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上場会社名 四国コカ・コーラボトリング株式会社 上場取引所 東

コード番号 2578 本社所在都道府県 香川県

(URL　http://www.shikoku.ccbc.co.jp/)

代　　表　　者　役職名 代表取締役社長 氏名　橋本　建夫

問合せ先責任者　役職名 経理部長 氏名　池上　真也 ＴＥＬ　　０８７－８４１－９１９１

中間決算取締役会開催日 平成18年11月７日 配当支払開始日 平成18年12月５日

単元株制度採用の有無 有（１単元　100株）   

１．平成18年９月中間期の業績（平成18年４月１日～平成18年９月30日）

(1）経営成績 （注）記載金額は百万円未満を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９月中間期 25,318 △6.8 523 △51.5 926 △36.2

17年９月中間期 27,161 △7.3 1,078 △48.9 1,451 △39.2

18年３月期 48,152 1,101 1,628

中間(当期)純利益
１株当たり中間
(当期)純利益

百万円 ％ 円 銭

18年９月中間期 582 △20.7 24 37

17年９月中間期 734 △53.9 30 72

18年３月期 722 28 94

（注）①期中平均株式数 18年９月中間期 23,905,383株 17年９月中間期 23,906,038株 18年３月期 23,905,875株

②会計処理の方法の変更 無

③売上高、営業利益、経常利益、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率であります。

(2）財政状態 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

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

18年９月中間期 44,441 41,697 93.8 1,744 29

17年９月中間期 44,754 41,663 93.1 1,742 80

18年３月期 44,564 41,464 93.0 1,733 22

（注）①期末発行済株式数 18年９月中間期 23,905,287株 17年９月中間期 23,905,887株 18年３月期 23,905,507株

②期末自己株式数 18年９月中間期      2,575株 17年９月中間期 1,975株 18年３月期  2,355株

２．平成19年３月期の業績予想（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

通　期 47,000 1,300 700

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　29円28銭

営業利益（通期）　750百万円

３．配当状況

・現金配当 １株当たり配当金（円）

 中間期末 期末 年間

18年３月期 11.00 11.00 22.00

19年３月期（実績） 11.00 －
22.00

19年３月期（予想） － 11.00

※　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７ページをご参照ください。
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１．個別中間財務諸表等
(1) 中間貸借対照表

  
前中間会計期間末

（平成17年９月30日）
当中間会計期間末

（平成18年９月30日）
前事業年度の要約貸借対照表

（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
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ　流動資産           

１　現金及び預金  4,830   4,880   4,425   

２　売掛金  2,393   2,541   1,829   

３　有価証券  100   －   －   

４　たな卸資産  1,182   1,100   1,038   

５　繰延税金資産  294   236   204   

６　一年以内に返済を受け
る長期貸付金

 276   214   283   

７　未収入金  1,625   1,316   1,119   

８　その他 ※２ 2,440   2,203   4,217   

貸倒引当金  △1   △1   △1   

流動資産合計   13,141 29.4  12,491 28.1  13,117 29.4

Ⅱ　固定資産           

１　有形固定資産 ※１          

(1）建物 ※３ 2,785   2,891   2,671   

(2）機械及び装置  1,267   1,242   1,343   

(3）販売機器  4,083   4,159   3,727   

(4）土地 ※３ 6,895   6,844   6,844   

(5）建設仮勘定  17   53   161   

(6）その他 ※３ 649   681   613   

計  15,699   15,872   15,362   

２　無形固定資産  457   450   475   

３　投資その他の資産           

(1）投資有価証券  1,390   1,518   1,518   

(2）長期貸付金  12,899   12,961   12,926   

(3）繰延税金資産  84   0   16   

(4）その他  1,121   1,172   1,188   

貸倒引当金  △39   △26   △41   

計  15,456   15,627   15,609   

固定資産合計   31,613 70.6  31,950 71.9  31,446 70.6

資産合計   44,754 100.0  44,441 100.0  44,564 100.0
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前中間会計期間末

（平成17年９月30日）
当中間会計期間末

（平成18年９月30日）
前事業年度の要約貸借対照表

（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
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（負債の部）           

Ⅰ　流動負債           

１　買掛金  19   10   8   

２　未払金  942   973   1,596   

３　未払費用  1,208   1,055   1,020   

４　未払法人税等  388   276   3   

５　容器預り保証金  50   49   50   

６　役員賞与引当金  －   14   －   

７　その他 ※２ 200   150   128   

流動負債合計   2,809 6.3  2,529 5.7  2,807 6.3

Ⅱ　固定負債           

１　退職給付引当金  83   －   77   

２　役員退職慰労引当金  77   83   87   

３　その他  120   130   128   

固定負債合計   282 0.6  214 0.5  293 0.7

負債合計   3,091 6.9  2,744 6.2  3,100 7.0

           

（資本の部）           

Ⅰ　資本金   5,576 12.5  － －  5,576 12.5

Ⅱ　資本剰余金           

１　資本準備金  4,973   －   4,973   

資本剰余金合計   4,973 11.1  － －  4,973 11.2

Ⅲ　利益剰余金           

１　利益準備金  631   －   631   

２　任意積立金  29,017   －   29,017   

３　中間（当期）未処分利
益

 1,344   －   1,070   

利益剰余金合計   30,994 69.2  － －  30,719 68.9

Ⅳ　その他有価証券評価差額
金

  122 0.3  － －  198 0.4

Ⅴ　自己株式   △2 △0.0  － －  △2 △0.0

資本合計   41,663 93.1  － －  41,464 93.0

負債・資本合計   44,754 100.0  － －  44,564 100.0
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前中間会計期間末

（平成17年９月30日）
当中間会計期間末

（平成18年９月30日）
前事業年度の要約貸借対照表

（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
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本        

１　資本金  － － 5,576 12.5  － －

２　資本剰余金  

(1) 資本準備金 － 4,973 －

資本剰余金合計 － － 4,973 11.2 － －

３　利益剰余金  

(1) 利益準備金 － 631 －

(2) その他利益剰余金    

固定資産圧縮積立金 － 190 －

配当引当積立金 － 500 －

市場開発準備金 － 700 －

別途積立金 － 27,880 －

繰越利益剰余金 － 1,106 －

利益剰余金合計  － － 31,008 69.8 － －

４　自己株式  － － △3 △0.0 － －

株主資本合計  － － 41,554 93.5 － －

Ⅱ　評価・換算差額等       

１　その他有価証券評価差

額金
－ － 143 0.3 － －

評価・換算差額等合計 － － 143 0.3 － －

純資産合計 － － 41,697 93.8 － －

負債純資産合計 － － 44,441 100.0 － －
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(2) 中間損益計算書

  
前中間会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度の要約損益計算書
（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
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   27,161 100.0  25,318 100.0  48,152 100.0

Ⅱ　売上原価   14,941 55.0  13,831 54.6  26,399 54.8

売上総利益   12,220 45.0  11,487 45.4  21,753 45.2

Ⅲ　販売費及び一般管理費   11,141 41.0  10,964 43.3  20,651 42.9

営業利益   1,078 4.0  523 2.1  1,101 2.3

Ⅳ　営業外収益 ※１  413 1.5  417 1.7  589 1.2

Ⅴ　営業外費用 ※２  40 0.2  15 0.1  62 0.1

経常利益   1,451 5.3  926 3.7  1,628 3.4

Ⅵ　特別利益 ※３  426 1.6  27 0.1  528 1.1

Ⅶ　特別損失
※４
・５

 775 2.8  63 0.3  1,044 2.2

税引前中間（当期）純
利益

  1,103 4.1  889 3.5  1,112 2.3

法人税、住民税及び事
業税

 390   286   305   

法人税等調整額  △21 368 1.4 21 307 1.2 85 390 0.8

中間（当期）純利益   734 2.7  582 2.3  722 1.5

前期繰越利益   610   －   610  

中間配当額   －   －   262  

中間（当期）未処分利
益

  1,344   －   1,070  
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(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４月１日　至　平成18年９月30日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合計資本

準備金
利益
準備金

その他利益剰余金

固定資産
圧縮積立金

配当引当
積立金

市場開発
準備金

別途
積立金

繰越利益
剰余金

平成18年３月31日　残高

　　　　　　 （百万円）
5,576 4,973 631 137 500 700 27,680 1,070 △2 41,265

中間会計期間中の変動額

固定資産圧縮積立金の取

崩（注） 
－ － － △17 － － － 17 － －

固定資産圧縮積立金の積

立（注）
－ － － 70 － － － △70 － －

別途積立金の積立（注） － － － － － － 200 △200 － －

剰余金の配当（注） － － － － － － － △262 － △262

役員賞与の支給（注） － － － － － － － △30 － △30

中間純利益 － － － － － － － 582 － 582

自己株式の取得 － － － － － － － － △0 △0

株主資本以外の項目の中

間会計期間中の変動額

（純額）

－ － － － － － － － － －

中間会計期間中の変動額

合計　　　　 （百万円）
－ － － 53 － － 200 36 △0 288

平成18年９月30日　残高

　　　　　　 （百万円）
5,576 4,973 631 190 500 700 27,880 1,106 △3 41,554

評価・換算差額等

純資産合計その他
有価証券
評価差額金

平成18年３月31日　残高

　　　　　　 （百万円）
198 41,464

中間会計期間中の変動額   

固定資産圧縮積立金の取

崩（注） 
－ －

固定資産圧縮積立金の積

立（注）
－ －

別途積立金の積立（注） － －

剰余金の配当（注） － △262

役員賞与の支給（注） － △30

中間純利益 － 582

自己株式の取得 － △0

株主資本以外の項目の中

間会計期間中の変動額

（純額）

△54 △54

中間会計期間中の変動額

合計　　　　 （百万円）
△54 233

平成18年９月30日　残高

　　　　　　 （百万円）
143 41,697

（注）平成18年６月28日開催の定時株主総会における利益処分項目であります。
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前中間会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１．資産の評価基準及び評価

方法

(1）有価証券

満期保有目的債券

償却原価法（定額法）

(1）有価証券

満期保有目的債券

同左

(1）有価証券

満期保有目的債券

同左

 子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法

子会社株式及び関連会社株式

同左

子会社株式及び関連会社株式

同左

 その他有価証券

時価のあるもの

中間決算日の市場価格等に

基づく時価法

（評価差額は全部資本直入

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

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

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）

 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

商品及び貯蔵品

移動平均法による原価法

(2）たな卸資産

同左

(2）たな卸資産

同左

２．固定資産の減価償却の方

法

(1）有形固定資産

　定率法を採用しております。

　ただし、平成10年４月１日以降

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　15～50年

　機械及び装置　10年

　販売機器　５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）長期前払費用

　取得価額が10万円以上20万円未

満の資産につきましては、３年間

で均等償却する方法を採用してお

ります。

(3）長期前払費用

同左

(3）長期前払費用

同左

３．引当金の計上基準 (1）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。

(1）貸倒引当金

同左

(1）貸倒引当金

同左
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項目
前中間会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

 ────── (2）役員賞与引当金

　役員賞与の支出に備えて、当事

業年度における支給見込額の当中

間会計期間負担額を計上しており

ます。

（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、それ

ぞれ14百万円減少しております。

──────

 (2）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（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）による定率法により発生

の翌事業年度から費用処理してお

ります。

(3）退職給付引当金

同左

(2）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、

当期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）による定率法により発生

の翌事業年度から費用処理してお

ります。

 (3）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、内規に基づく当中間会計期

間末の必要見込み相当額を計上し

ております。

(4）役員退職慰労引当金

同左

(3）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、内規に基づく当期末の必要

見込み相当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．その他中間財務諸表（財

務諸表）作成のための基本

となる重要な事項

消費税等の会計処理

　税抜方式によっております。

消費税等の会計処理

同左

消費税等の会計処理

同左
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（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） ────── （固定資産の減損に係る会計基準）

　当中間会計期間より、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。

これにより税引前中間純利益は244百

万円減少しております。

　当事業年度より、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

れにより税引前当期純利益は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。

　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。

────── ────── （退職給付に係る会計基準）

　当事業年度より、「「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。

────── （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。

　これまでの資本の部の合計に相当

する金額は41,697百万円であります。

　なお、当中間会計期間における中

間貸借対照表の純資産の部について

は、中間財務諸表等規則の改正にと

もない、改正後の中間財務諸表等規

則により作成しております。
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注記事項

（中間貸借対照表関係）

前中間会計期間末
（平成17年９月30日）

当中間会計期間末
（平成18年９月30日）

前事業年度末
（平成18年３月31日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額 ※１　有形固定資産の減価償却累計額 ※１　有形固定資産の減価償却累計額

      29,775百万円      30,151百万円             29,849百万円

※２　消費税等の表示

　仮払消費税等及び仮受消費税等

は相殺のうえ、流動資産の「その

他」に含めて表示しております。

※２　消費税等の表示

　仮払消費税等および仮受消費税

等は相殺のうえ、流動負債の「そ

の他」に含めて表示しております。

──────

※３　当中間会計期間において企業立

地促進事業費補助金等の受入れに

より取得価額より控除した固定資

産の圧縮記帳額は365百万円であ

り、その内訳は建物11百万円、土

地351百万円およびその他２百万

円であります。 

────── ※３　当事業年度において企業立地促

進事業費補助金等の受入れにより

取得価額より控除した固定資産の

圧縮記帳額は365百万円であり、

その内訳は建物11百万円、土地

351百万円およびその他２百万円

であります。 

（中間損益計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

※１　営業外収益の主要項目 ※１　営業外収益の主要項目 ※１　営業外収益の主要項目

受取利息   36百万円

有価証券利息  0

受取配当金  228

土地建物賃貸料  50

業務援助料  38

受取利息     39百万円

受取配当金  228

土地建物賃貸料  54

業務援助料  40

受取利息     72百万円

有価証券利息  1

受取配当金  235

土地建物賃貸料  103

業務援助料  76

※２　営業外費用の主要項目 ※２　営業外費用の主要項目 ※２　営業外費用の主要項目

支払利息  0百万円

たな卸資産廃棄

損
 24

休止設備減価償

却費
 5

支払利息   0百万円

たな卸資産廃棄

損
 10

自動販売機売上

金不足金
 1

支払利息   0百万円

たな卸資産廃棄

損
 31

休止設備減価償

却費
 10

※３　特別利益の主要項目 ※３　特別利益の主要項目 ※３　特別利益の主要項目

固定資産売却益    56百万円

補助金収入 365

投資有価証券売

却益
   22百万円

固定資産売却益   158百万円

補助金収入 365

※４　特別損失の主要項目 ※４　特別損失の主要項目 ※４　特別損失の主要項目

固定資産除却損   84百万円

固定資産圧縮損 365

減損損失 244

固定資産除却損  44百万円 固定資産除却損   147百万円

転籍一時金  158

固定資産圧縮損  365

減損損失  244
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前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

※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。

────── ※５　減損損失

　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。

　６　減価償却実施額 　６　減価償却実施額 　６　減価償却実施額

有形固定資産 1,041百万円

無形固定資産  79

有形固定資産  1,018百万円

無形固定資産  84

有形固定資産 2,131百万円

無形固定資産  160

（中間株主資本等変動計算書関係）

当中間会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前事業年度末株式数

（千株）

当中間会計期間増加

　　株式数（千株）

当中間会計期間減少

　　株式数（千株）

当中間会計期間末株

式数（千株）

 普通株式　（注） 2 0 － 2

 　　　　合計 2 0 － 2

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加は、単元未満株式の買取りによる増加であります。
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（リース取引関係）

前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（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

　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、減損損失累計

額相当額及び中間期末残高相当額

(1）リース物件の取得価額相当額、減

価償却累計額相当額、減損損失累計

額相当額及び中間期末残高相当額

(1）リース物件の取得価額相当額、減

価償却累計額相当額、減損損失累計

額相当額及び期末残高相当額

 

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)

その他
（工具器具及
び備品）

183 85 98

（車両及び運
搬具）

8 8 0

合計 191 93 98

 

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)

その他
（工具器具及
び備品）

335 153 182

（車両及び運
搬具）

4 0 4

合計 340 153 186

 

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)

その他
（工具器具及
び備品）

331 114 216

合計 331 114 216

（注）　取得価額相当額は、未経過

リース料中間期末残高が有形固

定資産の中間期末残高等に占め

る割合が低いため、支払利子込

み法により算定しております。

（注）

同左

（注）　取得価額相当額は、未経過

リース料期末残高が有形固定資

産の期末残高等に占める割合が

低いため、支払利子込み法によ

り算定しております。

(2）未経過リース料中間期末残高相当

額等

未経過リース料中間期末残高相当

額

１年内 46百万円

１年超 51

合計 98

(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

１年内   72百万円

１年超 114

合計 186

(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 133

合計 216

（注）　未経過リース料中間期末残高

相当額は、未経過リース料中間

期末残高が有形固定資産の中間

期末残高等に占める割合が低い

ため、支払利子込み法により算

定しております。

（注）

同左

（注）　未経過リース料期末残高相当

額は、未経過リース料期末残高

が有形固定資産の期末残高等に

占める割合が低いため、支払利

子込み法により算定しておりま

す。

(3）支払リース料、リース資産減損勘

定の取崩額、減価償却費相当額及び

減損損失

支払リース料 23百万円

減価償却費相当額 23

(3）支払リース料、リース資産減損勘

定の取崩額、減価償却費相当額及び

減損損失

支払リース料   41百万円

減価償却費相当額 41

(3）支払リース料、リース資産減損勘

定の取崩額、減価償却費相当額及び

減損損失

支払リース料   52百万円

減価償却費相当額 52

(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

（減損損失について）

　リース資産に配分された減損損失

はありません。

（減損損失について）

同左

（減損損失について）

同左
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（有価証券関係）

　前中間会計期間（自　平成17年４月１日　至　平成17年９月30日）、当中間会計期間（自　平成18年４月１日　至

　平成18年９月30日）および前事業年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３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。

（１株当たり情報）

前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（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 1,742.80円

１株当たり中間純利益

金額
30.72円

１株当たり純資産額   1,744.29円

１株当たり中間純利益

金額
     24.37円

１株当たり純資産額   1,733.22円

１株当たり当期純利益

金額
     28.94円

　なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益金額については、潜在株式が

存在しないため記載しておりません。

同左 　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。

　（注）１株当たり中間（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。

 
前中間会計期間

(自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日)

当中間会計期間
(自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日)

前事業年度
(自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日)

中間（当期）純利益（百万円） 734 582 722

普通株主に帰属しない金額（百万円） － － 30

（うち利益処分による役員賞与金

（百万円））
(－) (－)  (30)

普通株式に係る中間（当期）純利益

（百万円）
734 582 691

普通株式の期中平均株式数（千株） 23,906 23,905 23,905

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。

２．売上高内訳表

区分

前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

比較増減
前事業年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

金額
（百万円）

構成比
（％）

金額
（百万円）

構成比
（％）

金額
（百万円）

増減率
（％）

金額
（百万円）

構成比
（％）

炭酸飲料 6,016 22.1 5,569 22.0 △446 △7.4 9,305 19.3

非炭酸飲料 20,072 73.9 18,649 73.7 △1,423 △7.1 36,805 76.4

その他 1,072 4.0 1,099 4.3 26 2.5 2,041 4.3

合計 27,161 100.0 25,318 100.0 △1,842 △6.8 48,152 100.0

－ 42 －




