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第一部【企業情報】 

第１【企業の概況】 

１【主要な経営指標等の推移】 

 （注）１．売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２．潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益については、潜在株式が存在しないため、記載しておりませ

ん。 

回次 第58期中 第59期中 第60期中 第58期 第59期 

会計期間 

自平成16年 
１月１日 
至平成16年 
６月30日 

自平成17年 
１月１日 
至平成17年 
６月30日 

自平成18年 
１月１日 
至平成18年 
６月30日 

自平成16年 
１月１日 
至平成16年 
12月31日 

自平成17年 
１月１日 
至平成17年 
12月31日 

(1）連結経営指標等      

売上高（百万円） 59,073 59,180 57,627 122,526 122,775 

経常利益（百万円） 2,383 2,337 2,029 5,057 5,372 

中間（当期）純利益（百万円） 1,571 1,412 2,520 2,904 3,148 

純資産額（百万円） 48,672 50,545 54,761 49,917 53,721 

総資産額（百万円） 89,929 90,468 94,295 93,997 94,910 

１株当たり純資産額（円） 657.93 683.44 740.50 674.10 725.57 

１株当たり中間（当期）純利益金

額（円） 
21.24 19.10 34.08 38.48 41.72 

潜在株式調整後１株当たり中間 

（当期）純利益金額（円） 
－ － － － － 

自己資本比率（％） 54.1 55.9 58.1 53.1 56.6 

営業活動によるキャッシュ・フロ

ー（百万円） 
△4,421 △3,464 △5,742 6,075 5,040 

投資活動によるキャッシュ・フロ

ー（百万円） 
2,340 △4,960 △4,206 424 △5,046 

財務活動によるキャッシュ・フロ

ー（百万円） 
△616 △744 △887 △625 △749 

現金及び現金同等物の中間期末 

（期末）残高（百万円） 
20,256 19,678 17,294 28,822 28,126 

従業員数 

（外書、平均臨時雇用者数）

（人） 

1,379 

(525) 

1,373 

(544) 

1,355 

(612) 

1,369 

(519) 

1,347 

(552) 



 （注）売上高には、消費税等は含まれておりません。 

回次 第58期中 第59期中 第60期中 第58期 第59期 

会計期間 

自平成16年 
１月１日 
至平成16年 
６月30日 

自平成17年 
１月１日 
至平成17年 
６月30日 

自平成18年 
１月１日 
至平成18年 
６月30日 

自平成16年 
１月１日 
至平成16年 
12月31日 

自平成17年 
１月１日 
至平成17年 
12月31日 

(2）提出会社の経営指標等      

売上高（百万円） 53,766 53,702 51,922 111,101 110,414 

経常利益（百万円） 2,750 2,314 2,248 4,758 4,536 

中間（当期）純利益（百万円） 2,024 1,071 1,018 2,325 2,131 

資本金（百万円） 13,056 13,056 13,056 13,056 13,056 

発行済株式総数（千株） 78,750 78,750 78,750 78,750 78,750 

純資産額（百万円） 53,785 54,271 56,186 54,002 56,688 

総資産額（百万円） 89,202 88,536 89,663 90,927 90,892 

１株当たり中間（当期）配当金

（円） 
－ － 6.00 10.00 12.00 

自己資本比率（％） 60.3 61.3 62.7 59.4 62.4 

従業員数 

（外書、平均臨時雇用者数） 

（人） 

848 

(476) 

847 

(487) 

851 

(524) 

844 

(462) 

837 

(489) 



２【事業の内容】 

 当中間連結会計期間において、当社グループ（当社および当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な変

更はありません。 

３【関係会社の状況】 

 当中間連結会計期間において、以下の会社が新たに提出会社の連結子会社となりました。 

 （注）主要な事業の内容欄には、事業の種類別セグメントの名称を記載しております。 

４【従業員の状況】 

(1）連結会社の状況 

 （注）１．従業員数は就業従業員数であります。 

２．臨時雇用者数は、（ ）内に当中間連結会計期間の平均人員を外書で記載しております。 

(2）提出会社の状況 

 （注）１．従業員数は、就業従業員数であります。 

２．臨時雇用者数は、（ ）内に当中間会計期間の平均人員を外書で記載しております。 

(3）労働組合の状況 

 当社グループにおいては、当社および国内連結子会社１社で労働組合が組織されております。 

 なお、労使関係について特に記載すべき事項はありません。 

名称 住所 
資本金 
（百万円） 

主要な事業の
内容 

議決権の
所有割合
（％） 

関係内容 

 ＣＡエステート㈱ 
東京都 

渋谷区  
10  食品その他 100.0 

不動産コンサルティングおよび仲介を行っ

ております。 

当社が建物を賃貸しております。 

役員の兼任等・・・有  

  平成18年６月30日現在

事業の種類別セグメントの名称 従業員数（人） 

飲料・健康機能性食品 1,253 (538) 

食品その他 102 (74) 

合計 1,355 (612) 

  平成18年６月30日現在

従業員数(人） 851 (524) 



第２【事業の状況】 

１【業績等の概要】 

(1）業績 

  当中間連結会計期間におけるわが国経済は、個人消費や設備投資がひきつづき緩やかに回復するなど、景気は総

じて堅調に推移したとみられております。 

 飲料業界におきましては、原油高や原材料相場の高騰がコストを押し上げる一方で、販売競争の激化により拡売

費がひきつづき増加するなど厳しい企業環境が続きました。 

 このような状況のもと、当社グループでは、主力の乳性飲料を中心として積極的な拡販施策を展開するととも

に、機能性食品素材の販売や知財供与ビジネスにも前向きに取り組み、売上高の拡大および収益性の向上に努めて

まいりましたが、当中間連結会計期間の売上高は５７６億２千７百万円（前中間連結会計期間比２．６％減）とな

り、経常利益は２０億２千９百万円（前中間連結会計期間比１３．２％減）、中間純利益は２５億２千万円（前中

間連結会計期間比７８．５％増）となりました。 

  

 事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。 

（飲料・健康機能性食品事業） 

 飲料・健康機能性食品事業の売上高は５１６億７千万円（前中間連結会計期間比４．２％減）、営業利益は 

１４億４千２百万円（前中間連結会計期間比２８．８％減）となりました。当事業においては、当社の主力商品

である「カルピス」やナチュラルミネラルウォーター「ｅｖｉａｎ（エビアン）」が順調に売上を伸ばしました

が、「カルピスウォーター」や冬用ホット飲料「ほっとレモン」などが苦戦し、売上高は前中間連結会計期間を

下回りました。 

①コンク飲料 

 コンク飲料の売上高は、９９億２千７百万円（前中間連結会計期間比３．８％増）となりました。 

 当社の主力商品である「カルピス」や“「カルピス」フルーツ”は、広告や販促活動が功を奏し、売上は堅

調に推移しました。また、飲用酢市場の拡大に着目した“飲むお酢＆「カルピス」”は、健康志向の高まりを

受け、好調に推移しました。  

②乳性ストレート飲料 

 乳性ストレート飲料の売上高は、２１２億６千３百万円（前中間連結会計期間比６．７％減）となりまし

た。 

 主力商品の「カルピスウォーター」のプロモーションの効果があらわれず、また、「カルピスソーダ」や新

製品が伸び悩んだため、売上高は前中間連結会計期間を下回りました。 

③その他ストレート飲料 

  その他ストレート飲料の売上高は、１７１億６千３百万円（前中間連結会計期間比０．２％減）となりまし

た。 

 国際ブランド商品であるナチュラルミネラルウォーター「ｅｖｉａｎ（エビアン）」や果汁飲料 

「Ｗｅｌｃｈ’ｓ（ウェルチ）」は堅調に推移しましたが、「ほっとレモン」を中心とする冬用ホット飲料が

暖冬の影響で前中間連結会計期間を下回りました。 

  

 なお、海外での飲料事業につきましては、台湾では、大手コンビニエンスストアとの取組みをひきつづき強

化し、「可爾必思（カルピス）」ブランドの新製品が順調に推移しました。タイでは、缶コーヒー 

“Ｂｉｒｄｙ”がひきつづき売上を伸ばしました。また、中国では、平成１７年９月に上海市で開始した 

「可尓必思（カルピス）」のテスト販売を継続しております。  

④健康機能性飲料・食品 

  健康機能性飲料・食品の売上高は、３３億１千５百万円（前中間連結会計期間比２４．２％減）となりまし

た。 

 国内では、血圧調節作用のある「アミールＳ」シリーズについて、「アミールＳ／毎朝野菜」（特定保健用

食品）を３月に発売したものの、血圧領域以外の特定保健用食品も含め競合製品の発売が相次ぎ、売上高は前

中間連結会計期間を下回りました。 

 食後の血糖値上昇抑制作用のある「健茶王」（特定保健用食品）は、平成１７年９月の“「健茶王」緑茶”

の発売により回復の兆しが見られたものの、競合製品発売の影響もあり伸び悩みました。 

 近年特にその働きが注目されている乳酸菌「Ｌ－９２」菌を活用した「インターバランスＬ－９２」は、前



年に比べ花粉の飛散量が減少したこともあり、売上高は前中間連結会計期間を下回りました。一方、 

 「Ｌ－９２」菌の粉末素材を活用した製品開発および販売活動を日本コカ・コーラ社と共同で行い、１月に

同社から緑茶タイプの新製品が発売されました。 

  海外では、欧州においてユニリーバ社が製造・販売する血圧調節作用を持つ食品に当社の健康・機能性食

品素材「ＡｍｅａｌＰｅｐｔｉｄｅ（アミールペプチド）」の基本特許および商標をライセンスする契約にも

とづき、平成１７年７月から供給を開始した血圧調節作用のある 

“「ＡｍｅａｌＰｅｐｔｉｄｅ（アミールペプチド）」Ｅ－Ｐｏｗｄｅｒ”の販売が堅調に推移しました。 

 また、米国ではひきつづき「Ａｍｅａｌ（アミール）Ｓ」（タブレット）の販路拡大に努めました。   

（食品その他事業） 

 食品その他事業の売上高は、５９億５千７百万円（前中間連結会計期間比１３．１％増）、営業利益は、 

５億６千６百万円（前中間連結会計期間比１４７．５％増）となりました。 

①食 品 

  食品の売上高は、バターの売上増により乳製品が増収となり、４４億３百万円（前中間連結会計期間比 

３．９％増）となりました。 

②微生物活用事業 

  微生物活用事業の売上高は、７億２千万円（前中間連結会計期間比１５８．１％増）となりました。 

 畜産用生菌剤「カルスポリン」が、世界最大の食品加工メーカーであるタイソン・フーズ社の米国における

ブロイラー飼育用の飼料添加物として全面採用された結果、大幅に増収となりました。 

③その他事業 

  不動産賃貸収入をはじめとするその他事業の売上高は、８億３千２百万円（前中間連結会計期間比 

１１．２％増）となりました。 



(2）キャッシュ・フロー 

 営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前中間純利益４４億９千３百万円から固定資産売却益 

２６億１千５百万円、売上債権の増加額３２億７千４百万円、たな卸資産の増加額１７億１千６百万円および法人

税等支払額１５億３百万円などを差引いた結果、５７億４千２百万円の支出となりました。 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、固定資産売却により２６億３千２百万円の収入がありましたが、投資有

価証券等取得による支出５０億円１百万円、固定資産の取得による支出１８億４千８百万円などにより、 

４２億６百万円の支出となりました。 

 財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払などにより８億８千７百万円の支出となりました。 

 以上の結果、現金及び現金同等物の当中間連結会計期間末残高は、前連結会計年度末残高に比べ１０８億３千２

百万円減少し、１７２億９千４百万円となりました。 

２【生産、受注および販売の状況】 

(1）生産実績 

 当中間連結会計期間の生産実績を事業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。 

 （注）１．金額は販売価格によっております。 

２．上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

(2）受注実績 

 当社グループは、受注生産は行っておりません。 

(3）販売実績 

 当中間連結会計期間の販売実績を事業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。 

 （注）１．セグメント間取引については相殺消去しております。 

２．主な相手先の販売実績および総販売実績に対する割合は次のとおりであります。 

    なお、上記金額には、連結子会社への販売金額は含まれておりません。 

３．上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

事業の種類別セグメント名称 金額（百万円） 前年同期比（％） 

飲料・健康機能性食品事業 47,171 97.6 

食品その他事業 1,332 166.7 

合計 48,503 98.7 

事業の種類別セグメント名称 金額（百万円） 前年同期比（％） 

飲料・健康機能性食品事業 51,670 95.8 

食品その他事業 5,957 113.1 

合計 57,627 97.4 

相手先 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

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

金額（百万円） 割合（％） 金額（百万円） 割合（％） 

味の素株式会社 41,174 69.6 38,810 67.3 



３【対処すべき課題】 

 当中間連結会計期間において、当社グループの対処すべき課題について、重要な変更はありません。 

４【経営上の重要な契約等】 

 当中間連結会計期間において、新たに締結した経営上の重要な契約等はありません。 

５【研究開発活動】 

 当社グループの研究開発活動は、商品開発研究所、健康・機能性食品開発研究所、基礎研究フロンティアラボラト

リーの３つの研究所および飼料事業部相模研究グループとそれらを有機的にサポートする研究戦略部の５部門で行っ

ています。 

 商品開発研究所では、お客様の視点やニーズを踏まえたスピーディな新製品開発、製品改定を行っています。 

「カルピス」の研究で培った乳・乳酸菌を扱う技術を基盤にして、「カルピスウォーター」などの乳性飲料の開発を

行うとともに、果汁飲料、茶系飲料、チルド飲料、酒類など、幅広い製品開発を行っています。さらにグローバルな

飲料事業展開を支援すべく、米国や東南アジア諸国向け製品の開発や技術支援を行っています。 

 健康・機能性食品開発研究所では、時代の変化を先取りした、お客様の健康と生活の質（ＱＯＬ）向上に役立つ製

品の開発を行っています。「カルピス酸乳」の持つ様々な生理機能を生かしたオリジナリティーの高い機能性飲料お

よび食品の開発や、機能性乳酸菌「Ｌ－９２」菌の活用に取り組んでいます。また、機能性食品素材 

「ＡｍｅａｌＰｅｐｔｉｄｅ（アミールペプチド）」の欧米諸国での展開を積極的にサポートしています。 

 基礎研究フロンティアラボラトリーでは、発酵乳や微生物に関わる最先端技術を導入し、コア技術の強化をはかる

とともに、新たな事業領域の拡大を目指した新規技術確立・素材開発も行っています。 

 飼料事業部相模研究グループは、微生物活用による家畜の腸内フローラ改善に着目することで、安全でおいしい畜

産物生産のための畜産用生菌剤の開発に取り組んでいます。 

 当中間連結会計期間における当社グループの研究開発費用は６５６百万円、また特許の保有数は国内外合わせて 

約５４０件です（出願中を含む）。 

（飲料・健康機能性食品事業） 

 お客様の多種多様なニーズに対応すべく、商品開発研究所では止渇型・嗜好型飲料を、健康・機能性食品開発研究

所では、健康機能性飲料・食品について、積極的に新製品の開発や既存品の改定をいたしました。 

 止渇型・嗜好型飲料においては、コンク飲料では、カロリーを意識する方向けの「『カルピス』ダイエット」や、

全乳発酵乳を使用したギフト用の「特撰『カルピス』」などを開発しました。また旬の果汁と「カルピス」を組合せ

た、季節感を楽しむ「季節を彩るカルピス」のシリーズとしては、「マンゴー」および「パイナップル」を開発しま

した。乳性ストレート飲料では、「『フルーツカルピス』桃」や贅沢な味わいが楽しめる「クリーミィ『フルーツ 

カルピス』アプリコット」、育ち盛りの小中学生をターゲットにした「Ｓｐｏｒｔｓ ＣＡＬＰＩＳ／Ｕ－１５」、 

チルド飲料では「『カルピスパーラー』イタリア産レモン＆ライム」、アルコール飲料では「『カルピスサワー』 

白桃」などを開発・改定しました。その他ストレート飲料では、カロリーゼロで乳酸菌を手軽に摂取できる 

「ＡＱＵＡ乳酸菌」や、「『Ｗｅｌｃｈ’ｓ』サマーマンゴーブレンド」などの開発・改定を行いました。 

 健康機能性飲料・食品においては、野菜ジュースで初めてとなる血圧対応の特定保健用食品、 

「『アミールＳ』毎朝野菜」を開発しました。その他、「『ファインサポート』セラミド＆Ｑ１０」などを、また通

販商品の「健彩生活」シリーズでは「健彩生活／アミール・サプリメント」と「健彩生活／アミール＋カテキン」を

開発しました。 

当中間連結会計期間に開発・改定した製品は、７４アイテムとなりました。飲料・健康機能性食品事業での研究開発

費用は６０５百万円であります。 

  

（食品その他事業） 

 商品開発研究所および健康・機能性食品開発研究所では、新製品の開発や既存品の改定に取組んでおります。当中

間連結会計期間に開発・改定した製品は、「『カルピス』のむゼリー」の１アイテムです。 

食品その他（飼料事業含む）事業での研究開発費用は５１百万円であります。  



第３【設備の状況】 

１【主要な設備の状況】 

当中間連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

２【設備の新設、除却等の計画】 

 前連結会計年度末に計画中であった当社群馬工場における飼料添加物「カルスポリン」製造設備の新設は、平成18

年３月に完了しております。 

 また、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はありません。 



第４【提出会社の状況】 

１【株式等の状況】 

(1）【株式の総数等】 

①【株式の総数】 

②【発行済株式】 

(2）【新株予約権等の状況】 

 該当事項はありません。 

(3）【発行済株式総数、資本金等の状況】 

種類 発行可能株式総数（株） 

普通株式 160,000,000 

計 160,000,000 

種類 
中間会計期間末現在発行
数（株） 
（平成18年６月30日） 

提出日現在発行数（株） 
（平成18年９月28日） 

上場証券取引所名又は
登録証券業協会名 

内容 

普通株式 78,750,000 78,750,000 

㈱東京証券取引所市場第

一部 

㈱大阪証券取引所市場第

一部 

－ 

計 78,750,000 78,750,000 － － 

年月日 
発行済株式総
数増減数 
（千株） 

発行済株式総
数残高 
（千株） 

資本金増減額
（百万円） 

資本金残高
（百万円） 

資本準備金増
減額 
（百万円） 

資本準備金残
高（百万円） 

  

平成18年１月１日～

平成18年６月30日  

－ 78,750 － 13,056 － 9,897 



(4）【大株主の状況】 

 （注）１．財団法人三島海雲記念財団は、自然科学および人文科学に関する教育研究を援助奨励する目的を以て当社元

社長故三島海雲が私財を投じて設立した財団であります。 

２．自己株式（4,797,861株）は、議決権がないため上記の大株主から除外しております。 

(5）【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

   （注）「完全議決権株式（その他）」欄には、証券保管振替機構名義の株式が1,000株含まれております。 

また、「完全議決権株式（その他）」の「議決権の数」欄には、これらの株式に係る議決権の数1個は含ま

れておりません。 

  平成18年６月30日現在

氏名又は名称 住所 
所有株式数 
（千株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

味の素株式会社 東京都中央区京橋1-15-1 19,672 24.98 

国分株式会社 東京都中央区日本橋1-1-1 3,419 4.34 

財団法人三島海雲記念財団 東京都渋谷区恵比寿西2-20-3 3,239 4.11 

みずほ信託退職給付信託みず

ほ銀行口 

東京都中央区晴海1-8-12晴海アイランドト

リトンスクエアオフィスタワーＺ棟 
2,983 3.79 

清水建設株式会社 東京都港区芝浦1-2-3 2,315 2.94 

ゴ－ルドマン．サツクス．イ

ンタ－ナシヨナル（常任代理

人 ゴ－ルドマン・サックス

証券会社東京支店） 

133 FLEET STREET LONDON EC4A 2BB,U.K 

（東京都中央区日本橋茅場町1-2-4） 
2,070 2.63 

株式会社損害保険ジャパン 東京都新宿区西新宿1-26-1 1,650 2.10 

日本トラスティ・サービス信

託銀行株式会社（信託口） 
東京都中央区晴海1-8-11 1,629 2.07 

清和綜合建物株式会社 東京都港区芝大門1-1-23 1,425 1.81 

日本マスタートラスト信託銀

行株式会社（信託口） 
東京都港区浜松町2-11-3 1,333 1.69 

合計 39,735 50.46 

  平成18年6月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 － － － 

議決権制限株式（自己株式等） － － － 

議決権制限株式（その他） － － － 

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式    4,847,000 － － 

完全議決権株式（その他） （注） 普通株式   73,655,000 73,654 － 

単元未満株式 普通株式     248,000 － 
１単元（1,000株）

未満の株式 

発行済株式総数 78,750,000 － － 

総株主の議決権 － 73,654 － 



②【自己株式等】 

２【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】 

 （注） 最高・最低株価は、株式会社東京証券取引所市場第一部におけるものであります。 

３【役員の状況】 

 前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当半期報告書の提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。 

  （注）死去による退任であります。 

  平成18年６月30日現在

所有者の氏名又は
名称 

所有者の住所 
自己名義所有株
式数（株） 

他人名義所有株
式数（株） 

所有株式数の合
計（株） 

発行済株式総数に
対する所有株式の
割合（％） 

（自己保有株式）      

カルピス㈱ 
東京都渋谷区 

恵比寿南2-4-1 
4,797,000 － 4,797,000 6.09 

（相互保有株式）      

パンピー食品㈱ 
東京都港区 

高輪4-1-18 
50,000 － 50,000 0.06 

計 － 4,847,000 － 4,847,000 6.15 

月別 平成18年１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 

最高（円） 878 959 1,085 1,149 1,189 1,139 

最低（円） 781 864 943 1,046 1,008 956 

      退任役員  

役名 職名 氏名 退任年月日 

     監査役       －       吉岡  雍典 平成18年４月１日 



第５【経理の状況】 

１．中間連結財務諸表および中間財務諸表の作成方法について 

(1）当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成11年大蔵省令

第24号。以下「中間連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。 

 なお、前中間連結会計期間（平成17年１月１日から平成17年６月30日まで）は、改正前の中間連結財務諸表規則

に基づき、当中間連結会計期間（平成18年１月１日から平成18年６月30日まで）は、改正後の中間連結財務諸表規

則に基づいて作成しております。 

(2）当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38

号。以下「中間財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。 

 なお、前中間会計期間（平成17年１月１日から平成17年６月30日まで）は、改正前の中間財務諸表等規則に基づ

き、当中間会計期間（平成18年１月１日から平成18年６月30日まで）は、改正後の中間財務諸表等規則に基づいて

作成しております。 

２．監査証明について 

  当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前中間連結会計期間（平成17年１月１日から平成17年６月30日

まで）および前中間会計期間（平成17年１月１日から平成17年６月30日まで）の中間財務諸表について、中央青山監

査法人により中間監査を受けております。 

 また、当中間連結会計期間（平成18年１月１日から平成18年６月30日まで）の中間連結財務諸表および当中間会計

期間（平成18年１月１日から平成18年６月30日まで）の中間財務諸表について、みすず監査法人および至誠監査法人

により中間監査を受けております。 

 なお、中央青山監査法人は、平成18年９月１日をもって名称をみすず監査法人に変更しております。 



１【中間連結財務諸表等】 

(1）【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17年６月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成18年６月30日） 

前連結会計年度の 
要約貸借対照表 

（平成17年12月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ 流動資産           

1.現金及び預金   19,702   12,314   18,154  

2.受取手形及び売掛
金 

※１  27,654   27,517   24,243  

3.有価証券   －   9,998   10,000  

4.たな卸資産   6,182   5,281   3,564  

5.繰延税金資産   1,294   1,105   1,100  

6.その他   2,131   2,124   1,816  

7.貸倒引当金   △42   △58   △61  

流動資産合計   56,923 62.9  58,282 61.8  58,818 62.0 

Ⅱ 固定資産           

1.有形固定資産           

(1)建物及び構築物  27,030   27,546   27,344   

減価償却累計額  △13,850 13,180  △14,730 12,815  △14,308 13,035  

(2)機械装置及び運
搬具  30,585   31,627   30,805   

減価償却累計額  △24,820 5,764  △25,300 6,327  △25,073 5,732  

(3)工具器具備品  2,947   3,092   3,036   

減価償却累計額  △2,169 778  △2,351 740  △2,266 770  

(4)土地   5,544   5,509   5,526  

(5)建設仮勘定   3   0   11  

   25,270 27.9  25,393 26.9  25,077 26.4 

2.無形固定資産   328 0.4  1,237 1.3  762 0.8 

3.投資その他の資産           

(1)投資有価証券  6,781   8,203   9,139   

(2)繰延税金資産  83   105   100   

(3)その他  1,081 7,945 8.8 1,072 9,381 10.0 1,012 10,252 10.8 

固定資産合計   33,545 37.1  36,012 38.2  36,092 38.0 

資産合計   90,468 100.0  94,295 100.0  94,910 100.0 

           

（負債の部）           

Ⅰ 流動負債           

1.支払手形及び買掛
金   17,432   16,237   18,493  

2.短期借入金   2,440   2,440   2,440  

3.賞与引当金   579   610   630  

4.役員賞与引当金   －   31   －  

5.未払金   11,312   11,250   10,519  

6.未払法人税等   1,045   1,054   1,628  

7.その他   1,210   1,250   1,205  

流動負債合計   34,019 37.6  32,874 34.9  34,917 36.8 

 



  
前中間連結会計期間末 
（平成17年６月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成18年６月30日） 

前連結会計年度の 
要約貸借対照表 

（平成17年12月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

Ⅱ 固定負債           

1.退職給付引当金   3,409   2,552   2,967  

2.役員退職慰労引当
金   369   470   420  

3.繰延税金負債   1,543   2,946   2,285  

4.持分法適用に伴う
負債   313   406   329  

5.その他   266   282   269  

固定負債合計   5,903 6.5  6,659 7.0  6,272 6.6 

負債合計   39,922 44.1  39,533 41.9  41,189 43.4 

           

（少数株主持分）           

少数株主持分   － －  － －  － － 

           

（資本の部）           

Ⅰ 資本金   13,056 14.4  － －  13,056 13.8 

Ⅱ 資本剰余金   9,897 11.0  － －  9,897 10.4 

Ⅲ 利益剰余金   29,609 32.7  － －  31,345 33.0 

Ⅳ その他有価証券評価
差額金   1,525 1.7  － －  2,887 3.0 

Ⅴ 為替換算調整勘定   △820 △0.9  － －  △739 △0.7 

Ⅵ 自己株式   △2,723 △3.0  － －  △2,727 △2.9 

資本合計   50,545 55.9  － －  53,721 56.6 

負債、少数株主持分
及び資本合計   90,468 100.0  － －  94,910 100.0 

           

（純資産の部）           

Ⅰ 株主資本                  

  1.資本金    － －  13,056 13.9  － － 

  2.資本剰余金    － －  9,898 10.5  － － 

  3.利益剰余金    － －  32,915 34.9  － － 

  4.自己株式    － －  △2,728 △2.9  － － 

株主資本合計    － －  53,142 56.4  － － 

Ⅱ 評価・換算差額等                  

 1.その他有価証券評価
差額金 

   － －  2,317 2.4  － － 

 2.為替換算調整勘定    － －  △698 △0.7  － － 

評価・換算差額等合計    － －  1,619 1.7  － － 

Ⅲ 少数株主持分    － －  － －  － － 

純資産合計    － －  54,761 58.1  － － 

負債・純資産合計    － －  94,295 100.0  － － 

           



②【中間連結損益計算書】 

  
前中間連結会計期間 

（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

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

前連結会計年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高   59,180 100.0  57,627 100.0  122,775 100.0 

Ⅱ 売上原価   29,155 49.3  28,948 50.2  61,401 50.0 

売上総利益   30,024 50.7  28,679 49.8  61,374 50.0 

Ⅲ 販売費及び一般管理費           

1.拡売費  13,131   13,174   27,832   

2.運送費・保管料  2,901   2,651   5,987   

3.広告費  2,354   1,594   3,381   

4.給与手当 
※１ 
※２ 

4,847   4,718   9,661   

5.旅費交通費  291   282   602   

6.賃借料  1,526   1,442   2,980   

7.研究開発費  590   656   1,309   

8.その他 ※３ 2,126 27,768 46.9 2,149 26,670 46.3 4,381 56,136 45.7 

営業利益   2,256 3.8  2,008 3.5  5,237 4.3 

Ⅳ 営業外収益           

1.受取利息  3   5   8   

2.受取配当金  48   54   75   

3.持分法による投資利益  11   －   9   

4.為替差益  13   －   30   

5.雑収入  26 103 0.2 80 141 0.2 53 178 0.1 

Ⅴ 営業外費用           

1.支払利息  17   18   34   

2.持分法による投資損失  －   84   －   

3.為替差損  －   14   －   

4.雑損失  4 21 0.1 3 120 0.2 8 43 0.0 

経常利益   2,337 3.9  2,029 3.5  5,372 4.4 

Ⅵ 特別利益           

1.固定資産売却益 ※４ －   2,615   11   

2.投資有価証券売却益  0   －   0   

3.関係会社株式売却益  138   －   138   

4.貸倒引当金戻入益  16 155 0.3 3 2,618 4.6 － 149 0.1 

Ⅶ 特別損失           

1.固定資産売却損 ※５ 0   0   1   

2.固定資産除却損 ※６ 111   141   208   

3.減損損失 ※７ 575   －   575   

4.投資有価証券評価損  －   12   －   

5.自動販売機新札対応費  100 788 1.3 － 154 0.3 171 957 0.8 

税金等調整前中間（当
期）純利益   1,703 2.9  4,493 7.8  4,565 3.7 

法人税、住民税及び事業
税  492   930   1,648   

法人税等調整額  △201 291 0.5 1,042 1,972 3.4 △232 1,416 1.1 

中間（当期）純利益   1,412 2.4  2,520 4.4  3,148 2.6 

           



③【中間連結剰余金計算書及び中間連結株主資本等変動計算書】 

中間連結株主資本等変動計算書 

当中間連結会計期間（自平成18年1月1日 至平成18年6月30日） 

  中間連結剰余金計算書  

  
前中間連結会計期間 

（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

前連結会計年度の 
連結剰余金計算書 

（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 金額（百万円） 

（資本剰余金の部）      

Ⅰ 資本剰余金期首残高   9,897  9,897 

Ⅱ 資本剰余金増加高      

自己株式処分差益  － － 0 0 

Ⅲ 資本剰余金中間期末（期末）残高   9,897  9,897 

      

（利益剰余金の部）      

Ⅰ 利益剰余金期首残高   28,994  28,994 

Ⅱ 利益剰余金増加高      

中間（当期）純利益  1,412 1,412 3,148 3,148 

Ⅲ 利益剰余金減少高      

1.利益配当金  739  739  

2.役員賞与金  57 797 57 797 

Ⅳ 利益剰余金中間期末（期末）残高   29,609  31,345 

      

 

株主資本 評価・換算差額等 

少数株主
持分 

純資産 
合計 

資本金 
資 本 
剰余金 

利 益 
剰余金 

自己株式
株主資本
合計 

その他有
価証券評
価差額金

為替換算
調整勘定

評価・換
算差額等
合計 

平成17年12月31日 残高 

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

中間連結会計期間中の変動額           

剰余金の配当 

（百万円） 
    △887   △887         △887 

役員賞与の支給 

（百万円） 
    △63   △63         △63 

中間純利益 

（百万円） 
    2,520   2,520         2,520 

自己株式の処分 

（百万円） 
  0   0 1         1 

自己株式の取得 

（百万円） 
      △2 △2         △2 

株主資本以外の項目の中間

連結会計期間中の変動額

（純額） 

（百万円） 

          △570 41 △529   △529 

中間連結会計期間中の変動額 

合計 

（百万円） 

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

平成18年6月30日 残高 

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



④【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 

  
前中間連結会計期間 

（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

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

前連結会計年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー     

税金等調整前中間（当期）純利益  1,703 4,493 4,565 

減価償却費  1,308 1,290 2,637 

減損損失  575 － 575 

持分法による投資損益 
（△：利益）  △11 84 △9 

賞与引当金の増減額 
（△：減少額）  42 △20 93 

役員賞与引当金の増減額 
（△：減少額）  － 31 － 

退職給付引当金の増減額 
（△：減少額）  △341 △415 △783 

役員退職慰労引当金の増減額 
(△:減少額)  △182 50 △132 

貸倒引当金の増減額 
（△：減少額）  △16 △3 2 

受取利息及び受取配当金  △51 △60 △84 

支払利息  17 18 34 

投資有価証券等売却益  △138 － △138 

投資有価証券等評価損  － 12 － 

為替差損益（△:差益）  △13 △5 △30 

固定資産売却益  － △2,615 △11 

固定資産売却損・除却損  78 86 137 

売上債権の増減額（△：増加額）  △4,000 △3,274 △588 

たな卸資産の増減額 
（△：増加額）  △2,058 △1,716 559 

仕入債務の増減額（△：減少額）  △1,611 △2,255 △485 

その他債権の増減額 
（△：増加額）  △49 △369 332 

その他債務の増減額 
（△：減少額）  1,840 803 △731 

未払消費税等の増減額 
（△：減少額）  53 △351 341 

役員賞与の支払額  △57 △63 △57 

その他  △2 △0 △6 

小計  △2,917 △4,280 6,219 

利息及び配当金の受取額  51 59 103 

利息の支払額  △15 △18 △32 

法人税等支払額  △583 △1,503 △1,248 

営業活動によるキャッシュ・フロー  △3,464 △5,742 5,040 

 



  
前中間連結会計期間 

（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

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

前連結会計年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー     

定期預金等預入による支出  △1 △8 △30 

定期預金等払戻による収入  － 18 24 

投資有価証券等取得による支出  △17 △5,001 △18 

投資有価証券等売却による収入  152 － 152 

短期貸付金の増減額（増加：△）  0 0 1 

固定資産の取得による支出  △5,106 △1,848 △5,219 

固定資産の売却による収入  10 2,632 39 

その他  1 1 4 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △4,960 △4,206 △5,046 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー     

配当金の支払額  △739 △887 △739 

自己株式取得による支出  △5 △2 △9 

その他  － 1 0 

財務活動によるキャッシュ・フロー  △744 △887 △749 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  24 4 58 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額  △9,144 △10,832 △696 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  28,822 28,126 28,822 

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末 
 （期末）残高 

※ 19,678 17,294 28,126 

     



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

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

前連結会計年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

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

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

 当中間連結財務諸表に含めた

連結子会社は次のとおりです。 

カルピス物流サービス㈱ 

カルピスフーズサービス㈱ 

カルピスビジネスサポート㈱ 

カルピスビバレッジ㈱(東京) 

東北カルピスビバレッジ㈱ 

カルピスビバレッジ㈱(西日

本) 

カルピスビバレッジ㈱(阪名) 

沖縄カルピス販売㈱ 

台灣可爾必思股份有限公司 

カルピス伊藤忠ミネラルウォ

ーター㈱ 

カルピスビバレッジ㈱(本社) 

カルピスＵＳＡ㈱ 

西武商事㈱ 

 当中間連結財務諸表に含めた

連結子会社は次のとおりです。 

カルピス物流サービス㈱ 

カルピスフーズサービス㈱ 

カルピスビジネスサポート㈱ 

カルピスビバレッジ㈱(東京) 

東北カルピスビバレッジ㈱ 

カルピスビバレッジ㈱(西日

本) 

カルピスビバレッジ㈱(阪名) 

沖縄カルピス販売㈱ 

台灣可爾必思股份有限公司 

カルピス伊藤忠ミネラルウォ

ーター㈱ 

カルピスビバレッジ㈱(本社) 

カルピスＵＳＡ㈱ 

西武商事㈱ 

ＣＡエステート㈱ 

 ＣＡエステート㈱は平成18年2

月22日付で設立し、当中間連結

会計期間より連結の範囲に含め

ております。 

 当連結財務諸表に含めた連結

子会社は次のとおりです。 

カルピス物流サービス㈱ 

カルピスフーズサービス㈱ 

カルピスビジネスサポート㈱ 

カルピスビバレッジ㈱(東京) 

東北カルピスビバレッジ㈱ 

カルピスビバレッジ㈱(西日

本) 

カルピスビバレッジ㈱(阪名) 

沖縄カルピス販売㈱ 

台灣可爾必思股份有限公司 

カルピス伊藤忠ミネラルウォ

ーター㈱ 

カルピスビバレッジ㈱(本社) 

カルピスＵＳＡ㈱ 

西武商事㈱ 

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

(1）関連会社であるカルピス味の

素ダノン㈱、味の素カルピスビ

バレッジインドネシア㈱、タイ

味の素カルピスビバレッジ㈱の

３社について持分法を適用して

おります。 

(1）         同左 

  

(1）         同左 

  

(2）持分法を適用していない関連

会社はパンピー食品㈱でありま

す。 

(2）     同左 

  

(2）     同左 

  

(3）持分法を適用していない関連

会社１社は、中間連結純損益お

よび利益剰余金等に及ぼす影響

が軽微であり、かつ全体として

も重要性がないため、持分法を

適用しておりません。 

(3）     同左 

  

(3）持分法を適用していない関連

会社１社は、当期純損益および

利益剰余金等に及ぼす影響が軽

微であり、かつ全体としても重

要性がないため、持分法を適用

しておりません。 

(4）持分法適用会社のうち、中間

決算日が中間連結決算日と異な

るタイ味の素カルピスビバレッ

ジ㈱については、中間連結決算

日現在で実施した仮決算に基づ

く財務諸表を利用しておりま

す。 

(4）     同左 

  

(4）持分法適用会社のうち、決算

日が連結決算日と異なるタイ味

の素カルピスビバレッジ（株）

については、連結決算日現在で

実施した仮決算に基づく財務諸

表を利用しております。 

 



前中間連結会計期間 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

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

前連結会計年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

３．連結子会社の中間決算日等に関

する事項 

 連結子会社の中間期の末日と中

間連結決算日は一致しておりま

す。 

３．連結子会社の中間決算日等に関

する事項 

同左 

３．連結子会社の事業年度等に関す

る事項 

 連結子会社の事業年度末日と連

結決算日は一致しております。 

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

(1）重要な資産の評価基準および

評価方法 

(1）重要な資産の評価基準および

評価方法 

(1）重要な資産の評価基準および

評価方法 

イ．有価証券 

その他有価証券 

・時価のあるもの 

 中間決算日の市場価格等

に基づく時価法（評価差額

は全部資本直入法により処

理しており、売却原価は移

動平均法により算出してお

ります。） 

イ．有価証券 

その他有価証券 

・時価のあるもの 

 中間決算日の市場価格等

に基づく時価法（評価差額

は全部純資産直入法により

処理しており、売却原価は

移動平均法により算出して

おります。） 

イ．有価証券 

その他有価証券 

・時価のあるもの 

 決算日の市場価格等に基

づく時価法（評価差額は全

部資本直入法により処理し

ており、売却原価は移動平

均法により算出しておりま

す。） 

・時価のないもの 

移動平均法による原価法 

・時価のないもの 

同左 

・時価のないもの 

同左 

ロ．たな卸資産 

 主として総平均法による原

価法を採用しております。 

ロ．たな卸資産 

同左 

ロ．たな卸資産 

同左 

(2）重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

(2）重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

(2）重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

イ．有形固定資産 

 主として定率法を採用して

おります。但し、平成10年４

月１日以降の新規取得の建物

（建物附属設備を除く）は定

額法によっております。 

 なお、主な耐用年数は次の

とおりであります。 

イ．有形固定資産 

同左 

イ．有形固定資産 

同左 

建物及び構築物 ３年～50年

機械装置及び運

搬具 
２年～17年

   

   

   

   

ロ．無形固定資産 

 定額法を採用しておりま

す。 

 なお、自社利用のソフトウ

ェアについては、社内におけ

る利用可能期間（５年）に基

づいております。 

ロ．無形固定資産 

同左 

ロ．無形固定資産 

同左 

 



前中間連結会計期間 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

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

前連結会計年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

(3）重要な引当金の計上基準 (3）重要な引当金の計上基準 (3）重要な引当金の計上基準 

イ．貸倒引当金 

 債権の貸倒れによる損失に

備えるため、一般債権につい

ては貸倒実績率により、貸倒

懸念債権等特定の債権につい

ては個別に回収可能性を勘案

し、回収不能見込額を計上し

ております。 

イ．貸倒引当金 

同左 

イ．貸倒引当金 

同左 

ロ．賞与引当金 

 従業員賞与の支給に備える

ため、支給対象期間に基づく

賞与支給見込額を計上してお

ります。 

ロ．賞与引当金 

同左 

ロ．賞与引当金 

同左 

────── ハ．役員賞与引当金 

 役員に対して支給する賞与

の支出に充てるため、支給見

込額の当中間連結会計期間負

担額を計上しております。 

（会計方針の変更）  

  当中間連結会計期間より、

「役員賞与に関する会計基

準」（企業会計基準第4号 平

成17年11月29日）を適用して

おります。これにより、営業

利益、経常利益および税金等

調整前中間純利益は31百万円

減少しております。 

 なお、セグメント情報に与

える影響は、当該箇所に記載

しております。 

────── 

 



前中間連結会計期間 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

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

前連結会計年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

ニ．退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備える

ため、当中間連結会計期間末

における退職給付債務および

年金資産の見込額に基づき、

当中間連結会計期間末におい

て発生していると認められる

額を計上しております。 

 過去勤務債務は、その発生

時における従業員の平均残存

勤務期間以内の一定年数（２

年）による定額法により按分

した額を発生時より費用処理

することとしております。 

  数理計算上の差異は、各連

結会計年度の発生時における

従業員の平均残存勤務期間以

内の一定年数（10年）による

定額法により按分した額を、

それぞれ発生の翌連結会計年

度から費用処理することとし

ております。 

ニ．退職給付引当金 

同左 

ニ．退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備える

ため、当連結会計年度末にお

ける退職給付債務および年金

資産の見込額に基づき計上し

ております。 

  過去勤務債務は、その発生

時における従業員の平均残存

勤務期間以内の一定の年数

（２年）による定額法により

按分した額を発生時より費用

処理することとしておりま

す。 

 数理計算上の差異は、各連

結会計年度の発生時における

従業員の平均残存勤務期間以

内の一定の年数（10年）によ

る定額法により按分した額を

それぞれ発生の翌連結会計年

度から費用処理することとし

ております。 

（追加情報）  

  当社は、平成17年４月に退

職金制度の改定を行い適格退

職年金制度から市場金利連動

型（キャッシュバランス型）

の年金制度に移行しまし

た。   

  なお、この制度改定によ

り、退職給付債務は７億３千

１百万円減少しております。 

────── （追加情報） 

 当社は、平成17年４月に退

職金制度の改定を行い適格退

職年金制度から市場金利連動

型（キャッシュバランス型）

の年金制度に移行しました。 

 なお、この制度改定によ

り、退職給付債務は７億３千

１百万円減少しております。 

 



前中間連結会計期間 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

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

前連結会計年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

ホ．役員退職慰労引当金 

 役員の退職金の支給にあて

るため、内規に基づく当中間

連結会計期間末の要支給額を

計上しております。 

ホ．役員退職慰労引当金 

同左 

ホ．役員退職慰労引当金 

 役員の退職金の支給にあて

るため、内規に基づく期末要

支給額を計上しております。 

(4）重要なリース取引の処理方法 

 リース物件の所有権が借主に

移転すると認められるもの以外

のファイナンス・リース取引に

ついては、通常の賃貸借取引に

係る方法に準じた会計処理によ

っております。 

(4）重要なリース取引の処理方法 

同左 

(4）重要なリース取引の処理方法 

同左 

(5）その他中間連結財務諸表作成

のための基本となる重要な事項 

(5）その他中間連結財務諸表作成

のための基本となる重要な事項 

(5）その他連結財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事項 

イ．消費税等の会計処理方法 

 税抜方式を採用しておりま

す。 

イ．消費税等の会計処理方法 

同左 

イ．消費税等の会計処理方法 

同左 

ロ．税額計算等における固定資

産圧縮積立金の取扱い 

 税額および法人税等調整額

は、当連結会計年度において

予定している利益処分による

租税特別措置法の規定に基づ

く固定資産圧縮積立金の取崩

を前提として、当中間連結会

計期間に係る金額を計算して

おります。 

ロ．税額計算等における固定資

産圧縮積立金の取扱い 

 税額および法人税等調整額

は、当連結会計年度において

予定している租税特別措置法

の規定に基づく固定資産圧縮

積立金等の積立および取崩を

前提として、当中間連結会計

期間に係る金額を計算してお

ります。 

────── 

５．中間連結キャッシュ・フロー計

算書における資金の範囲 

 中間連結キャッシュ・フロー計

算書における資金の範囲に含めた

現金及び現金同等物は、手許現金

および要求払預金のほか、容易に

換金可能であり、かつ、価値の変

動について僅少なリスクしか負わ

ない取得日より３ヵ月以内に償還

期限が到来する短期投資からなっ

ております。 

５．中間連結キャッシュ・フロー計

算書における資金の範囲 

同左 

５．連結キャッシュ・フロー計算書

における資金の範囲 

 連結キャッシュ・フロー計算書

における資金の範囲に含めた現金

及び現金同等物は、手許現金およ

び要求払預金のほか、容易に換金

可能であり、かつ、価値の変動に

ついて僅少なリスクしか負わない

取得日より３ヵ月以内に償還期限

が到来する短期投資からなってお

ります。 



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

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

前連結会計年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

固定資産の減損に係る会計基準 

  固定資産の減損に係る会計

基準（「固定資産の減損に係

る会計基準の設定に関する意

見書」（企業会計審議会 平

成14年８月９日））及び「固

定資産の減損に係る会計基準

の適用指針」（企業会計基準

適用指針第６号 平成15年10

月31日）が平成16年３月31日

に終了する連結会計年度に係

る連結財務諸表から適用でき

ることになったことに伴い、

当中間連結会計期間から同会

計基準及び同適用指針を適用

しております。これにより税

金等調整前中間純利益は 

575百万円減少しております。 

 なお、減損損失累計額につ

いては、改正後の中間連結財

務諸表規則に基づき各資産の

金額から直接控除しておりま

す。 

────── 固定資産の減損に係る会計基準 

  固定資産の減損に係る会計

基準（「固定資産の減損に係

る会計基準の設定に関する意

見書」（企業会計審議会 平

成14年８月９日））及び「固

定資産の減損に係る会計基準

の適用指針」（企業会計基準

適用指針第６号 平成15年10

月31日）が平成16年３月31日

に終了する連結会計年度に係

る連結財務諸表から適用でき

ることになったことに伴い、

当連結会計年度から同会計基

準及び同適用指針を適用して

おります。これにより税金等

調整前当期純利益は575百万円

減少しております。 

 なお、減損損失累計額につ

いては、改正後の連結財務諸

表規則に基づき各資産の金額

から直接控除しております。 

────── 貸借対照表の純資産の部の表示

に関する会計基準 

  当中間連結会計期間より、

「貸借対照表の純資産の部の

表示に関する会計基準」（企

業会計基準第５号 平成17年

12月9日）および「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する

会計基準等の適用指針」（企

業会計基準適用指針第８号 

平成17年12月9日）を適用して

おります。 

  従来の資本の部の合計に相

当する金額は、純資産の部の

合計と同額であります。 

 なお、中間連結財務諸表規

則の改正により、当中間連結

会計期間における中間連結貸

借対照表の純資産の部につい

ては、改正後の中間連結財務

諸表規則により作成しており

ます。 

────── 



注記事項 

（中間連結貸借対照表関係） 

前中間連結会計期間末 
（平成17年６月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成18年６月30日） 

前連結会計年度末 
（平成17年12月31日） 

  

────── 

  

────── 

※１．連結会計年度末日満期手形に

ついては手形交換日に入出金

の処理をする方法によってお

ります。当連結会計年度末日

が金融機関の休日であったた

め、連結会計年度末日満期手

形が当連結会計年度末残高に

次のとおり含まれておりま

す。 

  受取手形 75百万円 

 ２．保証債務 

(1）従業員の金融機関からの借入

金に対して保証を行っており

ます。 

 ２．保証債務 

(1）従業員の金融機関からの借入

金に対して保証を行っており

ます。 

 ２．保証債務 

(1）従業員の金融機関からの借入

金に対して保証を行っており

ます。 

34百万円 22百万円 28百万円 

(2）味の素カルピスビバレッジイ

ンドネシア（株）の金融機関

からの借入金に対して保証を

行っております。 

(2）味の素カルピスビバレッジイ

ンドネシア（株）の金融機関

からの借入金に対して保証を

行っております。 

(2）味の素カルピスビバレッジイ

ンドネシア（株）の金融機関

からの借入金に対して保証を

行っております。 

(US$575,000) 

64百万円 

(US$755,000) 

87百万円 

(US$575,000) 

68百万円 



（中間連結損益計算書関係） 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

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

前連結会計年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

※１．このうちに退職給付費用170百

万円が含まれております。 

※１．このうちに退職給付費用42百

万円が含まれております。 

※１．このうちに退職給付費用271百

万円が含まれております。 

※２．このうちに賞与引当金繰入額

564百万円が含まれておりま

す。 

※２．このうちに賞与引当金繰入額

466百万円が含まれておりま

す。 

※２．このうちに賞与引当金繰入額

483百万円が含まれておりま

す。 

※３．このうちに減価償却費262百万

円が含まれております。 

※３．このうちに減価償却費303百万

円が含まれております。 

※３．このうちに減価償却費555百万

円が含まれております。 

────── ※４．固定資産売却益の内訳 ※４．固定資産売却益の内訳 

 土地 2,615百万円 土地 11百万円

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

機械装置及び 

運搬具 
0百万円 

機械装置及び 

運搬具 
0百万円

機械装置及び 

運搬具 
0百万円

土地 0百万円

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

建物及び構築物 9百万円 

機械装置及び 

運搬具 
93百万円 

工具器具備品他 8百万円 

建物及び構築物 12百万円

機械装置及び 

運搬具 
121百万円

工具器具備品他 7百万円

建物及び構築物 65百万円

機械装置及び 

運搬具 
138百万円

工具器具備品他 4百万円

 



前中間連結会計期間 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

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

前連結会計年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

※７．減損損失 ────── ※７．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しまし

た。 

場所 用途 種類 
金額 

(百万円) 

群馬県 
館林市 

 製造 
 設備 

 機械 
 装置等 

480 

神奈川県 
相模原市 

 製造 
 設備 

 機械 
 装置等 

52 

福島県 
会津若松市 

 営業所  土地等 43 

合計   575 

  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しました。 

  

場所 用途 種類 
金額 

(百万円)

群馬県 
館林市 

製造 
設備 

機械 
装置等 

480 

神奈川県 
相模原市 

製造 
設備 

機械 
装置等 

52 

福島県 
会津若松市 

営業所 土地等 43 

合計   575 

 当社グループは、事業用資産に

ついては主として事業別・工場別

にグルーピングを行い、賃貸用資

産および遊休資産等については個

別に資産のグルーピングを行って

おります。 

 製造設備である機械装置等は、

遊休であること等により、回収可

能価額まで減額しております。当

該資産の回収可能価額は、使用価

値により測定しております。使用

価値については将来キャッシュ・

フローを６.０％で割り引いて算出

しております。 

 営業所として使用している土地

等は、処分予定があり、かつ地価

の下落に伴い帳簿価格に対し時価

が著しく下落した資産であること

から、回収可能価額まで減額して

おります。当該資産の回収可能価

額は、正味売却価額により測定し

ており、見積売却価額により算出

しております。 

  当社グループは、事業用資産に

ついては主として事業別・工場別

にグルーピングを行い、賃貸用資

産および遊休資産等については個

別に資産のグルーピングを行って

おります。 

 製造設備である機械装置等は、

遊休であること等により、回収可

能価額まで減額しております。当

該資産の回収可能価額は、使用価

値により測定しております。使用

価値については将来キャッシュ・

フローを６.０％で割り引いて算

出しております。 

 営業所として使用している土地

等は、処分予定があり、かつ地価

の下落に伴い帳簿価額に対し時価

が著しく下落した資産であること

から、回収可能価額まで減額して

おります。当該資産の回収可能価

額は、正味売却価額により測定し

ており、見積売却価額により算出

しております。 



（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17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

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

前連結会計年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

────── １．発行済株式の種類および総数

ならびに自己株式の種類およ

び株式数に関する事項 

────── 

 

(注)１．自己株式（普通株式）の増

加は、単元未満株式の買取に

よるものであります。 

  ２．自己株式（普通株式）の減

少は、単元未満株式の売却に

よるものであります。 

 
発行済株式
の種類 

自己株式の
種類 

 普通株式 普通株式 

前連結会計年度
末株式数 
（千株） 

 78,750 4,797 

当中間連結会計
期間増加株式数
（千株） 

－  2 

当中間連結会計
期間減少株式数
（千株） 

－  1 

当中間連結会計
期間末株式数 
（千株） 

 78,750 4,797 

 

 ２．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

 平成18年３月30日開催の第59回

定時株主総会において次のとおり

決議しております。 

・普通株式の配当に関する事項 

①配当金の総額       887百万円 

②１株当たりの配当額    12.00円 

③基準日      平成17年12月31日 

④効力発生日    平成18年３月31日 

(2）基準日が当中間連結会計期間に

属する配当のうち、配当の効力

発生日が当中間連結会計期間以

降となるもの 

 平成18年７月31日開催の取締役

会において次のとおり決議してお

ります。 

・普通株式の配当に関する事項 

①配当金の総額       443百万円 

②配当の原資       利益剰余金 

③１株当たりの配当額     6.00円 

④基準日      平成18年 6月30日 

⑤効力発生日    平成18年 9月21日 

 



（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

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

前連結会計年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

※ 現金及び現金同等物の中間期末

残高と中間連結貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関

係 

※ 現金及び現金同等物の中間期末

残高と中間連結貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関

係 

※ 現金及び現金同等物の期末残高

と連結貸借対照表に掲記されて

いる科目の金額との関係 

（平成17年６月30日現在） （平成18年６月30日現在） （平成17年12月31日現在）

（単位：百万円） （単位：百万円） （単位：百万円）

現金及び預金 19,702

計 19,702

預入期間が３ヵ月を超

える定期預金 
△24

現金及び現金同等物 19,678

現金及び預金 12,314

有価証券 9,998

計 22,312

預入期間が３ヵ月を超

える定期預金 
△18

償還期限が３ヵ月を超

える有価証券 
△5,000

現金及び現金同等物 17,294

現金及び預金 18,154

有価証券 10,000

計 28,154

預入期間が３ヵ月を超

える定期預金 
△28

現金及び現金同等物 28,126



（リース取引関係） 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

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

前連結会計年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31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

却累計額相当額および中間期末残高相

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、減損損失累計額相当

額およ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、減損損失累計額相当

額および期末残高相当額 

 

取得価
額相当
額 
(百万円) 

減価償
却累計
額相当
額 
(百万円) 

中間期
末残高
相当額 
(百万円) 

機械装置及び
運搬具 

390 151 239 

工具器具備品 9,659 5,626 4,033 

合計 10,050 5,777 4,272 

 

取得価
額相当
額 
(百万円)

減価償
却累計
額相当
額 
(百万円)

中間期
末残高
相当額 
(百万円)

機械装置及び
運搬具 

475 193 282 

工具器具備品 8,681 4,530 4,151 

合計 9,157 4,724 4,433 

 

取得価
額相当
額 
(百万円) 

減価償
却累計
額相当
額 
(百万円) 

期末残
高相当
額 
(百万円)

機械装置及び
運搬具 

428 176 251 

工具器具備品 9,235 5,231 4,003 

合計 9,663 5,407 4,255 

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等 

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等 

未経過リース料期末残高相当額 

１年内 1,810百万円 

１年超 2,975百万円 

合計 4,786百万円 

１年内 1,681百万円 

１年超 2,915百万円 

合計 4,596百万円 

１年内 1,744百万円 

１年超 3,005百万円 

合計 4,749百万円 

３）支払リース料、減価償却費相当額およ

び支払利息相当額 

３）支払リース料、リース資産減損勘定の

取崩額、減価償却費相当額、支払利息

相当額および減損損失 

３）支払リース料、リース資産減損勘定の

取崩額、減価償却費相当額、支払利息

相当額および減損損失 

支払リース料 1,158百万円 

減価償却費相当額 1,049百万円 

支払利息相当額 102百万円 

支払リース料 1,068百万円 

減価償却費相当額 970百万円 

支払利息相当額 99百万円 

支払リース料 2,252百万円 

減価償却費相当額 2,037百万円 

支払利息相当額 199百万円 

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 

５）利息相当額の算定方法 

リース料総額とリース物件の取得価額

相当額の差額を利息相当額とし、各期

への配分方法については級数法によっ

ております。 

５）利息相当額の算定方法 

同左 

５）利息相当額の算定方法 

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 53百万円 

１年超 81百万円 

合計 135百万円 

１年内 50百万円 

１年超 85百万円 

合計 136百万円 

１年内 47百万円 

１年超 83百万円 

合計 130百万円 

 （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） 

リース資産に配分された減損損失はありませ

ん。 



（有価証券関係） 

前中間連結会計期間末（平成17年６月30日現在） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

当中間連結会計期間末（平成18年６月30日現在） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

 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 2,640 5,211 2,571 

(2）債券 － － － 

(3）その他 － － － 

合計 2,640 5,211 2,571 

 中間連結貸借対照表計上額（百万円） 

(1）その他有価証券  

非上場株式 663 

(2）関連会社株式 905 

 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 2,643 6,549 3,906 

(2）債券 － － － 

(3）その他 － － － 

合計 2,643 6,549 3,906 

 中間連結貸借対照表計上額（百万円） 

(1）その他有価証券  

①非上場株式 652 

②実績配当型金銭信託 7,000 

③コマーシャルペーパー 2,998 

(2）関連会社株式 1,000 



前連結会計年度末（平成17年12月31日現在） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

（デリバティブ取引関係） 

前中間連結会計期間（自 平成17年１月１日 至 平成17年６月30日） 

 当社グループは、デリバティブ取引を利用しておりませんので該当事項はありません。 

当中間連結会計期間（自 平成18年１月１日 至 平成18年６月30日） 

 当社グループは、デリバティブ取引を利用しておりませんので該当事項はありません。 

前連結会計年度（自 平成17年１月１日 至 平成17年12月31日） 

 当社グループは、デリバティブ取引を利用しておりませんので該当事項はありません。 

（ストック・オプション等関係） 

当中間連結会計期間（自 平成18年１月１日 至 平成18年６月30日） 

 該当事項はありません。 

 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 2,641 7,509 4,868 

(2）債券 － － － 

(3）その他 － － － 

合計 2,641 7,509 4,868 

 連結貸借対照表計上額（百万円） 

(1）その他有価証券  

①非上場株式 663 

②実績配当型金銭信託 10,000 

(2）関連会社株式 965 



（セグメント情報） 

【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17年１月１日 至 平成17年６月30日） 

当中間連結会計期間（自 平成18年１月１日 至 平成18年６月30日） 

前連結会計年度（自 平成17年１月１日 至 平成17年12月31日） 

 （注）１）事業区分は、製品の種類・性質の類似性をもとに区分しております。 

 
飲料・健康 
機能性食品 
（百万円） 

食品その他 
（百万円） 

計 
（百万円） 

消去又は全社 
（百万円） 

連結 
（百万円） 

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 53,913 5,266 59,180 － 59,180 

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
－ － － (－) － 

計 53,913 5,266 59,180 (－) 59,180 

営業費用 51,886 5,038 56,924 (－) 56,924 

営業利益 2,027 228 2,256 (－) 2,256 

 
飲料・健康 
機能性食品 
（百万円） 

食品その他 
（百万円） 

計 
（百万円） 

消去又は全社 
（百万円） 

連結 
（百万円） 

売上高      

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

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
－ － － (－) － 

計 51,670 5,957 57,627 (－) 57,627 

営業費用 50,227 5,391 55,619 (－) 55,619 

営業利益 1,442 566 2,008 (－) 2,008 

 
飲料・健康 
機能性食品 
（百万円） 

食品その他 
（百万円） 

計 
（百万円） 

消去又は全社 
（百万円） 

連結 
（百万円） 

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 112,047 10,727 122,775 － 122,775 

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
－ － － (－) － 

計 112,047 10,727 122,775 (－) 122,775 

営業費用 107,326 10,211 117,538 (－) 117,538 

営業利益 4,721 516 5,237 (－) 5,237 



２）当中間連結会計期間における各事業区分の主要製品 

（会計方針の変更） 

当中間連結会計期間より「役員賞与に関する会計基準」（企業会計基準第４号 平成17年11月29日）を適用したこ

とによる各セグメントの営業利益への影響は、軽微であります。 

【所在地別セグメント情報】 

前中間連結会計期間（自 平成17年１月１日 至 平成17年６月30日）、当中間連結会計期間（自 平成18年

１月１日 至 平成18年６月30日）および前連結会計年度（自 平成17年１月１日 至 平成17年12月31日）

 本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情報の

記載を省略しております。 

【海外売上高】 

前中間連結会計期間（自 平成17年１月１日 至 平成17年６月30日）、当中間連結会計期間（自 平成18年

１月１日 至 平成18年６月30日）および前連結会計年度（自 平成17年１月１日 至 平成17年12月31日）

 海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 

事業区分 主要製品 

飲料・健

康機能性

食品 

コンク飲料 「カルピス」、「カルピス」フルーツ、「カルピス」プチサイズ、 

“ほっとアップルティー”、“ＴＨＥ ＶＩＮＥＧＡＲＳ（ザ・ビネガーズ）”等 

 乳性ストレート

飲料 

「カルピスウォーター」、「カルピスソーダ」、「フルーツカルピス」、 

「ぐんぐんグルト」、「カルピスサワー」、 

「ＣＡＬＰＩＳ／ＢＡＲＴＩＭＥ（バータイム）」、チルド飲料、 

「ＣＡＬＰＩＣＯ」、「ＣＡＬＰＩＣＯ Ｓｏｄａ」、「可尓必思（カルピス）」、 

「可爾必思（カルピス）」、「可爾必思水語（カルピスウォーター）」、 

「胡蘿蔔と蘋果の可爾必思（にんじんとりんごのカルピス）」、 

「可爾必思莎瓦（カルピスサワー）」 等 

 その他ストレー

ト飲料 

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

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

茶類（緑茶、烏龍茶、紅茶 等）、「アミノバイタルハイポトニックチャージ」、 

「Ｋｎｏｒｒ」缶スープ、チルド飲料、“Ｂｉｒｄｙ”、「鮮茶」 等 

 健康機能性 

飲料・食品 

「カルピス酸乳／アミールＳ・１２０」、「アミールＳ・ハンディタブ」、 

「アミールＳ・のむヨーグルト」、「健茶王」、「インターバランスＬ－９２」、 

「カルピスキッズ」、「ファインサポート」、「Ｌ－９２」菌原末、 

「Ａｍｅａｌ(アミール) Ｓ」(タブレット)スワロー、 

「Ａｍｅａｌ(アミール) Ｓ」(タブレット)チュアブル  

「ＡｍｅａｌＰｅｐｔｉｄｅ(アミールペプチド)」等 

食品 

その他 

食品 バター、クリーム、「カルピス」アイスバー、「カルピス」ゼリー 等 

 その他 畜産用生菌剤「カルスポリン」、「ファインラクト」、不動産賃貸収入 等 



（１株当たり情報） 

 （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。 

（重要な後発事象） 

 該当事項はありません。 

(2）【その他】 

 該当事項はありません。 

 
前中間連結会計期間 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日)

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

前連結会計年度 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日)

１株当たり純資産額    683円44銭       740円50銭    725円57銭 

１株当たり中間（当期）純利益金額   19円10銭     34円08銭  41円72銭 

潜在株式調整後    

１株当たり中間（当期）純利益金額  潜在株式調整後１株

当たり中間純利益金額

については、潜在株式

がないため記載してお

りません。 

同左   潜在株式調整後１株

当たり当期純利益金額

については、潜在株式

がないため記載してお

りません。 

 
前中間連結会計期間 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日)

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

前連結会計年度 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日)

中間（当期）純利益（百万円） 1,412 2,520 3,148 

普通株主に帰属しない金額（百万円） － － 63 

（うち利益処分による役員賞与金） － － (63) 

普通株式に係る中間（当期）純利益 

（百万円） 
1,412 2,520 3,085 

期中平均株式数（千株） 73,961 73,952 73,958 



２【中間財務諸表等】 

(1）【中間財務諸表】 

①【中間貸借対照表】 

  
前中間会計期間末 
（平成17年６月30日） 

当中間会計期間末 
（平成18年６月30日） 

前事業年度の要約貸借対照表 
（平成17年12月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ 流動資産           

1.現金及び預金  17,549   10,023   14,407   

2.受取手形 ※３ 23   13   24   

3.売掛金  24,436   24,069   20,760   

4.有価証券  －   9,998   10,000   

5.たな卸資産  5,850   4,859   3,094   

6.未収入金  1,571   1,504   1,498   

7.短期貸付金  900   736   849   

8.繰延税金資産  1,243   1,031   1,022   

9.その他  337   295   200   

10.貸倒引当金  △289   △250   △262   

流動資産合計   51,623 58.3  52,282 58.3  51,595 56.8 

Ⅱ 固定資産           

1.有形固定資産 ※１          

(1)建物  12,271   11,955   12,134   

(2)機械及び装置  5,727   6,297   5,701   

(3)土地  5,704   5,683   5,699   

(4)その他  1,632   1,552   1,628   

合計  25,335   25,488   25,164   

2.無形固定資産  293   1,194   723   

3.投資その他の資産           

(1)投資有価証券  10,328   9,762   12,522   

(2)長期貸付金  1,004   1,002   1,003   

(3)長期前払費用  329   321   292   

(4)その他  621   611   590   

(5)貸倒引当金  △1,000   △1,000   △1,000   

合計  11,284   10,697   13,408   

固定資産合計   36,913 41.7  37,380 41.7  39,297 43.2 

資産合計   88,536 100.0  89,663 100.0  90,892 100.0 

（負債の部）           

Ⅰ 流動負債           

1.支払手形  367   －   664   

2.買掛金  13,763   12,794   13,320   

3.短期借入金  2,440   2,440   2,440   

4.賞与引当金  502   532   586   

5.役員賞与引当金  －   31   －   

6.未払金  10,677   10,479   9,835   

7.未払法人税等  932   960   1,432   

8.未払費用  700   694   746   

9.その他  210   221   153   

流動負債合計   29,593 33.4  28,154 31.4  29,178 32.1 

 



  
前中間会計期間末 
（平成17年６月30日） 

当中間会計期間末 
（平成18年６月30日） 

前事業年度の要約貸借対照表 
（平成17年12月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

Ⅱ 固定負債           

1.退職給付引当金  2,629   1,769   2,191   

2.役員退職慰労引当金  369   470   420   

3.繰延税金負債  1,638   3,041   2,380   

4.その他固定負債  33   40   33   

固定負債合計   4,671 5.3  5,323 5.9  5,025 5.5 

負債合計   34,265 38.7  33,477 37.3  34,204 37.6 

（資本の部）           

Ⅰ 資本金   13,056 14.7  － －  13,056 14.4 

Ⅱ 資本剰余金           

1.資本準備金  9,897   －   9,897   

2.その他資本剰余金  0   －   0   

資本剰余金合計   9,897 11.2  － －  9,897 10.9 

Ⅲ 利益剰余金           

1.利益準備金  1,357   －   1,357   

2.任意積立金  29,240   －   29,240   

3.中間(当期)未処分利益  1,917   －   2,976   

利益剰余金合計   32,514 36.7  － －  33,574 36.9 

Ⅳ その他有価証券評価差額金   1,525 1.7  － －  2,887 3.2 

Ⅴ 自己株式   △2,723 △3.0  － －  △2,727 △3.0 

資本合計   54,271 61.3  － －  56,688 62.4 

負債資本合計   88,536 100.0  － －  90,892 100.0 

（純資産の部）            

Ⅰ 株主資本                  

  1.資本金    － －  13,056 14.6  － － 

  2.資本剰余金            

 (1）資本準備金   －   9,897   －   

 (2）その他資本剰余金   －   0   －   

資本剰余金合計    － －  9,898 11.0  － － 

  3.利益剰余金            

 (1）利益準備金   －   1,357   －   

 (2）その他利益剰余金               

 研究開発積立金   －   500   －   

 海外市場開発積立金   －   500   －   

 固定資産圧縮積立金   －   2,530   －   

 別途積立金   －   26,800   －   

 繰越利益剰余金   －   1,954   －   

利益剰余金合計    － －  33,642 37.5  － － 

  4.自己株式    － －  △2,728 △3.0  － － 

株主資本合計    － －  53,868 60.1  － － 

Ⅱ 評価・換算差額等                  

  その他有価証券評価差額金    － －  2,317 2.6  － － 

評価・換算差額等合計    － －  2,317 2.6  － － 

純資産合計    － －  56,186 62.7  － － 

負債純資産合計    － －  89,663 100.0  － － 

           



②【中間損益計算書】 

  
前中間会計期間 

（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前事業年度の要約損益計算書 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高   53,702 100.0  51,922 100.0  110,414 100.0 

Ⅱ 売上原価   27,912 52.0  27,587 53.1  58,429 52.9 

売上総利益   25,789 48.0  24,335 46.9  51,985 47.1 

Ⅲ 販売費及び一般管理
費   23,753 44.2  22,419 43.2  47,806 43.3 

営業利益   2,036 3.8  1,915 3.7  4,179 3.8 

Ⅳ 営業外収益 ※１  296 0.6  366 0.7  391 0.3 

Ⅴ 営業外費用 ※２  17 0.0  33 0.1  34 0.0 

経常利益   2,314 4.3  2,248 4.3  4,536 4.1 

Ⅵ 特別利益 ※３  138 0.3  2,613 5.0  149 0.1 

Ⅶ 特別損失 ※４  837 1.6  1,950 3.7  1,032 0.9 

税引前中間（当
期）純利益   1,616 3.0  2,911 5.6  3,654 3.3 

法人税、住民税及
び事業税  389   848   1,339   

法人税等調整額  155 544 1.0 1,044 1,892 3.6 183 1,523 1.4 

中間（当期）純利
益   1,071 2.0  1,018 2.0  2,131 1.9 

前期繰越利益   845   －   845  

中間（当期）未処
分利益   1,917   －   2,976  

           



③【中間株主資本等変動計算書】 

当中間会計期間（自平成18年 1月 1日 至平成18年 6月30日） 

 

株主資本 
評価・
換算 
差額等  

純資産
合計  

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

自己 
株式 

株主資
本合計 

その他
有価証
券評価
差額金 

資本 
準備金 

その他 
資本 
剰余金 

利益準
備金 

その他利益剰余金 

研究開
発積立
金 

海外市
場開発
積立金

固定資
産圧縮
積立金

固定資
産圧縮
特別積
立金 

別途積
立金 

繰越利
益剰余
金 

平成17年12月31日 

残高 

（百万円） 

13,056 9,897 0 1,357 500 500 2,413 226 25,600 2,976 △2,727 53,800 2,887 56,688 

中間会計期間中の 

変動額 
              

剰余金の配当 

（百万円） 
                  △887   △887   △887 

固定資産圧縮積立

金の積立 

（百万円） 

            193     △193         

別途積立金の積立 

（百万円） 
                1,200 △1,200         

固定資産圧縮積立

金の取崩 

（百万円） 

            △76     76         

固定資産圧縮特別

勘定積立金の取崩 

（百万円） 

              △226   226         

中間純利益 

（百万円） 
                  1,018   1,018   1,018 

自己株式の処分 

（百万円） 
    0               0 1   1 

自己株式の取得 

（百万円） 
                    △2 △2   △2 

役員賞与の支給 

（百万円） 
                  △63   △63   △63 

株主資本以外の項

目の中間会計期間

中の変動額(純額) 

（百万円） 

                        △570 △570 

中間会計期間中の 

変動額合計 

（百万円） 

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

平成18年6月30日  

残高 

（百万円） 

13,056 9,897 0 1,357 500 500 2,530 － 26,800 1,954 △2,728 53,868 2,317 56,186 



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

前中間会計期間 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

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

(1）有価証券 

イ．子会社株式および関連会社

株式 

 移動平均法による原価法 

(1）有価証券 

イ．子会社株式および関連会社

株式 

同左 

(1）有価証券 

イ．子会社株式および関連会社

株式 

同左 

ロ．その他有価証券 

・時価のあるもの 

 中間決算日の市場価格等

に基づく時価法（評価差額

は全部資本直入法により処

理しており、売却原価は移

動平均法により算出してお

ります。） 

ロ．その他有価証券 

・時価のあるもの 

 中間決算日の市場価格等

に基づく時価法（評価差額

は全部純資産直入法により

処理しており、売却原価は

移動平均法により算出して

おります。） 

ロ．その他有価証券 

・時価のあるもの 

 決算日の市場価格等に基

づく時価法（評価差額は全

部資本直入法により処理し

ており、売却原価は移動平

均法により算出しておりま

す。） 

・時価のないもの 

 移動平均法による原価法 

・時価のないもの 

同左 

・時価のないもの 

同左 

(2）たな卸資産 

 総平均法による原価法を採用

しております。 

(2）たな卸資産 

同左 

(2）たな卸資産 

同左 

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

(1）有形固定資産 

 定率法を採用しております。

但し、平成10年４月１日以降の

新規取得の建物（建物附属設備

を除く）は定額法によっており

ます。 

 なお、主な耐用年数は次のと

おりであります。 

建物      ３年～50年 

機械装置    ２年～17年 

(1）有形固定資産 

同左 

(1）有形固定資産 

同左 

(2）無形固定資産 

 定額法を採用しておりま

す。 

 なお、自社利用のソフトウ

ェアについては、社内におけ

る利用可能期間（５年）に基

づいております。 

(2）無形固定資産 

同左 

(2）無形固定資産 

同左 

３．引当金の計上基準 ３．引当金の計上基準 ３．引当金の計上基準 

(1）貸倒引当金 

 債権の貸倒れによる損失に備

えるため、一般債権については

貸倒実績率により、貸倒懸念債

権等特定の債権については個別

に回収可能性を勘案し、回収不

能見込額を計上しております。 

(1）貸倒引当金 

同左 

(1）貸倒引当金 

同左 

 



前中間会計期間 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

(2）賞与引当金 

 従業員賞与の支給に備えるた

め、支給対象期間に基づく賞与

支給見込額を計上しておりま

す。 

(2）賞与引当金 

同左 

(2）賞与引当金 

同左 

────── (3）役員賞与引当金 

 役員に対して支給する賞与

の支出に充てるため、支給見

込額の当中間会計期間負担額

を計上しております。 

（会計方針の変更）  

  当中間会計期間より、「役

員賞与に関する会計基準」

（企業会計基準第4号 平成17

年11月29日）を適用しており

ます。これにより、営業利

益、経常利益および税引前中

間純利益は31百万円減少して

おります。 

────── 

(4）退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退職

給付債務および年金資産の見込

額に基づき、当中間会計期間末

において発生していると認めら

れる額を計上しております。 

  過去勤務債務は、その発生時

における従業員の平均残存勤務

期間以内の一定の年数（２年）

による定額法により按分した額

を発生時より費用処理すること

としております。 

  数理計算上の差異は、各事業

年度の発生時における従業員の

平均残存勤務期間以内の一定年

数（10年）による定額法により

按分した額を、それぞれ発生の

翌事業年度から費用処理するこ

ととしております。 

(4）退職給付引当金 

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

給付債務および年金資産の見込

額に基づき計上しております。 

 過去勤務債務は、その発生時

における従業員の平均残存勤務

期間以内の一定の年数（２年）

による定額法により按分した額

を発生時より費用処理すること

としております。 

 数理計算上の差異は、各事業

年度の発生時における従業員の

平均残存勤務期間以内の一定の

年数（10年）による定額法によ

り按分した額を、それぞれ発生

の翌事業年度から費用処理する

こととしております。 

（追加情報） 

 当社は、平成17年４月に退職

金制度の改定を行い適格退職年

金制度から市場金利連動型（キ

ャッシュバランス型）の年金制

度に移行しました。   

  なお、この制度改定により、

退職給付債務は７億３千１百万

円減少しております。 

────── （追加情報） 

 当社は、平成17年４月に退職

金制度の改定を行い適格退職年

金制度から市場金利連動型（キ

ャッシュバランス型）の年金制

度に移行しました。 

 なお、この制度改定により、

退職給付債務は７億３千１百万

円減少しております。 

 



前中間会計期間 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

(5）役員退職慰労引当金 

 役員の退職金の支給にあてる

ため、内規に基づく当中間会計

期間末の要支給額を計上してお

ります。 

(5）役員退職慰労引当金 

同左 

(5）役員退職慰労引当金 

 役員の退職金の支給にあてる

ため、内規に基づく当事業年度

末の要支給額を計上しておりま

す。 

４．リース取引の処理方法 

 リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引について

は通常の賃貸借取引に係る方法に

準じた会計処理によっておりま

す。 

４．リース取引の処理方法 

同左 

４．リース取引の処理方法 

同左 

５.その他中間財務諸表作成のための

基本となる重要な事項 

５.その他中間財務諸表作成のための

基本となる重要な事項 

５.その他財務諸表作成のための基本

となる重要な事項 

(1）消費税等の会計処理方法 

 税抜方式を採用しておりま

す。 

(1）消費税等の会計処理方法 

同左 

(1）消費税等の会計処理方法 

同左 

(2）税額計算等における固定資産 (2）税額計算等における固定資産  

圧縮積立金の取扱い 圧縮積立金の取扱い  

 税額および法人税等調整額

は、当事業年度において予定し

ている利益処分による租税特別

措置法の規定に基づく固定資産

圧縮積立金の取崩を前提とし

て、当中間会計期間に係る金額

を計算しております。 

 税額および法人税等調整額

は、当事業年度において予定し

ている租税特別措置法の規定に

基づく固定資産圧縮積立金等の

積立および取崩を前提として、

当中間会計期間に係る金額を計

算しております。 

────── 



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17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

固定資産の減損に係る会計基準 

  固定資産の減損に係る会計基

準（「固定資産の減損に係る会

計基準の設定に関する意見書」

（企業会計審議会 平成14年８

月９日））及び「固定資産の減

損に係る会計基準の適用指針」

（企業会計基準適用指針第６号

平成15年10月31日）が平成16年

３月31日に終了する事業年度に

係る財務諸表から適用できるこ

とになったことに伴い、当中間

会計期間から同会計基準及び同

適用指針を適用しております。

これにより税引前中間純利益は

532百万円減少しております。 

 なお、減損損失累計額につい

ては、改正後の中間財務諸表等

規則に基づき各資産の金額から

直接控除しております。 

────── 固定資産の減損に係る会計基準 

  固定資産の減損に係る会計基

準（「固定資産の減損に係る会

計基準の設定に関する意見書」

（企業会計審議会 平成14年８

月９日））及び「固定資産の減

損に係る会計基準の適用指針」

（企業会計基準適用指針第６号 

平成15年10月31日）が平成16年

３月31日に終了する事業年度に

係る財務諸表から適用できるこ

とになったことに伴い、当事業

年度から同会計基準及び同適用

指針を適用しております。これ

により税引前当期純利益は532百

万円減少しております。 

 なお、減損損失累計額につい

ては、改正後の財務諸表等規則

に基づき各資産の金額から直接

控除しております。 

────── 貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準 

  当中間会計期間より、「貸借

対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準」（企業会計基準

第５号 平成17年12月9日）およ

び「貸借対照表の純資産の部の

表示に関する会計基準等の適用

指針」（企業会計基準適用指針

第８号 平成17年12月9日）を適

用しております。 

 従来の資本の部の合計に相当

する金額は、純資産の部の合計

と同額であります。 

 なお、中間財務諸表等規則の

改正により、当中間会計期間に

おける中間貸借対照表の純資産

の部については、改正後の中間

財務諸表等規則により作成して

おります。 

────── 



注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

 
前中間会計期間末 

（平成17年６月30日） 
当中間会計期間末 
（平成18年６月30日） 

前事業年度末 
（平成17年12月31日） 

※１．有形固定資産    

減価償却累計額 40,473百万円 42,031百万円 41,292百万円 

 ２．保証債務 (1）従業員の金融機関からの借入

金に対して保証を行っており

ます。 

(1）従業員の金融機関からの借入

金に対して保証を行っており

ます。 

(1）従業員の金融機関からの借入

金に対して保証を行っており

ます。 

 34百万円 22百万円 28百万円 

 (2）味の素カルピスビバレッジイ

ンドネシア（株）の金融機関

からの借入金に対して保証を

行っております。 

(2）味の素カルピスビバレッジイ

ンドネシア（株）の金融機関

からの借入金に対して保証を

行っております。 

(2）味の素カルピスビバレッジイ

ンドネシア（株）の金融機関

からの借入金に対して保証を

行っております。 

 

(US$575,000)

64百万円 

(US$755,000)

87百万円 

(US$575,000)

68百万円 

※３．期末日満期手形処理 ───── ───── 期末日満期手形の会計処理は、手

形交換日をもって入出金の処理を

する方法によっております。した

がって、当事業年度末日は金融機

関休日のため、次のとおり期末日

満期手形が期末残高に含まれてお

ります。 

   受取手形 10百万円 

 ４．消費税等の取扱い 仮払消費税等および仮受消費税等

は相殺のうえ、未払金に含めて表

示しております。 

仮払消費税等および仮受消費税等

は相殺のうえ、未収入金に含めて

表示しております。 

───── 



（中間損益計算書関係） 

 
前中間会計期間 

（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

※１．営業外収益の主要項目       

受取利息 16 百万円 21 百万円 32 百万円 

為替差益 14  －  31  

受取配当金 244  270  290  

※２．営業外費用の主要項目       

支払利息 16 百万円 16 百万円 33 百万円 

為替差損 －  15  －  

※３．特別利益の主要項目       

固定資産売却益 － 百万円 2,601 百万円 11 百万円 

投資有価証券売却益 0  －  0  

関係会社株式売却益 138  －  138  

貸倒引当金戻入益 －  12  －  

※４．特別損失の主要項目       

固定資産除却損 111 百万円 141 百万円 203 百万円 

固定資産売却損 0  －  0  

減損損失 532  －  532  

投資有価証券評価損 －  12  －  

関係会社株式評価損 193  1,796  296  

５．減損損失  当中間会計期間において、当社

は以下の資産グループについて減

損損失を計上しました。 

場所 用途 種類 
金額 
(百万円)

 群馬県 
 館林市 

 製造 
 設備 

 機械 
 装置
等 

480 

 神奈川県
 相模原市

 製造 
 設備 

 機械 
 装置
等 

52 

合計   532 

─────   当事業年度において、当社は以

下の資産グループについて減損損

失を計上しました。 

場所 用途 種類 
金額 
(百万円)

群馬県 
館林市 

製造
設備 

機械 
装置等 

480 

神奈川県 
相模原市 

製造
設備 

機械 
装置等 

52 

合計   532 

  当社は、事業用資産については

主として事業別・工場別にグルー

ピングを行い、賃貸用資産および

遊休資産等については個別に資産

のグルーピングを行っておりま

す。 

 製造設備である機械装置等は、

遊休であること等により、回収可

能価額まで減額しております。当

該資産の回収可能価額は、使用価

値により測定しております。使用

価値については将来キャッシュ・

フローを６.０％で割り引いて算

出しております。 

   当社は、事業用資産については

主として事業別・工場別にグルー

ピングを行い、賃貸用資産および

遊休資産等については個別に資産

のグルーピングを行っておりま

す。 

  製造設備である機械装置等は、

遊休であること等により、回収可

能価額まで減額しております。当

該資産の回収可能価額は、使用価

値により測定しております。使用

価値については将来キャッシュ・

フローを６.０％で割り引いて算

出しております。 

 ６．減価償却実施額       

有形固定資産 1,292 百万円 1,205 百万円 2,601 百万円 

無形固定資産 0  74  6  



（中間株主資本等変動計算書関係） 

前中間会計期間 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

────── 自己株式の種類および株式数に関

する事項 

────── 

 

(注)１．自己株式（普通株式）の増

加は、単元未満株式の買取に

よるものであります。 

  ２．自己株式（普通株式）の減

少は、単元未満株式の売却に

よるものであります。 

自己株式の種類 普通株式 

前事業年度末株式数 
（千株） 

4,797 

当中間会計期間 
増加株式数 
（千株） 

2 

当中間会計期間 
減少株式数 
（千株） 

1 

当中間会計期間末株式数
（千株） 

4,797 

 



（リース取引関係） 

（有価証券関係） 

 前中間会計期間（自 平成17年１月１日 至 平成17年６月30日）、当中間会計期間（自 平成18年１月１日 

至 平成18年６月30日）および前事業年度（自 平成17年１月１日 至 平成17年12月31日）のいずれにおいても

子会社株式および関連会社株式で時価のあるものはありません。 

（重要な後発事象） 

 該当事項はありません。 

前中間会計期間 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31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

却累計額相当額および中間期末残高相

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、減損損失累計額相当

額およ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、減損損失累計額相当

額および期末残高相当額 

 

取得価
額相当
額 
(百万円) 

減価償
却累計
額相当
額 
(百万円) 

中間期
末残高
相当額 
(百万円) 

車両運搬具 20 11 9 

工具器具備品 337 150 186 

合計 357 161 195 

 

取得価
額相当
額 
(百万円)

減価償
却累計
額相当
額 
(百万円)

中間期
末残高
相当額 
(百万円)

車両運搬具 12 9 3 

工具器具備品 497 227 270 

合計 510 237 273 

 

取得価
額相当
額 
(百万円) 

減価償
却累計
額相当
額 
(百万円) 

期末残
高相当
額 
(百万円)

車両運搬具 20 14 5 

工具器具備品 485 185 299 

合計 505 200 305 

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等 

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等 

未経過リース料期末残高相当額 

１年内 82百万円 

１年超 129百万円 

合計 211百万円 

１年内 120百万円 

１年超 168百万円 

合計 288百万円 

１年内 115百万円 

１年超 205百万円 

合計 320百万円 

３）支払リース料、減価償却費相当額およ

び支払利息相当額 

３）支払リース料、リース資産減損勘定の

取崩額、減価償却費相当額、支払利息

相当額および減損損失 

３）支払リース料、リース資産減損勘定の

取崩額、減価償却費相当額、支払利息

相当額および減損損失 

支払リース料 42百万円 

減価償却費相当額 40百万円 

支払利息相当額 2百万円 

支払リース料 66百万円 

減価償却費相当額 63百万円 

支払利息相当額 3百万円 

支払リース料 92百万円 

減価償却費相当額 87百万円 

支払利息相当額 5百万円 

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 

５）利息相当額の算定方法 

リース料総額とリース物件の取得価額

相当額の差額を利息相当額とし、各期

への配分方法については級数法によっ

ております。 

５）利息相当額の算定方法 

同左 

５）利息相当額の算定方法 

同左 

  

  

（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） 

リース資産に配分された減損損失はありませ

ん。 



(2）【その他】 

 平成18年７月31日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。 

（イ）中間配当による配当金の総額……………………………４４３百万円 

（ロ）１株当たりの金額…………………………………………６円00銭 

（ハ）支払請求の効力発生日および支払開始日………………平成18年９月21日 

（注）平成18年６月30日現在の株主名簿および実質株主名簿に記載または記録された株主に対し、支払を行いま

      す。 



第６【提出会社の参考情報】 

 当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

  

(1）有価証券報告書およびその添付書類 

事業年度（第59期）（自 平成17年１月１日 至 平成17年12月31日）平成18年３月31日関東財務局長に提出 

(2) 臨時報告書 

  平成18年４月27日関東財務局長に提出 

  企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第12号および第19号（財政状態および経営成績に著しい影響を与え

    る事象）の規定に基づく臨時報告書であります。 

  平成18年７月31日関東財務局長に提出 

  企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第12号（財政状態および経営成績に著しい影響を与える事象）の規

  定に基づく臨時報告書であります。 



第二部【提出会社の保証会社等の情報】 

 該当事項はありません。 



独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書 

平成１７年９月２２日

カ ル ピ ス 株 式 会 社 

取 締 役 会  御 中 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているカルピス株式会社の

平成１７年１月１日から平成１７年１２月３１日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成１７年１月１日から平成１７年６月

３０日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結剰余金計算書及び中間連結

キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立

の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間連結財務諸表

には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理

的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われ

ている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に準拠し

て、カルピス株式会社及び連結子会社の平成１７年６月３０日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間連結会計期間（平成

１７年１月１日から平成１７年６月３０日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているもの

と認める。 
  
追記情報 

 １．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ているとおり、会社は当中間連結会計期間より「固定

資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」を適用して中間連結財務

諸表を作成している。 

 ２．注記事項（セグメント情報）【事業の種類別セグメント情報】の事業区分の方法の変更に記載されているとおり、会社は当中

間連結会計期間より事業区分の方法を変更している。 
  
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  
以  上 

  

 （※）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会社)が別途保

管しております。 

中 央 青 山 監 査 法 人 

  

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 名古屋 信 夫 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 細 井 和 昭 

      



独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書 

平成１８年９月２７日

カ ル ピ ス 株 式 会 社 

取 締 役 会 御 中 

  

私どもは、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているカルピス株式会社の平成

１８年１月１日から平成１８年１２月３１日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成１８年１月１日から平成１８年６月３０

日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結株主資本等変動計算書及び中間

連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、私どもの責任は独立

の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

私どもは、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、私どもに中間連結財務諸表には全体

として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証

を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。

私どもは、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

私どもは、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に準拠して、カ

ルピス株式会社及び連結子会社の平成１８年６月３０日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間連結会計期間（平成１８年

１月１日から平成１８年６月３０日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認め

る。 
  
追記情報 

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．(3)ハ．に記載されているとおり、会社は当中間連結会計期間より「役員

賞与に関する会計基準」を適用して中間連結財務諸表を作成している。 
  
会社と私ども両監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  
以  上 

  
 （※）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会社)が別途保

管しております。 

み す ず 監 査 法 人 

  

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 木 下 隆 史 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 佐 野 康 一 

      

至 誠 監 査 法 人 

  

  
代 表 社 員
業務執行社員 

公認会計士 立 田 三 彦 

      

  
代 表 社 員
業務執行社員 

公認会計士 関     功 

      



独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書 

平成１７年９月２２日

カ ル ピ ス 株 式 会 社 

取 締 役 会  御 中 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているカルピス株式会社の

平成１７年１月１日から平成１７年１２月３１日までの第５９期事業年度の中間会計期間（平成１７年１月１日から平成１７年６月

３０日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表及び中間損益計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の

作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には

全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証

を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。

当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、カルピ

ス株式会社の平成１７年６月３０日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成１７年１月１日から平成１７年６

月３０日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

  

追記情報 

 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ているとおり、会社は当中間会計期間より「固定資産の減損に

係る会計基準の設定に関する意見書」及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」を適用して中間財務諸表を作成している。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以  上 

  

 （※）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会社)が別途保

管しております。 

中 央 青 山 監 査 法 人 

  

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 名古屋 信 夫 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 細 井 和 昭 

      



独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書 

平成１８年９月２７日

カ ル ピ ス 株 式 会 社 

取 締 役 会 御 中 

  

私どもは、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているカルピス株式会社の平成

１８年１月１日から平成１８年１２月３１日までの第６０期事業年度の中間会計期間（平成１８年１月１日から平成１８年６月３０

日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算書について中間監査を行っ

た。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、私どもの責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにあ

る。 

私どもは、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、私どもに中間財務諸表には全体とし

て中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得るこ

とを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。私ども

は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

私どもは、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、カルピス株

式会社の平成１８年６月３０日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成１８年１月１日から平成１８年６月３

０日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 
  
追記情報 

中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項３．(3)に記載されているとおり、会社は当中間会計期間より「役員賞与に関する

会計基準」を適用して中間財務諸表を作成している。 
  
会社と私ども両監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  
以  上 

  
 （※）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会社)が別途保

管しております。 

み す ず 監 査 法 人 

  

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 木 下 隆 史 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 佐 野 康 一 

      

至 誠 監 査 法 人 

  

  
代 表 社 員
業務執行社員 

公認会計士 立 田 三 彦 

      

  
代 表 社 員
業務執行社員 

公認会計士 関     功 
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