
取崩

  －

剰余金の配当   △90,768

中間純利益   123,630

自己株式の取得   △128

株主資本以外の項目の
中間会計期間中の変動
額（純額）

△5,314 △5,314 △5,314

中間会計期間中の
変動額合計（千円）

△5,314 △5,314 27,418

平成20年７月31日残高
（千円）

91,467 91,467 9,639,080
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前事業年度の株主資本等変動計算書（自平成19年２月１日　至平成20年１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
金合計製品保証

積立金
特別償却
準備金

別途
積立金

繰越利益
剰余金

平成19年１月31日残高
（千円）

303,000 1,200,231 1,200,231 75,750 100,000 29,698 6,860,000 1,702,763 8,768,211 △908,962 9,362,480

事業年度中の変動額            

特別償却準備金の
取崩

     △12,553  12,553 －  －

剰余金の配当        △151,280 △151,280  △151,280

当期純利益        303,679 303,679  303,679

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）

－ － － － － △12,553 － 164,952 152,399 － 152,399

平成20年１月31日残高
（千円）

303,000 1,200,231 1,200,231 75,750 100,000 17,144 6,860,000 1,867,715 8,920,610 △908,962 9,514,879

 

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１月31日残高
（千円）

149,464 149,464 9,511,945

事業年度中の変動額    

特別償却準備金の
取崩

  －

剰余金の配当   △151,280

当期純利益   303,679

株主資本以外の項目の
事業年度中の
変動額（純額）

△52,682 △52,682 △52,682

事業年度中の変動額
合計（千円）

△52,682 △52,682 99,716

平成20年１月31日残高
（千円）

96,782 96,782 9,611,661
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(4）中間キャッシュ・フロー計算書

  
前中間会計期間

（自　平成19年２月１日
至　平成19年７月31日）

当中間会計期間
（自　平成20年２月１日
至　平成20年７月31日）

増減

前事業年度の要約
キャッシュ・フロー計算書
（自　平成19年２月１日
至　平成20年１月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 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

     

税引前中間（当期）純利益  751,496 218,776 △532,720 571,369

減価償却費  724,731 661,338 △63,392 1,496,585

貸倒引当金の増加額(△減少額)  3,145 △10,703 △13,848 4,551

賞与引当金の増加額(△減少額)  △38,591 △43,464 △4,873 △45,367

退職給付引当金の増加額(△減少額)  1,844 2,844 999 6,470

役員退職慰労引当金の増加額
(△減少額)

 △2,856 △2,884 △28 5,494

受取利息及び受取配当金  △3,340 △3,329 10 △6,468

支払利息  86,957 89,823 2,866 180,295

固定資産除却損  17,170 2,207 △14,963 22,344

固定資産売却益  △5,000 － 5,000 △5,000

売上債権の減少額（△増加額）  △3,965,213 △3,289,555 675,657 257,566

たな卸資産の減少額(△増加額)  78,112 318,281 240,168 167,501

仕入債務の増加額（△減少額）  2,237,173 1,985,940 △251,232 △202,515

未払消費税等の増加額（△減少額）  40,257 18,170 △22,086 39,863

その他  183,692 275,833 92,140 △280,356

小計  109,580 223,280 113,699 2,212,333

利息及び配当金の受取額  3,340 3,329 △10 6,468

利息の支払額  △83,973 △93,077 △9,103 △179,490

法人税等の支払額  △57,379 △63,736 △6,356 △206,400

営業活動による
キャッシュ・フロー

 △28,431 69,796 98,228 1,832,910

Ⅱ　投資活動による
キャッシュ・フロー

     

有形固定資産の取得による支出  △992,939 △170,685 822,253 △1,680,479

有形固定資産の売却による収入  － － － 5,000

無形固定資産の取得による支出  △82,936 △53,947 28,989 △129,707

投資有価証券の取得による支出  △992 △1,005 △13 △1,985

投資活動による
キャッシュ・フロー

 △1,076,868 △225,637 851,230 △1,807,171

Ⅲ　財務活動による
キャッシュ・フロー

     

短期借入金の純増減額（△減少額）  1,100,000 1,100,000 － 200,000

長期借入金の返済による支出  △672,000 △672,000 － △1,344,000

自己株式の取得による支出  － △128 △128 －

配当金の支払額  △90,768 △90,768 － △151,280

財務活動による
キャッシュ・フロー

 337,232 337,103 △128 △1,295,280

Ⅳ　現金及び現金同等物の増加額
(△減少額)

 △768,067 181,261 949,329 △1,269,541

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高  1,462,849 193,307 △1,269,541 1,462,849

Ⅵ　現金及び現金同等物の中間期末(期
末)残高

※１ 694,781 374,569 △320,211 193,307
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(5）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19年２月１日
至　平成19年７月31日）

当中間会計期間
（自　平成20年２月１日
至　平成20年７月31日）

前事業年度
（自　平成19年２月１日
至　平成20年１月31日）

１．資産の評価基準及び評

価方法

 

(1)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。

(1)その他有価証券

時価のあるもの

同左

(1)その他有価証券

時価のあるもの

　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）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

製品、原材料

　移動平均法による原価法を採用

しております。

(2)たな卸資産

同左

 

(2)たな卸資産

同左

 

 

 

 

貯蔵品

重油等

　移動平均法による原価法を採

用しております。

 

 

 

 

 

 

 

 

機械部品

　最終仕入原価法を採用してお

ります。

 

 

 

 

２．固定資産の減価償却の

方法

(1)有形固定資産

　定率法によっております。但し、

建物（建物附属設備は除く）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

同左

(1)有形固定資産

同左

 建物 ２～31年

構築物 ７～30年

機械及び装置 ４～10年

車両運搬具 ２～５年

工具、器具及び備品 ４～15年

  

 

 

(2)無形固定資産

　定額法を採用しております。な

お、自社利用のソフトウェアにつ

いては、社内における利用可能期

間（５年）に基づく定額法によっ

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19年２月１日
至　平成19年７月31日）

当中間会計期間
（自　平成20年２月１日
至　平成20年７月31日）

前事業年度
（自　平成19年２月１日
至　平成20年１月31日）

３．引当金の計上基準

 

(1)貸倒引当金

　債権の貸倒れに備えるため、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

同左

 

 

(2)賞与引当金

　従業員に支給する賞与に充てる

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。

　数理計算上の差異は、その発生

時の従業員の平均残存勤務期間内

の一定の年数（15年）による定額

法により翌年から費用処理するこ

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

務の見込額に基づき計上しており

ます。

　数理計算上の差異は、その発生

時の従業員の平均残存勤務期間内

の一定の年数（15年）による定額

法により翌年から費用処理するこ

ととしております。

 

 

(4)役員退職慰労引当金

　取締役、監査役及び執行役員の

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。

(4)役員退職慰労引当金

同左

(4)役員退職慰労引当金

　取締役、監査役及び執行役員の

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．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．中間キャッシュ・フ

ロー計算書（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ヶ月以内に

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

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

(1)消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

(1)消費税等の会計処理

同左

(1)消費税等の会計処理

同左
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(6）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

  会計処理の変更

前中間会計期間
（自　平成19年２月１日
至　平成19年７月31日）

当中間会計期間
（自　平成20年２月１日
至　平成20年７月31日）

前事業年度
（自　平成19年２月１日
至　平成20年１月31日）

（固定資産の減価償却方法の変更）

　法人税法の改正に伴い、当中間会計期間よ

り、平成19年４月１日以後に取得した有形固

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、売上総利益は4,424千円減少し、

営業利益、経常利益及び税引前中間純利益は、

それぞれ4,552千円減少しております。

　─────

 

（固定資産の減価償却方法の変更）　

　法人税法の改正に伴い、当事業年度より、

平成19年４月１日以後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、売上総利益は19,447千円減少

し、営業利益、経常利益及び税引前当期純利

益は、それぞれ20,483千円減少しております。

  表示方法の変更

前中間会計期間
（自　平成19年２月１日
至　平成19年７月31日）

当中間会計期間
（自　平成20年２月１日
至　平成20年７月31日）

前事業年度
（自　平成19年２月１日
至　平成20年１月31日）

（中間キャッシュ・フロー計算書）

　営業活動によるキャッシュ・フローの「長

期前払費用償却額」は、当中間会計期間にお

いて、金額的重要性が乏しくなったため営業

活動によるキャッシュ・フローの「その他」

に含めております。

　なお、当中間会計期間の当該金額は26千円

であります。

─────

 

　

（キャッシュ・フロー計算書）

　前事業年度まで区分掲記しておりました営

業活動によるキャッシュ・フローの「長期前

払費用償却額」は当事業年度において、金額

的重要性が乏しくなったため営業活動による

キャッシュ・フローの「その他」に含めてお

ります。　

　なお、当事業年度における当該金額は53千

円であります。
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(7）中間財務諸表に関する注記事項

（中間貸借対照表関係）

前中間会計期間末
（平成19年７月31日）

当中間会計期間末
（平成20年７月31日）

前事業年度末
（平成20年１月31日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額は次の

とおりです。

20,408,867千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額は次の

とおりです。

21,672,964千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額は次の

とおりです。

21,075,678千円

※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 3,923,666千円

構築物 239,406千円

機械及び装置 2,568,439千円

土地 6,359,305千円

投資有価証券 329,478千円

計 13,420,296千円

建物 3,831,754千円

構築物 214,291千円

機械及び装置 2,272,998千円

土地 6,359,305千円

投資有価証券 120,962千円

関係会社株式 143,280千円

計 12,942,592千円

建物 3,916,539千円

構築物 224,345千円

機械及び装置 2,369,651千円

土地 6,359,305千円

投資有価証券 273,188千円

計 13,143,030千円

　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 1,100,000千円

１年以内返済予定

の長期借入金
1,344,000千円

長期借入金 8,075,000千円

計 10,519,000千円

短期借入金 1,300,000千円

１年以内返済予定

の長期借入金
1,344,000千円

長期借入金 6,731,000千円

計 9,375,000千円

短期借入金 200,000千円

１年以内返済予定

の長期借入金
1,344,000千円

長期借入金 7,403,000千円

計 8,947,000千円

※３　購入予約

　貸借対照表に計上している原材料以外

に、当社に所有権の移転していない購入

予約品が243,375千円あります。

※３　購入予約

　貸借対照表に計上している原材料以外

に、当社に所有権の移転していない購入

予約品が256,799千円あります。

※３　購入予約

　貸借対照表に計上している原材料以外

に、当社に所有権の移転していない購入

予約品が314,756千円あります。
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前中間会計期間末
（平成19年７月31日）

当中間会計期間末
（平成20年７月31日）

前事業年度末
（平成20年１月31日）

※４　シンジケートローン契約

　当社は平成17年３月に株式会社東京三

菱銀行（現　株式会社三菱東京ＵＦＪ銀

行）をアレンジャーとする総額

9,845,000千円（うちタームローン

7,845,000千円、コミットメントライン

2,000,000千円）のシンジケートローン

契約を締結しております（ただし、平成

19年７月31日現在、タームローンの残高

は6,305,000千円、コミットメントライン

借入実行残高は1,100,000千円）。

　なお、当該シンジケートローン契約に

は以下の財務制限条項が付されておりま

す。

※４　シンジケートローン契約

　当社は平成17年３月に株式会社東京三

菱銀行（現　株式会社三菱東京ＵＦＪ銀

行）をアレンジャーとする総額9,845,000

千円（うちタームローン

7,845,000千円、コミットメントライン

2,000,000千円）のシンジケートローン契

約を締結しており、当該コミットメント

ライン契約につきましては、平成20年６

月に3,000,000千円に契約変更を行ってお

ります（ただし、平成20年７月31日現在、

タームローンの残高は

5,535,000千円、コミットメントライン借

入実行残高は1,300,000千円）。

　なお、当該シンジケートローン契約に

は以下の財務制限条項が付されておりま

す。

※４　シンジケートローン契約

　当社は平成17年３月に株式会社東京三

菱銀行（現　株式会社三菱東京ＵＦＪ銀

行）をアレンジャーとする総額

9,845,000千円（うちタームローン

7,845,000千円、コミットメントライン

2,000,000千円）のシンジケートローン契

約を締結しております（ただし、平成20

年１月31日現在、タームローンの残高は

5,920,000千円、コミットメントライン借

入実行残高は200,000千円）。

　なお、当該シンジケートローン契約に

は以下の財務制限条項が付されておりま

す。

①　各決算期及び中間期の期末日の貸借対

照表における純資産の部の金額を、当

該期末決算期および中間決算期の直前

の期末決算期および中間決算期または

平成17年１月期の期末日の貸借対照表

における純資産の部の金額のいずれか

大きい方の75％以上に維持すること。

①　各決算期及び中間期の期末日の貸借対

照表における純資産の部の金額を、当

該期末決算期および中間決算期の直前

の期末決算期および中間決算期または

平成17年１月期の期末日の貸借対照表

における純資産の部の金額のいずれか

大きい方の75％以上に維持すること。

①　各決算期及び中間期の期末日の貸借対

照表における純資産の部の金額を、当

該期末決算期および中間決算期の直前

の期末決算期および中間決算期または

平成17年１月期の期末日の貸借対照表

における純資産の部の金額のいずれか

大きい方の75％以上に維持すること。

②　各決算期の損益計算書における経常損

益において、２期連続して損失を計上

しないこと。

②　各決算期の損益計算書における経常損

益において、２期連続して損失を計上

しないこと。

②　各決算期の損益計算書における経常損

益において、２期連続して損失を計上

しないこと。

③　各決算期の貸借対照表、損益計算書及

びキャッシュ・フロー計算書に係るトー

タル・レバレッジ・レシオを7.0以下に

維持すること。

③　各決算期の貸借対照表、損益計算書及

びキャッシュ・フロー計算書に係るトー

タル・レバレッジ・レシオを7.0以下に

維持すること。

③　各決算期の貸借対照表、損益計算書及

びキャッシュ・フロー計算書に係るトー

タル・レバレッジ・レシオを7.0以下に

維持すること。

④　各決算期の損益計算書におけるインス

タント・カバレッジ・レシオを1.5倍以

上に維持すること。

④　各決算期の損益計算書におけるインス

タント・カバレッジ・レシオを1.5倍以

上に維持すること。

④　各決算期の損益計算書におけるインス

タント・カバレッジ・レシオを1.5倍以

上に維持すること。

※５　消費税等の取扱いは次のとおりであり

ます。

　仮払消費税等及び仮受消費税等は、相

殺のうえ、未払消費税等として表示して

おります。

※５　消費税等の取扱いは次のとおりであり

ます。

同左

※５　　　　　　─────　
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（中間損益計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成19年２月１日
至　平成19年７月31日）

当中間会計期間
（自　平成20年２月１日
至　平成20年７月31日）

前事業年度
（自　平成19年２月１日
至　平成20年１月31日）

※１　営業外収益の主要項目は、次のとおり

です。

※１　営業外収益の主要項目は、次のとおり

です。

※１　営業外収益の主要項目は、次のとおり

です。

受取利息 695千円

受取配当金 2,644千円

空缶等売却額 6,151千円

受取利息 552千円

受取配当金 2,777千円

空缶等売却額 8,324千円

受取開発料 7,335千円

受取利息 1,241千円

受取配当金 5,226千円

空缶等売却額 10,713千円

受取開発料 7,405千円

※２　営業外費用の主要項目は、次のとおり

です。

※２　営業外費用の主要項目は、次のとおり

です。

※２　営業外費用の主要項目は、次のとおり

です。

支払利息 86,957千円 支払利息 89,823千円 支払利息 180,295千円

※３　特別利益の主要項目は、次のとおりで

あります。

※３　　　　　　───── ※３　特別利益の主要項目は、次のとおりで

あります。

受託生産解約精算金 52,728千円 受託生産解約精算金 52,728千円

※４　特別損失の主要項目は、次のとおりで

す。

※４　特別損失の主要項目は、次のとおりで

す。

※４　特別損失の主要項目は、次のとおりで

す。

建物除却損 11,088千円

機械及び装置除却損 3,108千円

車両運搬具除却損 175千円

工具器具備品除却損 120千円

撤去費用 2,677千円

固定資産除却損 17,170千円

棚卸資産評価損 53,512千円 建物除却損 11,289千円

機械及び装置除却損 5,818千円

車両運搬具除却損 271千円

工具器具備品除却損 1,871千円

ソフトウェア除却損 415千円

撤去費用 2,677千円

固定資産除却損 22,344千円

品質管理対応損失 158,865千円

　５　減価償却実施額は次のとおりです。 　５　減価償却実施額は次のとおりです。 ５　減価償却実施額は次のとおりです。

有形固定資産 692,264千円

無形固定資産 32,467千円

有形固定資産 634,688千円

無形固定資産 26,650千円

有形固定資産 1,433,068千円

無形固定資産 63,516千円

※６　売上高の季節的変動

　当社の売上高は、事業の性質上、上半

期の受注数が下半期に比べ割合が大きい

ため、事業年度の上半期の売上高と下半

期の売上高との間に著しい相違があり、

上半期と下半期の業績に季節的変動があ

ります。

※６　売上高の季節的変動

同左

※６　　　　　　─────
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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19年２月１日　至　平成19年７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）

発行済株式     

普通株式 3,780,000 － － 3,780,000

合計 3,780,000 － － 3,780,000

自己株式     

普通株式 754,400 － － 754,400

合計 754,400 － － 754,400

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４月26日

定時株主総会
普通株式 90,768 30 平成19年１月31日 平成19年４月27日

(2）基準日が当中間期に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間期末後となるもの

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９月14日

取締役会
普通株式 60,512 利益剰余金 20 平成19年７月31日 平成19年10月22日

 

当中間会計期間（自　平成20年２月１日　至　平成20年７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）

発行済株式     

普通株式 3,780,000 － － 3,780,000

合計 3,780,000 － － 3,780,000

自己株式     

普通株式　（注） 754,400 78 － 754,478

合計 754,400 78 － 754,478

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加78株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

２．配当に関する事項

(1）配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成20年４月23日

定時株主総会
普通株式 90,768 30 平成20年１月31日 平成20年４月24日

(2）基準日が当中間期に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間期末後となるもの

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20年９月12日

取締役会
普通株式 60,510 利益剰余金 20 平成20年７月31日 平成20年10月20日
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前事業年度（自　平成19年２月１日　至　平成20年１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）

発行済株式     

普通株式 3,780,000 － － 3,780,000

合計 3,780,000 － － 3,780,000

自己株式     

普通株式　　 754,400 － － 754,400

合計 754,400 － － 754,400

 

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４月26日

定時株主総会
普通株式 90,768 30 平成19年１月31日 平成19年４月27日

平成19年９月14日

取締役会
普通株式 60,512 20 平成19年７月31日 平成19年10月22日

(2）基準日が当期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
（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20年４月23日

定時株主総会
普通株式 90,768 利益剰余金 30 平成20年１月31日 平成20年４月24日

（中間キャッシュ・フロー計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成19年２月１日
至　平成19年７月31日）

当中間会計期間
（自　平成20年２月１日
至　平成20年７月31日）

前事業年度
（自　平成19年２月１日
至　平成20年１月31日）

※１　現金及び現金同等物の中間期末残高と

中間貸借対照表に掲記されている科目の

金額との関係

※１　現金及び現金同等物の中間期末残高と

中間貸借対照表に掲記されている科目の

金額との関係

※１　現金及び現金同等物の期末残高と貸借

対照表に掲記されている科目の金額との

関係

（平成19年７月31日現在） （平成20年７月31日現在） （平成20年１月31日現在）

 （千円）

現金及び預金勘定 694,781

現金及び現金同等物 694,781

 （千円）

現金及び預金勘定 374,569　

現金及び現金同等物 374,569　

 （千円）

現金及び預金勘定 193,307　

現金及び現金同等物 193,307　

（開示の省略）

　リース取引、有価証券、デリバティブ取引、ストック・オプション等、企業結合等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。 

 

（持分法損益等）

前中間会計期間（自　平成19年２月１日　至　平成19年７月31日）

　該当事項はありません。

当中間会計期間（自　平成20年２月１日　至　平成20年７月31日）

　該当事項はありません。

前事業年度（自　平成19年２月１日　至　平成20年１月31日）

　該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

前中間会計期間
（自　平成19年２月１日
至　平成19年７月31日）

当中間会計期間
（自　平成20年２月１日
至　平成20年７月31日）

前事業年度
（自　平成19年２月１日
至　平成20年１月31日）

１株当たり純資産額 3,253.54円

１株当たり中間純利益 145.51円

潜在株式調整後１株当たり

中間純利益
145.27円

１株当たり純資産額 3,185.92円

１株当たり中間純利益 40.86円

 

 
 

　潜在株式調整後１株当たり中間純利

益につきましては、希薄化効果を有し

ている潜在株式が存在していないため

記載しておりません。

１株当たり純資産額 3,176.78円

１株当たり当期純利益 100.37円

　

 
 

　潜在株式調整後１株当たり当期純利

益につきましては、希薄化効果を有し

ている潜在株式が存在していないため

記載しておりません。

　（注）　１株当たり中間（当期）純利益及び潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益の算定上の基礎は、以下の

とおりであります。

 
前中間会計期間

（自　平成19年２月１日
至　平成19年７月31日）

当中間会計期間
（自　平成20年２月１日
至　平成20年７月31日）

前事業年度
（自　平成19年２月１日
至　平成20年１月31日）

１株当たり中間（当期）純利益    

中間（当期）純利益（千円） 440,261 123,630 303,679

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

（千円）
440,261 123,630 303,679

期中平均株式数（千株） 3,025 3,025 3,025

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利

益
   

中間（当期）純利益調整額（千円） － － －

普通株式増加数（千株） ４ － －

（うち新株予約権（千株）） （４） （－） （－）

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

　第２回新株予約権

　412個

　潜在株式の数

　41,200株

第３回新株予約権

50個

潜在株式の数

5,000株

第４回新株予約権

240個

潜在株式の数

24,000株

　

　

　

　

　第１回新株予約権

　1,327個

　潜在株式の数

　132,700株

第３回新株予約権

50個

潜在株式の数

5,000株

 

 

 

　

　

　

　

　

　第１回新株予約権

　1,352個

　潜在株式の数

　135,200株

第２回新株予約権

412個

潜在株式の数

41,200株

第３回新株予約権

50個

潜在株式の数

5,000株

第４回新株予約権

240個

潜在株式の数

24,000株

（重要な後発事象）

該当事項はありません。
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５．生産、受注および販売の状況
　（１）生産実績

　生産実績を事業の部門別に示すと、次のとおりであります。

　（単位：千円）

品目名称

　前中間会計期間

(自　平成19年２月１日

　至　平成19年７月31日)

当中間会計期間　

(自　平成20年２月１日　

　至　平成20年７月31日)

 

　前年同期比（％）

 

前事業年度　

(自　平成19年２月１日　

　至　平成20年１月31日)

　受託製造事業     

　ペット容器飲料 12,469,261 11,883,627 △4.7 22,179,953

　紙容器飲料 3,035,803 2,758,128 △9.1 5,581,183

　缶容器飲料 1,782,524 2,050,491 15.0 3,185,406

　その他 64,249 22,012 △65.7 105,843

小計 17,351,838 16,714,260 △3.7 31,052,386

　メーカー事業     

　果実飲料 2,000,538 1,502,568 △24.9 3,206,819

　野菜飲料 1,498,457 1,070,373 △28.6 2,875,577

　茶系飲料 977,668 880,946 △9.9 1,822,807

　ミネラルウォーター 459,435 426,788 △7.1 868,629

　その他 357,857 351,304 △1.8 653,810

小計 5,293,957 4,231,980 △20.1 9,427,644

合計 22,645,795 20,946,241 △7.5 40,480,031

　（注）１．生産高金額は販売金額によっております。

　　　　２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　

　（２）受注状況

当社は、ブランドオーナーからの清涼飲料の受注生産ならびに自社ブランドおよび一部の他社ブランド品の清涼

飲料と搾汁製品の見込生産による販売を行っております。受注生産の受注状況については毎月末に翌月１ヵ月間の

受注が確定し、その受注高を翌月１ヵ月間に製造し販売しております。また見込み生産による販売は、発注を頂い

てから速やかに出荷をとっております。

　したがって、当社における受注残高は、最大でも翌月１ヵ月分のみに限定されておりますので、受注高および受

注残高についての記載は省略しております。

 

ゴールドパック㈱　(2589）平成 21 年１月期中間決算短信（非連結）

－ 23 －



　（３）販売実績

　　販売実績を事業の部門別に示すと、次のとおりであります。

（単位：千円）

品目名称

　前中間会計期間

(自　平成19年２月１日

　至　平成19年７月31日)

当中間会計期間　

(自　平成20年２月１日　

　至　平成20年７月31日)

 

　前年同期比（％）

 

前事業年度　

(自　平成19年２月１日　

　至　平成20年１月31日)

　受託製造事業     

　ペット容器飲料 12,525,527 11,860,899 △5.3 22,250,521

　紙容器飲料 2,974,779 2,726,774 △8.3 5,473,510

　缶容器飲料 1,771,328 2,063,207 16.5 3,208,878

　その他 81,789 76,228 △6.8 255,739

小計 17,353,424 16,727,110 △3.6 31,188,649

　メーカー事業     

　果実飲料 1,814,932 1,519,129 △16.3 2,984,746

　野菜飲料 1,520,054 1,118,567 △26.4 2,846,757

　茶系飲料 1,014,622 991,792 △2.3 1,862,616

　ミネラルウォーター 448,706 437,670 △2.5 867,431

　その他 648,257 508,518 △21.6 1,139,133

小計 5,446,572 4,575,678 △16.0 9,700,685

合計 22,799,997 21,302,789 △6.6 40,889,334

（注）１．主要な販売先およ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。

相手先

前中間会計期間
（自　平成19年２月１日
至　平成19年７月31日）

当中間会計期間
（自　平成20年２月１日
至　平成20年７月31日）

前事業年度
（自　平成19年２月１日
至　平成20年１月31日）

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％）

㈱伊藤園 11,383,534 49.9 11,056,578 51.9 20,674,311 50.6

日本生活協同組合連

合会
4,469,501 19.6 3,735,256 17.5 7,917,965 19.4

ダイドードリンコ㈱ 2,793,315 12.3 2,418,007 11.4 5,027,761 12.3

　２．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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