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１．18年３月期の連結業績（平成17年４月１日～平成18年３月31日）

(1）連結経営成績 （百万円未満の端数は切り捨てて表示しております。）

売上高 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年３月期 56,891 △7.0 1,921 △42.2 2,059 △40.5

17年３月期 61,180 1.6 3,324 9.2 3,462 11.2

当期純利益
 １株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

株主資本
当期純利益率

総資本
経常利益率

売上高
経常利益率

百万円 ％ 円 銭 円 銭 ％ ％ ％

18年３月期 812 △59.6 31 46  － 1.9 4.3 3.6

17年３月期 2,009 38.4 80 75  － 4.7 7.2 5.7

（注）①持分法投資損益 18年３月期 －百万円 17年３月期 －百万円

②期中平均株式数（連結） 18年３月期           23,905,875株 17年３月期 23,906,510株

③会計処理の方法の変更 有

④売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率

(2）連結財政状態  

総資産 株主資本 株主資本比率 １株当たり株主資本

百万円 百万円 ％ 円 銭

18年３月期 48,222 43,701 90.6 1,825 57

17年３月期 48,179 43,410 90.1 1,812 59

（注）期末発行済株式数（連結） 18年３月期           23,905,507株 17年３月期 23,906,167株

(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

18年３月期 3,561 △6,741 △552 5,938

17年３月期 6,316 △5,729 △480 9,670

(4）連結範囲及び持分法の適用に関する事項  

連結子会社数 ６社 持分法適用非連結子会社数 －社 持分法適用関連会社数 －社

(5）連結範囲及び持分法の適用の異動状況  

連結（新規） １社 （除外） －社 持分法（新規） －社 （除外） －社

２．19年３月期の連結業績予想（平成18年４月１日～平成19年３月31日）  

売上高 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

中間期 32,000 1,850 1,000

通　期 58,000 2,100 1,050

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　43円92銭

営業利益（中間期）　　1,800百万円　　（通期）　　2,000百万円

※  業績予想につきましては、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

り、予想数値と異なる可能性があります。なお、上記予想に関する事項は、添付資料の５、７ページをご参照ください。
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１．企業集団の状況
　当社グループ（当社、子会社６社および関連会社）は、当社の親会社である㈱日本製紙グループ本社および日本製紙

㈱の企業グループに属しております。

　当社グループは、清涼飲料の製造・販売を主な事業内容とし、さらに当該事業に関連する売店・給食事業およびその

他のサービス等の事業活動を展開しております。 

　一方、親会社の日本製紙㈱は紙・パルプの製造・販売を主な事業内容としております。また、親会社の㈱日本製紙グ

ループ本社は同社の純粋持株会社であります。 

　各事業における当社グループの位置付け等は、次のとおりであります。なお、当社は事業の種類別セグメント情報を

記載していないため、事業部門別に記載しております。 

 

１．当社グループの事業に係わる各社の位置付け

(1）飲料事業

　当社が製造、販売しております。

　なお、子会社の四国コカ・コーラプロダクツ㈱は、平成18年３月３日に当社の全額出資により設立し、平成18年

４月１日より営業（当社からの製造業務等の委託）を開始しております。

(2）保険、リースおよびその他請負事業

　子会社の四国さわやかサービス㈱が当社工場と営業所間の商品の運送取扱業務、当社工場内での荷役受払業務、

リースおよび割賦販売、食品等の販売、当社グループの制服の洗濯業務、損害保険および生命保険の代理店業務等

を行っております。

(3）自動販売機オペレーターおよび売店・給食事業

　子会社の四国キヤンテイーン㈱および子会社の四国コカ・コーラベンディング㈱が当社が管理する自動販売機へ

の飲料の充填業務を行っております。 

　また、四国キヤンテイーン㈱が自動販売機による飲料・食品等の販売、企業・官公庁および学校等において売店・

給食事業を行っております。

(4）販売機器設置、修理事業

　子会社の四国カスタマー・サービス㈱が飲料その他の販売機器の設置、修理および整備業務を行っております。

(5）販売物流事業

　子会社の㈱ダイナフローが当社の販売する商品の得意先への配送業務を行っております。

(6）廃棄物処理事業

　関連会社の㈱リソーシズが空容器等の収集および再生事業を行っております。
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２．事業の系統図

商品の販売

商品の販売 商品の販売

商品の配送

*2 *2 *2

商品の販売 商品の配送委託 自動販売機の

自動販売機の ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ委託

ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ委託

*2 *2

販売機器の 輸送、リース、

設置・修理・整備 食品販売、洗濯 荷役業務委託

製造業務委託 空容器等の収集

*1 *2 *3

(注) 四国コカ・コーラプロダクツ㈱は

平成18年４月１日より営業を開始

しております。

*1 *1　親会社
*2　連結子会社
*3　関連会社（持分法非適用会社）

㈱日本製紙グループ本社

出資

出資 物流業務委託

四国さわやかサービス㈱四国カスタマー・サービス㈱

四国コカ・コーラボトリング㈱（当社）

㈱リソーシズ日本製紙㈱ 四国コカ・コーラプロダクツ㈱

資金の貸付

一般消費者

得意先

四国コカ・コーラベンディング㈱㈱ダイナフロー四国キヤンテイーン㈱
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２．経営方針
１．会社の経営の基本方針

　当社は、顧客重視と地域密着を基本として、激しい経営環境の変化に対し迅速かつ的確に経営の変革を推進し、売

上げの拡大と高収益を確保することにより、企業価値の持続的向上を図り、株主および投資者にとって常に魅力ある

企業であることを経営の基本方針としております。

　さらに、将来においても当社が存続、発展していくために当社グループが一体となって、コスト競争力を向上させ

ながら高品質の商品・サービスを提供するとともに、エネルギー使用量削減等環境負荷の低減にも積極的に取り組み、

社会の「うるおい」に貢献することをめざしております。

２．会社の利益配分に関する基本方針

　当社は、経営の基本方針に基づき、経営体質の強化と収益力の向上を図り、企業価値を拡大することが株主および

投資者への貢献であると考えております。

　利益配分につきましては、継続して安定的に配当を実施することを基本としております。

　また、内部留保につきましては、今後の事業拡大と経営基盤強化等のために有効に投資し、かつ、将来にわたって

株主および投資者への利益還元に備える所存であります。

３．目標とする経営指標

　当社連結ベースでの目標とする次期の経営指標は、売上高営業利益率を3.4％、売上高経常利益率を3.6％にそれぞ

れ設定しております。なお、当期の連結ベースでの目標とする経営指標は、売上高営業利益率を3.5％、売上高経常利

益率を3.7％にそれぞれ設定しておりましたが、それに対して当期の実績は、売上高営業利益率が3.4％、売上高経常

利益率が3.6％となりました。

４．中長期的な会社の経営戦略

　当社グループは、人口の減少、高齢化等の社会環境や嗜好、市場環境が変化し、ますます厳しくなると予想される

清涼飲料業界において、今後も企業価値の向上をめざし継続して成長、発展していくため「四国コカ・コーラグルー

プ10年ビジョン」を策定いたしました。 

「四国コカ・コーラグループ10年ビジョン」

(1）私達グループは、社会のうるおいに貢献し、すべてのステークホルダーに信頼される企業をめざします。

(2）私達グループは、コカ・コーラビジネスを中心に各社一体となり、常に四国で圧倒的シェアを維持する清涼飲料

業界ＮＯ．１であり続けます。

(3）私達グループの従業員は、高い倫理観と社会的良識を持って行動し、働くことに生きがいを持ち会社の発展と

個人の幸福をめざします。

　この10年ビジョン実現に向けた第１ステージとして、平成18年度から平成20年度における「第７次中期経営計画」

を新たに策定いたしました。

「基本方針」

 (1）販売数量とマーケットシェアの拡大

 (2）収益の改善

 (3）経営効率の改善

 (4）人材の育成

 (5）品質管理体制の強化

 (6）ＣＳＲの強化

　当社グループは、「Ｓｈａｒｅ　ｕｐ！（シェア　アップ！）」のスローガンのもと、基本方針に基づいたそれぞ

れの施策を実行するとともに、地域社会への貢献活動や環境負荷低減にも継続して積極的に取り組み、企業価値の最

大化をめざしてまいります。
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５．会社の対処すべき課題

　今後のわが国経済は、緩やかな回復基調で推移すると見込まれるものの、四国地域におきましては、依然として厳

しい状況が継続するものと想定され、個人消費の大幅な回復は期待できない状況が予想されます。

　清涼飲料業界におきましても、市場の大幅な拡大が期待できないなか、今後も企業間の激しい競争は継続し、価格

競争等により企業収益を圧迫する厳しい状況は依然として続くものと想定されます。

　このような厳しい経営環境が継続するなか、当社グループといたしましては、新たに「第７次中期経営計画」を策

定し、平成18年４月より「Ｓｈａｒｅ　ｕｐ！（シェア　アップ！）」のスローガンのもと、販売数量とマーケット

シェアの拡大、収益の改善、経営効率の改善、人材の育成、品質管理体制の強化およびＣＳＲの強化を基本方針とし

てそれぞれの重点施策を実行してまいります。

　また、平成18年４月より営業組織の改編を行い営業体制の強化を図るとともに、引き続き営業拠点の再配置に取り

組み、営業力の強化および物流効率の向上に努めてまいります。

　さらに、全国サプライチェーンマネジメントにおきましてもコカ・コーラシステム各社との協働体制、連携により、

コカ・コーラシステム全体での長期的な競争力強化に取り組んでいく所存であります。

６．親会社等に関する事項

(1）親会社等の商号等

 （平成18年３月31日現在）

親会社等 属性
親会社等の議決権所有

割合（％）

親会社等が発行する株券が上場されてい

る証券取引所等

㈱日本製紙グループ本社 親会社
54.96

(54.96)

㈱東京証券取引所　市場第一部

㈱大阪証券取引所　市場第一部

㈱名古屋証券取引所　市場第一部

日本製紙㈱ 親会社 54.96 －

　（注）　親会社等の議決権所有割合欄の（　）内は、間接所有割合を内数で記載しております。

(2）親会社のうち、上場会社に与える影響が最も大きいと認められる会社の商号または名称およびその理由

　親会社のうち、当社に与える影響が最も大きいと認められる会社は、㈱日本製紙グループ本社であります。同社

は、当社株式の54.96％を直接所有しております日本製紙㈱（当社の親会社）の純粋持株会社であり、当社に対する

事実上の意思決定権を所有しております。

(3）親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社等との関係

　当社グループは、清涼飲料の製造・販売を主な事業内容とし、その事業活動は、日本コカ・コーラ㈱等のコカ・

コーラシステムと密接に連携・協働しております。一方、日本製紙グループは紙・パルプの製造・販売を主な事業

内容としており、営業取引上の重要な関係はありません。

　人的関係では、監査体制強化のため、親会社の日本製紙㈱の従業員が１名、同社の子会社のサンミック商事㈱

（※）の監査役が１名、それぞれ当連結会計年度末日において当社の社外監査役を兼務しております。なお、取締

役９名のうち３名は、日本製紙㈱の出身でありますが、経営体制強化のため当社が要請したものであります。 

　また、当社は日本製紙㈱のグループ金融一元化（キャッシュ・マネジメント・サービス）に対して、余剰資金の

運用として資金の貸付けを行っております。なお、当連結会計年度末の貸付金残高は160億円（短期35億円、長期

125億円）であります。

　当社と親会社等とは人的・資本的関係、資金面等で密接な関係にありますが、事業活動上および経営判断につい

ては、当社独自に意思決定、業務執行を行っており、一定の独立性を保持しております。

　日本製紙グループは、紙・パルプの製造・販売を主な事業としております。一方、当社グループは、四国４県を

販売地域とし、清涼飲料の製造・販売を主な事業としており、さらに、当該事業に関連する売店・給食事業および

その他のサービス等の事業を展開しております。

役職 氏名
親会社等またはその企業グルー

プでの役職
就任理由

社外監査役（非常勤） 野沢　徹  
日本製紙㈱

財務部長 

監査体制充実のため当社か

ら要請

社外監査役（非常勤） 地田　博昌
サンミック商事㈱（※）

常勤監査役

監査体制充実のため当社か

ら要請

　※　サンミック商事㈱は平成18年４月１日より商号を日本紙通商㈱に変更しております。
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(4）親会社等との取引に関する事項

　親会社等との取引に関する事項につきましては、「関連当事者との取引」に関する注記に記載のとおりであります。

７．その他、会社の経営上の重要な事項

(1）製造許諾契約

　本契約は、当社とザ　コカ・コーラ　カンパニー、日本コカ・コーラ㈱およびコカ・コーラナショナルビバレッ

ジ㈱との間で締結され、コカ・コーラ、ジョージア、アクエリアス、爽健美茶等の製品の製造ならびに商標使用に

関するものであります。

(2）ディストリビューション許諾契約

　本契約は、当社とザ　コカ・コーラ　カンパニーおよび日本コカ・コーラ㈱との間で締結され、四国４県におい

てコカ・コーラ、ジョージア、アクエリアス、爽健美茶等の製品を販売することに関するものであります。
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３．経営成績及び財政状態
１．経営成績

(1）当期の状況

　当連結会計年度におけるわが国経済は、原油価格の高騰による素材価格の上昇等の影響はあったものの、好調な

企業収益に支えられ民間設備投資や個人消費が持ち直すなど回復基調で推移いたしました。 

　清涼飲料業界におきましては、日本茶やミネラルウォーターが好調に推移したこともあり市場は拡大しましたが、

激しい企業間のシェア競争を背景に量販店での低価格販売の拡大や各種プロモーションによる販売促進費の増加等

により、依然として企業収益を圧迫する厳しい状況が続いております。

　このような状況のなか、当社グループは「第６次中期経営計画」の最終年度として「Ｑｕｉｃｋ Ｃｈａｎｇｅ　

＆　Ｃｈａｒｇｅ　－迅速な変革と、素速い攻め－」をスローガンに企業価値の最大化をめざし、販売体制の強化、

販売量およびマーケットシェアの拡大、業務の効率化によるコスト削減に努めてまいりました。

　販売面では、重点ブランドである「コカ・コーラ」、「ジョージア」、「爽健美茶」、「アクエリアス」の強化

に努め、「アクエリアス　アクティブ ダイエット」、「ジョージア　グランデ」等の新製品を発売し、販売量の拡

大を図るとともに、５年ぶりに「ジョージア」ブランドのグラフィックの全面リニューアルや「爽健美茶」のリ

ニューアルを行いブランドの活性化に努めました。また、成長カテゴリーである緑茶飲料におきましては平成17年

３月に発売しました「一（はじめ）」の拡販に取り組むとともに、国民健康飲料「大豆ノススメ」や健康素材

「Ｌ-92乳酸菌」を配合した「心地よい毎日Ｌ-92緑茶」等の新製品を発売し、新たな需要の拡大を図りました。さ

らに、コカ・コーラ「クーマ！クール！サマー！」キャンペーンやジョージア「歌ジャケ」プレゼントプロモーショ

ン等のプロモーションを実施し、販売量の拡大に努めました。

　また、地域に密着した活動では、四国４県をはじめ各自治体等との災害時における救援物資提供に関する協定書

を締結するとともに、災害時に清涼飲料の無償提供やメッセージボードによる地域情報の提供機能を有した地域貢

献型自動販売機の設置を推進いたしました。さらに、営業基盤強化のため、平成17年９月に当社グループ各社を含

めた高知県中東部における営業拠点の再編を行いました。

　生産・需給面では、平成17年１月より本格的オペレーションを開始しましたコカ・コーラシステムの全製品を全

国一元的に供給するサプライチェーンマネジメントの取り組みを推進いたしました。また、ＩＳＯ９００１および

コカ・コーラ品質システム（ＴＣＣＱＳ）による品質管理の更なる徹底を図るとともに、生産性向上およびコスト

削減に取り組みました。さらに、当社グループとして、製造・物流の一層の効率化推進のため、当社小松工場にお

ける製造業務および物流関連業務を分社化し、当社全額出資による「四国コカ・コーラプロダクツ株式会社」を設

立、平成18年４月より営業を開始しております。

　経営管理面では、当社グループの間接部門の業務の改善、効率化に取り組んでまいりましたが、平成17年10月よ

り本社組織を一部変更し、柔軟な組織運営による業務の改善・効率化に取り組みました。

　また、環境面では、当社グループとしてコカ・コーラシステム独自の環境マネジメントシステム「ｅＫＯ」とＩ

ＳＯ１４００１を一体化した活動による水使用、エネルギー使用および廃棄物の削減により、資源の有効活用およ

び二酸化炭素排出量の抑制に努めました。

　さらに、四国の企業として、プロ野球選手をめざす若者にチャレンジの場を提供する日本初の独立リーグとして

平成17年４月に開幕しました「四国アイランドリーグ」のメーンスポンサーとしての支援を通じ、地域経済の活性

化、四国から全国への情報発信を支援いたしました。

　この結果、当連結会計年度の業績につきましては、売上高は他ボトラーへの出荷がなくなったこと等により568億

91百万円（前連結会計年度比△7.0％）となり、営業利益は競争激化による販売促進費の増加等により19億21百万円

（前連結会計年度比△42.2％）、経常利益は20億59百万円（前連結会計年度比△40.5％）となりました。また、当

期純利益は減損損失の計上等により８億12百万円（前連結会計年度比△59.6％）となりました。

　事業の種類別売上状況は、飲料関連事業が551億９百万円（前年同期比△6.8％）、その他の事業が17億82百万円

（前年同期比△13.7％）であります。

(2）次期の見通し

　当社グループを取り巻く経営環境は依然として厳しい状況で推移することが見込まれますが、販売量およびマー

ケットシェアの拡大、経営効率の改善および営業体制の強化等「経営方針　５．会社の対処すべき課題」に着実に

取り組むことにより、この厳しい市場環境に対応してまいります。

　次期（平成19年３月期）の連結業績の見通しにつきましては、売上高580億円（前年同期比＋1.9％）、経常利益

21億円（前年同期比＋2.0％）、当期純利益10億50百万円（前年同期比＋29.3％）を見込んでおります。

　なお、事業の種類別売上高の見通しは、飲料関連事業563億円（前年同期比+2.2％）、その他の事業17億円（前年

同期比△4.6％）を見込んでおります。

－ 7 －



２．財政状態

　当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、営業活動によるキャッシュ・フローに

より35億61百万円の増加、投資活動によるキャッシュ・フローにより67億41百万円の減少、財務活動によるキャッ

シュ・フローにより５億52百万円の減少となりました。

　これらにより資金は、前連結会計年度末に比べ37億32百万円減少し、当連結会計年度末には、59億38百万円（前連

結会計年度比△38.6％）となりました。

　当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの増減要因は、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）

　営業活動による資金の増加は、35億61百万円（前連結会計年度比△43.6％）となりました。これは、税金等調整前

当期純利益が14億70百万円（前連結会計度比△58.4％）であり、かつ、減価償却費が31億89百万円（前連結会計度比

△5.7％）、減損損失が244百万円（前連結会計年度－）あったものの、法人税等の支払額が15億15百万円（前連結会

計年度比＋90.6％）であったこと等を反映したものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動による資金の減少は、67億41百万円（前連結会計年度比＋17.7％）となりました。これは、販売機器等有

形固定資産の取得による支出が38億61百万円（前連結会計年度比＋3.2％）、無形固定資産の取得による支出が１億60

百万円（前連結会計年度比△32.9％）であり、かつ、貸付けによる支出が35億円（前連結会計度比＋75.0％）と増加

したこと等を反映したものであります。

（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、配当金の支払額５億49百万円（前連結会計年度比＋15.0％）等により５億52百万

円（前連結会計年度比＋15.0％）となりました。

３．事業等のリスク

　当社グループ（当社および連結子会社）に関連するリスクのうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のあ

ると考えられる事項には、次のようなものがあります。当社グループは、これらのリスクの発生の可能性を認識した

上で、発生の回避および発生した場合の対処に努めてまいります。

　なお、文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末日現在において、当社グループが判断したものであり

ます。

(1）ザ　コカ・コーラ　カンパニー、日本コカ・コーラ㈱およびコカ・コーラナショナルビバレッジ㈱との契約について

　当社は、ザ　コカ・コーラ　カンパニー、日本コカ・コーラ㈱およびコカ・コーラナショナルビバレッジ㈱との

間の製造許諾契約、また、ザ　コカ・コーラ　カンパニーおよび日本コカ・コーラ㈱との間のディストリビューショ

ン許諾契約に基づき、事業活動を行っております。

(2）コカ・コーラナショナルビバレッジ㈱との連携について

　当社は、全国のコカ・コーラグループにおける調達、製造および物流業務を一元的に統括し、全国規模で最適な

サプライチェーンマネジメントを構築し、コスト削減を図るために設立されたコカ・コーラナショナルビバレッジ

㈱に資本参加し、その協働事業に取り組んでおります。

　当社は、同社より製造を受託し、また、主要取扱商品を同社より仕入れているため、今後の同社のコスト削減計

画の進捗状況によっては、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。
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(3）清涼飲料業界について

①　市場競争について

　当社グループが主な事業としております清涼飲料業界は、近年市場が成熟状況にあるといわれており、今後も

大幅な伸びは期待できない状況にあります。このようななかで各社間の競争は激化しており、廉価販売による販

売促進費の増加や競合他社の動向等により、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。 

②　天候要因による影響について

　清涼飲料業界は、その商品の特性上、天候等の影響を受けやすい傾向にあります。特に、最需要期の夏場の天

候、気温等は、販売数量に大きな影響を与えるため、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

③　新製品の販売動向について

　清涼飲料に対する消費者の嗜好は、絶えず変化しており、また、多様化しております。このようななか、当社

グループは、今後も消費者、市場のニーズにあった新製品をはじめとして魅力的な商品を提供してまいりますが、

消費者の嗜好の変化や市場の変化を充分予測できない場合は、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があり

ます。

(4）品質管理について

　当社グループが取り扱っております清涼飲料は食品であり、安全で高品質な商品を提供するため、品質につき

ましては、充分な管理を行っております。当社工場におきましては、コカ・コーラシステムの品質基準に加え、

ＩＳＯ９００１による厳重な品質管理を行っており、また、市場におきましてもフレッシュネス管理の徹底を行っ

ておりますが、万一、品質に関する事故が発生した場合には、その発生が当社グループに起因するものであるか

否かを問わず、ブランドイメージを損ねるおそれがあり、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

(5）自然災害および事故による影響について

 　生産設備等の主要施設につきましては、停電の発生等想定される事項において事業活動への影響を最小限に抑

える体制をとっておりますが、台風、地震等の大規模な自然災害や不慮の事故等により、想定の範囲を超える事

態が発生し、当社グループの保有する施設が被害を受けた場合、当社グループの業績および財政状態に影響を及

ぼす可能性があります。

(6）法的規制について

　当社グループが主な事業としております飲料関連事業は、「食品衛生法」、「不当景品類及び不当表示防止法」

をはじめとして様々な規制が存在しております。また、環境関連の規制もありますが、当社グループはこれらの

規制を遵守し、安全で高品質な商品の提供に努めております。今後、これらの規制が強化された場合は、当社グ

ループの事業活動に対する制約の拡大や規則遵守に係るコストの増加も予想され、当社グループの業績に影響を

及ぼす可能性があります。 

(7）四国の経済および消費動向について

　当社グループは、四国４県（香川県、愛媛県、高知県、徳島県）を主な販売地域として事業活動を行っており

ますので、四国内の景気等の経済動向、個人消費動向の変動により、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性

があります。

(8）保有資産の価値変動について 

　当社グループが保有する土地や有価証券等の価値が変動することにより、当社グループの業績および財政状態

に影響を及ぼす可能性があります。

(9）退職給付債務について

　当社グループの退職給付費用および退職給付債務は、割引率等数理計算上設定される前提条件や年金資産の期

待運用収益率等に基づいて算定されております。当社グループは、確定給付年金制度に加え、確定拠出年金制度

を導入するなど退職給付債務の減額に努めておりますが、前提条件や年金資産の運用成績が大幅に悪化した場合、

当社グループの業績および財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
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４．連結財務諸表等
(1）連結貸借対照表

前連結会計年度
（平成17年３月31日）

当連結会計年度
（平成18年３月31日）

 

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減額
(百万円)

（資産の部）  

Ⅰ　流動資産  

１．現金及び預金 9,867 6,135 △3,732

２．受取手形及び売掛金 2,096 1,987 △108

３．たな卸資産 1,547 1,521 △25

４．繰延税金資産 492 340 △152

５．短期貸付金 － 3,516 3,516

６．未収入金 841 585 △256

７．その他 2,270 760 △1,509

８．貸倒引当金 △8 △3 4

流動資産合計 17,107 35.5 14,843 30.8 △2,263

Ⅱ　固定資産  

１．有形固定資産  

(1）建物及び構築物  8,677 8,842  

減価償却累計額 5,352 3,324 5,478 3,364 40

(2）機械装置及び運搬具 12,097 12,247  

減価償却累計額 10,362 1,735 10,542 1,704 △30

(3）販売機器 24,544 24,739  

減価償却累計額 19,957 4,587 19,777 4,962 375

(4）土地  7,161 7,200 38

(5）建設仮勘定 82 229 146

(6）その他 2,223 2,197  

減価償却累計額 1,672 550 1,593 603 52

有形固定資産合計 17,441 36.2 18,065 37.5 623

２．無形固定資産 485 1.0 502 1.0 16

３．投資その他の資産  

(1）投資有価証券 ※１ 1,386 1,587 200

(2）長期貸付金 11,129 12,613 1,483

(3）繰延税金資産 137 119 △18

(4）その他 531 534 2

(5）貸倒引当金 △40 △43 △3

投資その他の資産合計 13,145 27.3 14,810 30.7 1,665

固定資産合計 31,072 64.5 33,378 69.2 2,305

資産合計 48,179 100.0 48,222 100.0 42
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前連結会計年度
（平成17年３月31日）

当連結会計年度
（平成18年３月31日）

 

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減額
(百万円)

（負債の部）  

Ⅰ　流動負債  

１．支払手形及び買掛金 339 316 △22

２．未払金 741 1,591 850

３．未払費用 1,776 1,638 △138

４．未払法人税等 889 131 △758

５．その他  440 294 △146

流動負債合計 4,187 8.7 3,972 8.3 △214

Ⅱ　固定負債  

１．退職給付引当金 200 194 △5

２．役員退職慰労引当金 192 157 △34

３．その他 128 137 9

固定負債合計 520 1.1 489 1.0 △31

負債合計 4,708 9.8 4,462 9.3 △245

 

（少数株主持分）  

少数株主持分 60 0.1 58 0.1 △2

（資本の部）  

Ⅰ　資本金 ※２ 5,576 11.6 5,576 11.6 －

Ⅱ　資本剰余金 4,973 10.3 4,973 10.3 －

Ⅲ　利益剰余金 32,772 68.0 32,956 68.3 183

Ⅳ　その他有価証券評価差額金 90 0.2 198 0.4 107

Ⅴ　自己株式 ※３ △1 △0.0 △2 △0.0 △1

資本合計 43,410 90.1 43,701 90.6 290

負債、少数株主持分及び資本合
計

48,179 100.0 48,222 100.0 42
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(2）連結損益計算書

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

 

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

増減額
(百万円)

Ⅰ　売上高 61,180 100.0 56,891 100.0 △4,288

Ⅱ　売上原価 35,034 57.3 31,812 55.9 △3,222

売上総利益 26,145 42.7 25,079 44.1 △1,066

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１  

１．販売費 19,799 20,138  

２．一般管理費 3,021 22,821 37.3 3,019 23,158 40.7 337

営業利益 3,324 5.4 1,921 3.4 △1,403

Ⅳ　営業外収益  

１．受取利息 61 65  

２．受取配当金 13 16  

３．販売奨励金 18 7  

４．土地建物賃貸料 26 31  

５．販売機器設置奨励金 31 23  

６．その他 76 227 0.4 75 219 0.4 △8

Ⅴ　営業外費用  

１．支払利息 0 0  

２．製商品等廃棄損 33 －  

３．たな卸資産廃棄損 － 31  

４．製商品たな卸損 18 －  

５．たな卸資産減耗損 － 10  

６．自動販売機売上金不足金 19 13  

７．休止設備減価償却費 － 10  

８．その他 18 90 0.1 14 81 0.2 △8

経常利益 3,462 5.7 2,059 3.6 △1,402
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前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

 

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

増減額
(百万円)

Ⅵ　特別利益  

１．固定資産売却益 ※２ 150 158  

２．退職給付制度一部終了益  409 －  

３．補助金収入  － 365  

４．貸倒引当金戻入額  － 4  

５．その他  19 580 0.9 － 528 0.9 △52

Ⅶ　特別損失  

１．固定資産除却損 ※３ 239 202  

２．災害損失  136 －  

３．転籍一時金 9 158  

４．固定資産圧縮損  － 365  

５．減損損失 ※４ － 244  

６．その他 120 505 0.8 145 1,116 1.9 611

税金等調整前当期純利益 3,537 5.8 1,470 2.6 △2,066

法人税、住民税及び事業税 1,345 559  

法人税等調整額 178 1,523 2.5 97 657 1.2 △866

少数株主利益（控除） 4 0.0 1 0.0 △2

当期純利益 2,009 3.3 812 1.4 △1,197

 

(3）連結剰余金計算書

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

 

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）
増減額
(百万円)

（資本剰余金の部）  

Ⅰ　資本剰余金期首残高 4,973 4,973 －

Ⅱ　資本剰余金期末残高 4,973 4,973 －

 

（利益剰余金の部）  

Ⅰ　利益剰余金期首残高 31,309 32,772 1,463

Ⅱ　利益剰余金増加高  

１．当期純利益 2,009 2,009 812 812 △1,197

Ⅲ　利益剰余金減少高  

１．配当金 478 549  

２．役員賞与 67 545 78 628 82

Ⅳ　利益剰余金期末残高 32,772 32,956 183
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(4）連結キャッシュ・フロー計算書

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

 

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）
増減額
(百万円)

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前当期純利益 3,537 1,470 △2,066

減価償却費 3,382 3,189 △192

減損損失 － 244 244

連結調整勘定償却額 98 － △98

退職給付引当金の減少額 △281 △5 275

役員退職慰労引当金の増減（△）額 28 △34 △63

貸倒引当金の減少額 △45 △1 44

受取利息及び受取配当金 △74 △81 △6

支払利息 0 0 0

有形固定資産売却益 △150 △158 △7

固定資産除却損 239 202 △36

補助金収入 － △365 △365

固定資産圧縮損 － 365 365

災害損失 136 － △136

転籍一時金 9 158 148

売上債権の減少額 469 106 △363

たな卸資産の減少額 1,504 22 △1,481

仕入債務の減少額 △1,054 △22 1,032

未払金の増減（△）額 41 △128 △170

未収消費税等の増加額 － △146 △146

未払消費税等の増減（△）額 4 △116 △120

その他の資産の増（△）減額 △602 520 1,123

その他の負債の増減（△）額 104 △203 △307

役員賞与の支払額 △69 △80 △11

その他 44 49 5

小計 7,321 4,987 △2,334
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前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

 

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）
増減額
(百万円)

利息及び配当金の受取額 72 79 6

利息の支払額 △0 － 0

災害損失関連支払額 △69 － 69

災害損失関連保険金等入金額 106 － △106

転籍一時金支払額 △9 △0 9

年金制度変更に伴う格差補填金支払額 △270 － 270

法人税等の支払額 △795 △1,515 △720

その他 △39 10 50

営業活動によるキャッシュ・フロー 6,316 3,561 △2,754

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の預入による支出 △197 △197 △0

定期預金の払戻による収入 157 197 40

有形固定資産の取得による支出 △3,742 △3,861 △118

有形固定資産の売却による収入 237 306 69

無形固定資産の取得による支出 △238 △160 78

投資有価証券の取得による支出 △6 △6 △0

補助金の受入による収入 － 365 365

貸付けによる支出 △2,000 △3,500 △1,500

貸付金の回収による収入 16 16 －

その他 44 98 53

投資活動によるキャッシュ・フロー △5,729 △6,741 △1,011

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー  

自己株式の増加額 △0 △1 △0

配当金の支払額 △478 △549 △71

少数株主への配当金の支払額 △2 △2 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △480 △552 △72

Ⅳ　現金及び現金同等物の増加額（△減少額） 105 △3,732 △3,838

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高 9,564 9,670 105

Ⅵ　現金及び現金同等物の期末残高 9,670 5,938 △3,732
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前連結会計年度

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１．連結の範囲に関する

事項

　連結子会社　５社

　四国さわやかサービス㈱

　四国キヤンテイーン㈱

　四国カスタマー・サービス㈱

　㈱ダイナフロー

　四国コカ・コーラベンディング㈱

　連結子会社　６社

　四国さわやかサービス㈱

　四国キヤンテイーン㈱

　四国カスタマー・サービス㈱

　㈱ダイナフロー

　四国コカ・コーラベンディング㈱

　四国コカ・コーラプロダクツ㈱

　なお、四国コカ・コーラプロダクツ㈱は、

平成18年３月３日に設立し、当連結会計年

度より連結の範囲に含めております。

２．持分法の適用に関す

る事項

(1）持分法を適用した非連結子会社または関

連会社

０社

(1）持分法を適用した非連結子会社または関

連会社

０社

(2）持分法を適用しない関連会社

１社

　関連会社㈱リソーシズの当期純損益およ

び利益剰余金（持分に見合う額）等の連結

財務諸表に及ぼす影響が軽微であるため、

持分法を適用しておりません。

(2）持分法を適用しない関連会社

１社

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は親会社と同一であ

ります。

同左

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

満期保有目的債券

　償却原価法（定額法）

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法

イ．有価証券

満期保有目的債券

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

（評価差額は全部資本直入法によ

り処理し、売却原価は主として移

動平均法により算定）

その他有価証券

時価のあるもの

同左

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

ロ．たな卸資産

　移動平均法による原価法

　（当社の製品＝総平均法による原価

法）

ロ．たな卸資産

　移動平均法による原価法
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項目
前連結会計年度

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31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

　ただし、平成10年４月１日以降に取得

した建物（建物附属設備を除く。）につ

いては、定額法を採用しております。

　なお、主な耐用年数は以下のとおりで

あります。

建物及び構築物　　　10～50年

機械装置及び運搬具　５～10年

販売機器　　　　　　　　５年

(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

同左

ロ．無形固定資産

　定額法

　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

(3）重要な引当金の計上基準

イ．貸倒引当金

　売上債権、貸付金等の貸倒損失に備え

るため、一般債権については貸倒実績率

により、貸倒懸念債権等特定の債権につ

いては個別に回収可能性を検討し、回収

不能見込額を計上しております。

(3）重要な引当金の計上基準

イ．貸倒引当金

同左

ロ．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（５年）による定額法により費用処

理しております。

　数理計算上の差異は、各連結会計年度

の発生時における従業員の平均残存勤務

期間以内の一定の年数（10年）による定

率法により発生の翌連結会計年度から費

用処理しております。

ロ．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（５年）による定額法により費用処

理しております。 

　数理計算上の差異は、各連結会計年度

の発生時における従業員の平均残存勤務

期間以内の一定の年数（10年）による定

率法により発生の翌連結会計年度から費

用処理しております。 

（追加情報）

　当社および連結子会社（１社除く。）

は、確定拠出年金法の施行にともない、

平成16年４月に確定給付年金制度の一部

について確定拠出年金制度へ移行し、

「退職給付制度間の移行等に関する会計

処理」（企業会計基準適用指針第１号）

を適用しております。これにともなう影

響額は、特別利益として409百万円計上

しております。
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項目
前連結会計年度

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

ハ．役員退職慰労引当金

　役員退職慰労金の支出に備えるため、

内規に基づく当連結会計年度末の必要見

込み相当額を計上しております。

ハ．役員退職慰労引当金

同左

(4）その他連結財務諸表作成のための重要な

事項

　消費税等の会計処理

　消費税等の会計処理は、税抜方式に

よっております。

(4）その他連結財務諸表作成のための重要な

事項

　消費税等の会計処理

同左

５．連結子会社の資産及

び負債の評価に関す

る事項

　連結子会社の資産及び負債の評価について

は、全面時価評価法を採用しております。

同左

６．連結調整勘定の償却

に関する事項

　連結調整勘定の償却については、５年間の

均等償却を行っております。

　連結調整勘定の償却については、５年間の

均等償却を行うこととしております。

７．利益処分項目等の取

扱いに関する事項

　連結剰余金計算書は、連結会社の利益処分

について、連結会計年度中に確定した利益処

分に基づいて作成しております。

同左

８．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および

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

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

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

―――――― （固定資産の減損に係る会計基準）

　当連結会計年度より、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））および「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）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244百万円減少して

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。

―――――― （退職給付に係る会計基準）

　当連結会計年度より、「「退職給付に係る会計基準」の

一部改正」（企業会計基準第３号　平成17年３月16日）お

よび「「退職給付に係る会計基準」の一部改正に関する適

用指針」（企業会計基準適用指針第７号　平成17年３月16

日）を適用しております。これによる損益に与える影響は

ありません。
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表示方法の変更

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

（連結貸借対照表） （連結貸借対照表）

―――――― 　前連結会計年度において流動資産の「その他」に含めて

表示しておりました「短期貸付金」については、金額的重

要性が増したため独立掲記しております。

　なお、前連結会計年度における「短期貸付金」は、1,516

百万円であります。

（連結損益計算書） （連結損益計算書）

１．前連結会計年度において営業外収益の「その他」に含

めて表示しておりました「販売機器設置奨励金」につい

ては、金額的重要性が増したため独立掲記しております。

　なお、前連結会計年度における「販売機器設置奨励

金」は、１百万円であります。

――――――

２．前連結会計年度において営業外費用の「その他」に含

めて表示しておりました「製商品たな卸損」については、

金額的重要性が増したため独立掲記しております。

　なお、前連結会計年度における「製商品たな卸損」は、

10百万円であります。

――――――

３．前連結会計年度において営業外費用の「その他」に含

めて表示しておりました「自動販売機売上金不足金」に

ついては、金額的重要性が増したため独立掲記しており

ます。

　なお、前連結会計年度における「自動販売機売上金不

足金」は、15百万円であります。

――――――

―――――― １．前連結会計年度において営業外費用に独立掲記してお

りました「製商品等廃棄損」および「製商品たな卸損」

は、当連結会計年度よりそれぞれ他のたな卸資産に係る

ものを含めて「たな卸資産廃棄損」および「たな卸資産

減耗損」として表示しております。

　なお、当連結会計年度における「たな卸資産廃棄損」

のうち「製商品等廃棄損」は23百万円および「たな卸資

産減耗損」のうち「製商品たな卸損」は10百万円であり

ます。

―――――― ２．前連結会計年度において営業外費用の「その他」に含

めて表示しておりました「休止設備減価償却費」につい

ては、金額的重要性が増したため独立掲記しております。

　なお、前連結会計年度における「休止設備減価償却

費」は、２百万円であります。

―――――― ３．前連結会計年度において「貸倒引当金戻入額」は、特

別利益の「その他」に含めて表示しておりましたが、当

連結会計年度において特別利益の「その他」は、「貸倒

引当金戻入額」のみとなったため独立掲記しております。

　なお、前連結会計年度における「貸倒引当金戻入額」

は、18百万円であります。
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前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

―――――― ４．前連結会計年度において特別損失に独立掲記しており

ました「災害損失」は、金額的重要性が乏しいため当連

結会計年度より「その他」に含めて表示しております。

　なお、当連結会計年度における「災害損失」は０百万

円であります。

（連結キャッシュ・フロー計算書）

　前連結会計年度において営業活動によるキャッシュ・フ

ローに独立掲記しておりました「ゴルフ会員権評価損」は、

金額的重要性が乏しいため、当連結会計年度より「その

他」に含めて表示しております。

　なお、当連結会計年度における「ゴルフ会員権評価損」

は、３百万円であります。

（連結キャッシュ・フロー計算書）

――――――

―――――― 　前連結会計年度において営業活動によるキャッシュ・フ

ローに独立掲記しておりました「災害損失」、「災害損失

関連支払額」および「災害損失関連保険金等入金額」は、

金額的重要性が乏しいため、当連結会計年度より「その

他」に含めて表示しております。

　なお、当連結会計年度における「災害損失」は０百万円、

「災害損失関連支払額」は△８百万円および「災害損失関

連保険金等入金額」は19百万円であります。

注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
（平成17年３月31日）

当連結会計年度
（平成18年３月31日）

※１　関連会社に対するものは次のとおりであります。 ※１　関連会社に対するものは次のとおりであります。

投資有価証券（株式）  8百万円 投資有価証券（株式）   24百万円

※２　当社の発行済株式総数は、普通株式23,907,862株

であります。

※２　当社の発行済株式総数は、普通株式23,907,862株

であります。

※３　自己株式

　当社が保有する自己株式の数は、普通株式1,695

株であります。

※３　自己株式

　当社が保有する自己株式の数は、普通株式2,355

株であります。
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（連結損益計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

※１　販売費及び一般管理費の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主要な費目及び金額は、

次のとおりであります。

給料手当      5,983百万円

退職給付費用 314

役員退職慰労引当金繰入額 46

減価償却費 2,648

販売手数料 4,439

広告宣伝費 3,448

連結調整勘定償却額 98

給料手当        5,844百万円

退職給付費用 233

役員退職慰労引当金繰入額 34

減価償却費 2,545

販売手数料 4,645

広告宣伝費 3,943

※２　固定資産売却益の内訳は、次のとおりであります。 ※２　固定資産売却益の内訳は、次のとおりであります。

建物及び構築物  0百万円

機械装置及び運搬具 0

販売機器 0

土地 149

その他 0

計 150

機械装置及び運搬具   0百万円

土地 158

計 158

※３　固定資産除却損の内訳は、次のとおりであります。 ※３　固定資産除却損の内訳は、次のとおりであります。

建物及び構築物  41百万円

機械装置及び運搬具 39

販売機器 123

その他 34

計 239

建物及び構築物    5百万円

機械装置及び運搬具 15

販売機器 127

建設仮勘定 24

その他 30

計 202

―――――― ※４　減損損失

　当連結会計年度において、当社グループは以下の

資産グループについて減損損失を計上しております。

用途 種類 場所
減損損失

（百万円）

遊休資産 土地 新居浜市 233

遊休資産 土地 松山市 10

　当社グループは、事業用資産を管理会計上の区分

をもとにして、主として地域別および機能別にグルー

ピングしております。 

　また、賃貸資産および遊休資産については、それ

ぞれの個別物件をグルーピングの最小単位として減

損の兆候を判定しております。

　遊休資産の回収可能価額は、正味売却価額により

測定しております。

　この結果、地価等が下落している上記遊休資産に

ついて帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減

少額を減損損失として計上いたしました。なお、遊

休資産の回収可能価額は不動産鑑定評価等に基づき

算定しております。
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

　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

　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３月31日現在） （平成18年３月31日現在）

（百万円） （百万円）

現金及び預金勘定 9,867

有価証券勘定（その他） 100

預入期間が３ヶ月を超える定期

預金
△197

価値変動リスクのある有価証券

等
△100

現金及び現金同等物 9,670

現金及び預金勘定 6,135

預入期間が３ヶ月を超える定期

預金
△197

現金及び現金同等物 5,938

（リース取引関係）

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

　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

　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

　内容の重要性が乏しく、契約１件当たりの金額が少額

なリース取引のため、連結財務諸表規則第15条の３およ

び財務諸表等規則第８条の６第６項の規定により、注記

を省略しております。

同左

（有価証券関係）

Ⅰ　前連結会計年度

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの（平成17年３月31日）

種類
連結貸借対照表計上
額（百万円）

時価（百万円） 差額（百万円）

時価が連結貸借対照表

計上額を超えるもの

(1）国債・地方債等 － － －

(2）社債 － － －

(3）その他 － － －

小計 － － －

時価が連結貸借対照表

計上額を超えないもの

(1）国債・地方債等 － － －

(2）社債 100 98 △1

(3）その他 － － －

小計 100 98 △1

合計 100 98 △1
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２．その他有価証券で時価のあるもの（平成17年３月31日）

種類
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）

連結貸借対照表計上額

が取得原価を超えるも

の

(1）株式 780 953 172

(2）債券

国債・地方債等 － － －

社債 － － －

その他 － － －

(3）その他 － － －

小計 780 953 172

連結貸借対照表計上額

が取得原価を超えない

もの

(1）株式 62 41 △21

(2）債券

国債・地方債等 － － －

社債 － － －

その他 － － －

(3）その他 － － －

小計 62 41 △21

合計 843 994 151

３．当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自　平成16年４月１日　至　平成17年３月31日）

売却額（百万円） 売却益の合計額（百万円） 売却損の合計額（百万円）

－ － －

４．時価評価されていない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額（平成17年３月31日）

連結貸借対照表計上額（百万円）

(1）満期保有目的の債券 －

(2）その他有価証券

非上場株式 383

５．その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額（平成17年３月31日）

１年以内
（百万円）

１年超５年以内
（百万円）

５年超10年以内
（百万円）

10年超
（百万円）

(1）債券

国債・地方債等 － － － －

社債 100 － － －

その他 － － － －

(2）その他 － － － －

合計 100 － － －
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Ⅱ　当連結会計年度

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの（平成18年３月31日）

　該当事項はありません。

２．その他有価証券で時価のあるもの（平成18年３月31日）

種類
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）

連結貸借対照表計上額

が取得原価を超えるも

の

(1）株式 646 1,005 359

(2）債券

国債・地方債等 － － －

社債 － － －

その他 － － －

(3）その他 － － －

小計 646 1,005 359

連結貸借対照表計上額

が取得原価を超えない

もの

(1）株式 202 176 △26

(2）債券

国債・地方債等 － － －

社債 － － －

その他 － － －

(3）その他 － － －

小計 202 176 △26

合計 849 1,182 332

３．当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

　該当事項はありません。

４．時価評価されていない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額（平成18年３月31日）

連結貸借対照表計上額（百万円）

(1）満期保有目的の債券 －

(2）その他有価証券

非上場株式 380

５．その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額（平成18年３月31日）

　該当事項はありません。

（デリバティブ取引関係）

　前連結会計年度（自　平成16年４月１日　至　平成17年３月31日）および当連結会計年度（自　平成17年４月１日

　至　平成18年３月31日）

　当社グループは、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。
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（退職給付関係）

１．採用している退職給付制度の概要

　当社および連結子会社は、確定給付型の制度として、適格退職年金制度を設けております。また、確定拠出型

の制度として確定拠出年金制度を設けております。連結子会社のうち１社は、中小企業退職金共済制度を採用し

ております。なお、従業員の退職等に際して割増退職金を支払う場合があります。

　また、当社においては退職給付信託を設定しております。

　なお、当社および連結子会社（１社除く。）は、平成16年４月に適格退職年金制度の一部について確定拠出年

金制度へ移行しております。

２．退職給付債務に関する事項

前連結会計年度
（平成17年３月31日）

当連結会計年度
（平成18年３月31日）

（百万円)

(1）退職給付債務 △3,743

(2）年金資産 3,274

(3）未積立退職給付債務（(1)＋(2)） △468

(4）未認識数理計算上の差異 295

(5）未認識過去勤務債務（債務の減額） △27

(6）連結貸借対照表計上額純額

（(3)＋(4)＋(5)）
△200

(7）退職給付引当金(6) △200

（百万円)

(1）退職給付債務 △3,799

(2）年金資産 4,070

(3）未積立退職給付債務（(1)＋(2)） 270

(4）未認識数理計算上の差異 △444

(5）未認識過去勤務債務（債務の減額） △20

(6）連結貸借対照表計上額純額

（(3)＋(4)＋(5)）
△194

(7）退職給付引当金(6) △194

（注）当社および連結子会社（１社除く。）は、適格退職年

金制度における給付水準減額の制度変更が行われたこ

とにより、過去勤務債務（債務の減額）が発生してお

ります。

――――――

３．退職給付費用に関する事項

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日

至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

（百万円)

(1）勤務費用 163

(2）利息費用 78

(3）期待運用収益（減算） －

(4）数理計算上の差異の費用処理額 106

(5）過去勤務債務の費用処理額 △5

(6）退職給付費用

（(1)＋(2)＋(3)＋(4)＋(5)）
343

(7）確定拠出年金制度への移行に伴う損益 △409

(8）その他　(注)２ 65

(9）計((6)＋(7)＋(8)) △0

（百万円)

(1）勤務費用 159

(2）利息費用 74

(3）期待運用収益（減算） △65

(4）数理計算上の差異の費用処理額 60

(5）過去勤務債務の費用処理額 △6

(6）退職給付費用

（(1)＋(2)＋(3)＋(4)＋(5)）
223

(7）その他　(注)２ 64

(8）計（(6)＋(7)） 287

（注）１．上記退職給付費用以外に、割増退職金を26百万円

支払っております。

　　　２．その他は、確定拠出年金への掛金および前払退職

金としての支払額であります。

（注）１．上記以外に、割増退職金を86百万円支払っており

ます。

　　　２．その他は、確定拠出年金への掛金および前払退職

金としての支払額であります。
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４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

前連結会計年度
（平成17年３月31日）

当連結会計年度
（平成18年３月31日）

(1）退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 同左

(2）割引率（％） 2.0 同左

(3）期待運用収益率（％） 0.0 2.0

(4）過去勤務債務の処理年数 ５年（発生時における従業

員の平均残存勤務期間以内

の一定の年数による定額法

により費用処理しておりま

す。）

同左

(5）数理計算上の差異の処理年数 10年（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

年数による定率法により、

発生の翌連結会計年度から

費用処理しております。）

同左

５．退職給付制度の変更および移行に関する事項

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

　当社および連結子会社（１社除く。）は、確定拠出年金

法の施行にともない、平成16年４月に確定給付年金制度の

一部について確定拠出年金制度へ移行し、「退職給付制度

間の移行等に関する会計処理」（企業会計基準適用指針第

１号）を適用しております。これにともなう影響額は、次

のとおりであります。

（百万円)

退職給付債務の減少 761

未認識数理計算上の差異 △351

退職給付引当金の減少 409

　また、確定拠出年金制度への資産移管額は1,205百万円

であり、平成16年５月に移管しております。

――――――
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（税効果会計関係）

前連結会計年度
（平成17年３月31日）

当連結会計年度
（平成18年３月31日）

１．繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

１．繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

（百万円)

繰延税金資産

退職給付引当金否認 140

賞与引当金損金算入限度超過額 315

未払事業税否認 81

容器預り保証金債務否認 20

ゴルフ会員権評価損 58

貸倒引当金損金算入限度超過額 14

社会保険料（賞与引当） 37

役員退職慰労引当金否認 77

ギフト券預り金債務否認 28

その他 13

繰延税金資産小計 786

評価性引当額 －

繰延税金資産合計 786

繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 △61

固定資産圧縮積立金 △93

貸倒引当金の減額修正 △1

その他 △0

繰延税金負債合計 △156

繰延税金資産の純額 630

（百万円)

繰延税金資産

退職給付引当金否認 132

賞与引当金損金算入限度超過額 247

未払事業税否認 4

容器預り保証金債務否認 20

ゴルフ会員権評価損 60

貸倒引当金損金算入限度超過額 15

固定資産減損損失 98

社会保険料（賞与引当） 26

役員退職慰労引当金否認 63

ギフト券預り金債務否認 28

その他 26

繰延税金資産小計 724

評価性引当額 －

繰延税金資産合計 724

繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 △134

固定資産圧縮積立金 △129

貸倒引当金の減額修正 △0

繰延税金負債合計 △264

繰延税金資産の純額 459

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳

(％)

法定実効税率 40.4

（調整）

交際費等永久に損金に算入されない

項目
1.4

受取配当金等永久に益金に算入され

ない項目
△1.6

均等割による影響 0.9

連結固有の仕訳による影響 2.5

その他 △0.5

税効果会計適用後の法人税等の負担率 43.1

(％)

法定実効税率 40.4

（調整）

交際費等永久に損金に算入されない

項目
3.6

受取配当金等永久に益金に算入され

ない項目
△7.4

均等割による影響 2.3

連結固有の仕訳による影響 6.1

その他 △0.3

税効果会計適用後の法人税等の負担率 44.7

－ 27 －



（セグメント情報）

①事業の種類別セグメント情報

　前連結会計年度（自　平成16年４月１日　至　平成17年３月31日）および当連結会計年度（自　平成17年４月１

日　至　平成18年３月31日）

　事業の種類として「飲料関連事業」および「その他の事業」に区分しておりますが、このうち全セグメントの売

上高の合計、営業利益および全セグメントの資産の金額の合計額に占める「飲料関連事業」の割合がいずれも90％

を超えているため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

②所在地別セグメント情報

　前連結会計年度（自　平成16年４月１日　至　平成17年３月31日）および当連結会計年度（自　平成17年４月１

日　至　平成18年３月31日）

　本邦以外の国または地域に所在する連結子会社および在外支店がないため、該当事項はありません。

③海外売上高

　前連結会計年度（自　平成16年４月１日　至　平成17年３月31日）および当連結会計年度（自　平成17年４月１

日　至　平成18年３月31日）

　海外売上高がないため、該当事項はありません。

（関連当事者との取引）

前連結会計年度（自　平成16年４月１日　至　平成17年３月31日）

(1）親会社及び法人主要株主等

属性
会社等の名
称

住所
資本金
(百万円)

事業の内容
又は職業

議決権等の
所有（被所
有）割合

（％）

関係内容

取引の内容
取引金額
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)役員の

兼任等
事業上
の関係

親会社 日本製紙㈱
東京都

千代田区
104,873

紙・パルプ

の製造、販

売

（被所有）

直接

54.96

兼任

１人
－

資金の貸付

取引

1,000
短期貸付

金
1,500

1,000
長期貸付

金
11,000

受取利息 53 未収収益 26

　（注）　取引条件および取引条件の決定方針等

市場金利動向等を勘案のうえ、利率を合理的に決定しております。

(2）役員及び個人主要株主等

属性 氏名 住所
資本金又
は出資金
(百万円)

事業の内容
又は職業

議決権等の
所有（被所
有）割合

（％）

関係内容

取引の内容
取引金額
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)役員の

兼任等
事業上
の関係

役員 遠藤陽太郎 － －

香川県アイ

スホッケー

連盟会長

（被所有）

直接

0.05

－ － 寄付金 2 － －

当連結会計年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

(1）親会社及び法人主要株主等

属性
会社等の名
称

住所
資本金
(百万円)

事業の内容
又は職業

議決権等の
所有（被所
有）割合

（％）

関係内容

取引の内容
取引金額
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)役員の

兼任等
事業上
の関係

親会社 日本製紙㈱
東京都

千代田区
104,873

紙・パルプ

の製造、販

売

（被所有）

直接

54.96

兼任

１人
－

資金の貸付

取引

2,000
短期貸付

金
3,500

1,500
長期貸付

金
12,500

受取利息 59 未収収益 29

　（注）　取引条件および取引条件の決定方針等

市場金利動向等を勘案のうえ、利率を合理的に決定しております。

－ 28 －



(2）役員及び個人主要株主等

属性 氏名 住所
資本金又
は出資金
(百万円)

事業の内容
又は職業

議決権等の
所有（被所
有）割合

（％）

関係内容

取引の内容
取引金額
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)役員の

兼任等
事業上
の関係

役員 橋本　建夫 － －

香川県アイ

スホッケー

連盟会長

（被所有）

直接

0.02

－ － 寄付金 2 － －

（１株当たり情報）

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１株当たり純資産額     1,812.59円

１株当たり当期純利益金額      80.75円

１株当たり純資産額      1,825.57円

１株当たり当期純利益金額          31.46円

　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、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

同左

　（注）　１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、次のとおりであります。

前連結会計年度
(自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日)

当期純利益（百万円） 2,009 812

普通株主に帰属しない金額（百万円） 78 60

（うち利益処分による役員賞与金（百万円）） (78) (60)

普通株式に係る当期純利益（百万円） 1,930 751

普通株式の期中平均株式数（千株） 23,906 23,905

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。
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５．生産、受注及び販売の状況
１．生産実績

　当連結会計年度における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。

　なお、飲料関連事業以外に生産実績はありません。

事業の種類別セグメントの名称

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日

　　至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日

　　至　平成18年３月31日）

金額（百万円） 金額（百万円）

飲料関連事業 14,287 1,397

合計 14,287 1,397

　（注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

２．平成17年１月より、コカ・コーラナショナルビバレッジ㈱によるコカ・コーラシステムの全製品を全国規模

で供給するサプライチェーンマネジメントが、本格稼働したことにともない、飲料事業（当社）の生産形態

は、従来の自社製造から受託加工生産方式に全面的に変更しております。これにより、当連結会計年度の生

産実績の金額は、受託加工原価によっております。また、前連結会計年度の生産実績の金額は、製造原価に

よっております。

２．商品仕入実績

　当連結会計年度における商品仕入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。

事業の種類別セグメントの名称

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日

　　至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日

　　至　平成18年３月31日）

金額（百万円） 金額（百万円）

飲料関連事業 － 29,884

その他の事業 － 1,137

合計 － 31,022

　（注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

２．平成17年１月より、コカ・コーラナショナルビバレッジ㈱によるコカ・コーラシステムの全製品を全国規模

で供給するサプライチェーンマネジメントが、本格稼働したことにともない、飲料関連事業の生産形態は、

従来の自社製造から受託加工生産方式に全面的に変更しております。これにより、当連結会計年度より商品

仕入実績を記載しております。

３．受注状況

　受注生産を行っておりませんので、該当事項はありません。

４．販売実績

　当連結会計年度における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。

事業の種類別セグメントの名称

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日

　　至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日

　　至　平成18年３月31日）

金額（百万円） 金額（百万円）

飲料関連事業 59,114 55,109

その他の事業 2,066 1,782

合計 61,180 56,891

　（注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

２．相手先別販売実績において、総販売実績に対する当該割合が10％を超える相手先はありません。
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