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１．平成18年９月中間期の連結業績（平成18年４月１日～平成18年９月30日）

(1）連結経営成績 （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 29,851 △6.2 1,078 △38.9 1,208 △33.9

17年９月中間期 31,809 △6.2 1,765 △35.3 1,828 △34.9

18年３月期 56,891 1,921 2,059

中間(当期)純利益
１株当たり中間
(当期)純利益

潜在株式調整後１株当
たり中間(当期)純利益

百万円 ％ 円 銭 円 銭

18年９月中間期 628 △22.8 26 28  －

17年９月中間期 813 △53.6 34 02  －

18年３月期 812 31 46  －

（注）①持分法投資損益 18年９月中間期 27百万円 17年９月中間期 －百万円 18年３月期 －百万円

②期中平均株式数(連結) 18年９月中間期 23,901,555株 17年９月中間期 23,906,038株 18年３月期 23,905,875株

③会計処理の方法の変更 無

④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）連結財政状態 （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 48,282 44,225 91.5 1,847 73

17年９月中間期 48,419 43,889 90.6 1,835 93

18年３月期 48,222 43,701 90.6 1,825 57

（注）期末発行済株式数(連結) 18年９月中間期 23,901,459株 17年９月中間期 23,905,887株 18年３月期 23,905,507株

(3）連結キャッシュ・フローの状況 （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。

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９月中間期 1,593 △691 △266 6,574

17年９月中間期 1,676 △4,708 △289 6,349

18年３月期 3,561 △6,741 △552 5,938

(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 １社

(5）連結範囲及び持分法の適用の異動状況

連結（新規） －社　 （除外） －社 持分法（新規） １社　 （除外） －社

２．平成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

通　期 55,500 1,550 750

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　31円38銭

営業利益(通期）　1,350百万円

※　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１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。

　また、子会社の四国コカ・コーラプロダクツ㈱が、当社からの委託により製造および物流関連業務を行っており

ます。なお、同社は、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㈱が当社の管理する自動販売機の

オペレーション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。

　なお、同社は、重要性が増したため、当中間連結会計期間より持分法を適用しております。
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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

*1 *1　親会社
*2　連結子会社
*3　関連会社（持分法適用会社）

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㈱

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

㈱日本製紙グループ本社

出資

出資 物流業務委託
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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、さらに、自然災害等の

リスクに備え、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当期の経営指標は、売上高営業利益率を2.4％、売上高経常利益率を2.8％にそれぞ

れ設定しております。この目標に対し当中間連結会計期間の実績は、売上高営業利益率が3.6％、売上高経常利益率が

4.0％となっております。

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、経営環境が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」を策定しております。

「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スタートとして、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」を策

定しております。この「第７次中期経営計画」に掲げております基本方針は次のとおりであります。

「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。

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られるものの、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、景気や個人消費の大幅な改善は見込めない状況が予想されます。

　清涼飲料業界におきましても、需要の大幅な拡大が期待できないなか、今後も成熟した市場のシェア獲得をめざし

た企業間の激しい競争は継続し、価格低下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。
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　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、「Ｓｈａｒｅ　ｕｐ！（シェア　アッ

プ！）」のスローガンのもと「第７次中期経営計画」の基本方針であります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の強化を軸にそれぞれの施策を実行して

まいります。

　また、営業面では、エリア管理の一層の強化を図るため営業組織の改編等により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９月30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）親会社等のうち、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、同社の子会社の日本紙通商㈱の監査

役が１名、それぞれ当中間連結会計期間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４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・システム）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、当中間連結会計期間末の貸付金残高は140億円（短期15億円、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。

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） 後藤　達夫
日本紙通商㈱

常勤監査役

監査体制充実のため当社か

ら要請

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

(4）親会社等との取引に関する事項

　当社は日本製紙㈱が運用しておりますグループ金融一元化（キャッシュ・マネジメント・システム）に対して、

余剰資金の運用として貸付けを行っております。

　なお、当中間連結会計期間末の貸付金残高は140億円（短期15億円、長期125億円）であります。

　また、当中間連結会計期間における当該貸付金に係る受取利息は33百万円であります。
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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、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四国４県において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）当中間連結会計期間の概況

　当中間連結会計期間におけるわが国経済は、原油価格や原材料価格の高騰等による懸念材料はあるものの、企業

収益の改善を背景とした設備投資の増加や雇用、所得環境の改善により個人消費が持ち直す等回復基調で推移いた

しました。四国地域の経済は、緩やかに改善していると見られるものの、大型小売店の販売額が低調に推移する等

厳しい状況が続いております。

　清涼飲料業界におきましては、天候不順の影響等により販売数量が前年実績を下回ったと推計されるのに加え、

激しい企業間のシェア競争を背景に販売価格の低下や拡販プロモーション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、当社グループは新たに「第７次中期経営計画」を策定し、「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、経営効率の改善、人材の育成等の基本

方針に基づいたそれぞれの施策に取り組んでまいりました。

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

性化に努め、コカ・コーラ誕生120周年を迎えたコカ・コーラの新キャンペーン「Ｃｏｋｅ，Ｐｌｅａｓｅ！」や

「ジョージアＧ１チャレンジ」プロモーションを実施いたしました。また、「ジョージア」、「爽健美茶」をリ

ニューアルするとともに「アクエリアス　フリースタイル」を新発売し、ブランドの強化、販売量の拡大に努めま

した。さらに、ウーロン茶ベースの新しい健康無糖茶「からだ巡茶（からだめぐりちゃ）」を新発売する等、新た

な需要の拡大を図りました。

　また、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

進する等自動販売機の設置台数拡大を図りました。

　さらに、平成18年４月より営業組織の改編を行いエリア管理の強化を図るとともに、平成18年９月には、愛媛県

中予地域において営業拠点の再編を行い販売体制の強化および物流の効率化を図りました。

　生産・需給面では、コカ・コーラナショナルビバレッジ㈱を中心とするコカ・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に引き続き取り組みました。また、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、当社全額出資の「四

国コカ・コーラプロダクツ株式会社」として、平成18年４月より営業を開始いたしました。

　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ＩＳＯ１

４００１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。

　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。

　ＣＳＲ活動の一環として当社グループは、不審者による声掛けなどで危険を感じた子どもたちを一時的に保護し、

警察等に通報する「こどもＳＯＳ」活動を展開するほか、四国の住民が身近な道路を清掃して歩く「８８クリーン

ウォーク四国」に参加する等地域に密着した取組みを行いました。

　これらの結果、当中間連結会計期間の業績につきましては、売上高は販売数量の減少や販売価格の低下等により

298億51百万円（前年同期比△6.2％）となり、経常利益は販売費及び一般管理費が減少したものの売上高の減少に

ともなう売上総利益の減少等により12億８百万円（前年同期比△33.9％）となりました。また、中間純利益は６億

28百万円（前年同期比△22.8％）となりました。

　事業の種類別売上状況は、飲料関連事業が289億62百万円（前年同期比△6.2％）、その他の事業が８億88百万円

（前年同期比△6.2％）であります。

(2）通期の見通し

　今後の見通しにつきましては、「２．経営方針　５．会社の対処すべき課題」に記載のとおりであります。

　通期の連結業績の見通しといたしましては、売上高555億円（前期比△2.4％）、営業利益13億50百万円（前期比

△29.7％）、経常利益15億50百万円（前期比△24.7％）、当期純利益７億50百万円（前期比△7.6％）を見込んでお

ります。
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２．財政状態

　当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、営業活動によるキャッシュ・フロー

により15億93百万円の増加、投資活動によるキャッシュ・フローにより６億91百万円の減少、財務活動によるキャッ

シュ・フローにより２億66百万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６億36百万円増加し、当中間連結会計期間末には、65億74百万円（前

年同期比＋3.5％）となりました。

　当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの増減要因は、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、15億93百万円（前年同期比△5.0％）となりました。これは、税金等調整前中間純利

益が11億59百万円（前年同期比△19.9％）であり、かつ、減価償却費が15億15百万円（前年同期比△1.1％）であった

ものの、売上債権が７億61百万円（前年同期比＋58.7％）増加し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、６億91百万円（前年同期比△85.3％）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26億78百万円（前年同期比△15.1％）であったこと、また、貸付金の回収による収入が21億

29百万円（前中間連結会計期間は16百万円）であっ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２億62百万円（前年同期比△8.4％）等により２億66百万円（前年同

期比△8.1％）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。

(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。

(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。
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(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、ＩＳＯ９００１およびコカ・コーラ品質システ

ム（ＴＣＣＱＳ）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法

規を遵守し、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法規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．中間連結財務諸表等
(1) 中間連結貸借対照表

  
前中間連結会計期間末
（平成17年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（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   6,546   6,781   6,135  

２　受取手形及び売掛金   2,577   2,751   1,987  

３　たな卸資産   1,685   1,596   1,521  

４　繰延税金資産   447   411   340  

５　未収入金   874   589   585  

６　その他   2,622   2,271   4,276  

貸倒引当金   △3   △3   △3  

流動資産合計   14,750 30.5  14,399 29.8  14,843 30.8

Ⅱ　固定資産           

１　有形固定資産           

(1）建物及び構築物  8,934   9,249   8,842   

減価償却累計額  5,417 3,517  5,596 3,652  5,478 3,364  

(2）機械装置及び運搬具  12,113   12,292   12,247   

減価償却累計額  10,488 1,624  10,671 1,621  10,542 1,704  

(3）販売機器  25,156   25,318   24,739   

減価償却累計額  19,714 5,441  19,927 5,390  19,777 4,962  

(4）土地   7,251   7,200   7,200  

(5）建設仮勘定   92   122   229  

(6）その他  2,248   2,218   2,197   

減価償却累計額  1,725 523  1,668 549  1,593 603  

有形固定資産合計   18,450 38.1  18,536 38.4  18,065 37.5

２　無形固定資産   488 1.0  480 1.0  502 1.0

３　投資その他の資産           

(1）投資有価証券   1,439   1,828   1,587  

(2）長期貸付金   12,613   12,500   12,613  

(3）繰延税金資産   185   84   119  

(4）その他   533   482   534  

貸倒引当金   △42   △28   △43  

投資その他の資産合計   14,730 30.4  14,865 30.8  14,810 30.7

固定資産合計   33,669 69.5  33,883 70.2  33,378 69.2

資産合計   48,419 100.0  48,282 100.0  48,222 100.0
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前中間連結会計期間末
（平成17年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（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　支払手形及び買掛金   351   339   316  

２　未払金   743   674   1,591  

３　未払費用   1,835   1,772   1,638  

４　未払法人税等   645   517   131  

５　役員賞与引当金   －   32   －  

６　その他   417   381   294  

流動負債合計   3,992 8.2  3,718 7.7  3,972 8.3

Ⅱ　固定負債           

１　退職給付引当金   196   48   194  

２　役員退職慰労引当金   139   151   157  

３　その他   129   139   137  

固定負債合計   465 1.0  339 0.7  489 1.0

負債合計   4,457 9.2  4,057 8.4  4,462 9.3

           

（少数株主持分）           

少数株主持分   72 0.2  － －  58 0.1

           

（資本の部）           

Ⅰ　資本金   5,576 11.5  － －  5,576 11.6

Ⅱ　資本剰余金   4,973 10.3  － －  4,973 10.3

Ⅲ　利益剰余金   33,220 68.6  － －  32,956 68.3

Ⅳ　その他有価証券評価差額金   121 0.2  － －  198 0.4

Ⅴ　自己株式   △2 △0.0  － －  △2 △0.0

資本合計   43,889 90.6  － －  43,701 90.6

負債、少数株主持分及び資
本合計

  48,419 100.0  － －  48,222 100.0

           

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本        

１　資本金  － － 5,576 11.5  － －

２　資本剰余金  － － 4,973 10.3 － －

３　利益剰余金  － － 33,477 69.4 － －

４　自己株式  － － △7 △0.0 － －

株主資本合計  － － 44,019 91.2 － －

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 － －

Ⅲ　少数株主持分 － － 61 0.1 － －

純資産合計 － － 44,225 91.6 － －

負債純資産合計 － － 48,282 100.0 － －
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(2) 中間連結損益計算書

  
前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（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   31,809 100.0  29,851 100.0  56,891 100.0

Ⅱ　売上原価   17,846 56.1  16,597 55.6  31,812 55.9

売上総利益   13,962 43.9  13,254 44.4  25,079 44.1

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１          

１　販売費  10,683   10,633   20,138   

２　一般管理費  1,513 12,196 38.3 1,542 12,175 40.8 3,019 23,158 40.7

営業利益   1,765 5.6  1,078 3.6  1,921 3.4

Ⅳ　営業外収益           

１　受取利息  32   34   65   

２　受取配当金  8   4   16   

３　販売奨励金  4   2   7   

４　土地建物賃貸料  12   16   31   

５　販売機器設置奨励金  18   6   23   

６　受贈益  18   11   20   

７　持分法による投資利益  －   27   －   

８　その他  19 113 0.3 50 155 0.5 54 219 0.4

Ⅴ　営業外費用           

１　支払利息  0   0   0   

２　たな卸資産廃棄損  24   10   31   

３　たな卸資産減耗損  5   0   10   

４　自動販売機売上金不足金  7   7   13   

５　休止設備減価償却費  5   －   10   

６　その他  7 50 0.2 5 25 0.1 14 81 0.2

経常利益   1,828 5.7  1,208 4.0  2,059 3.6

Ⅵ　特別利益           

１　固定資産売却益 ※２ 56   －   158   

２　投資有価証券売却益  －   22   －   

３　補助金収入  365   －   365   

４　その他  4 425 1.4 5 27 0.1 4 528 0.9

Ⅶ　特別損失           

１　固定資産除却損 ※３ 97   57   202   

２　災害損失  0   －   0   

３　転籍一時金  －   2   158   

４　固定資産圧縮損  365   －   365   

５　減損損失 ※４ 244   －   244   

６　その他  98 806 2.5 16 77 0.2 145 1,116 1.9

税金等調整前中間（当
期）純利益

  1,448 4.6  1,159 3.9  1,470 2.6

法人税、住民税及び事業
税

 642   522   559   

法人税等調整額  △23 619 1.9 0 523 1.8 97 657 1.2

少数株主利益   15 0.1  7 0.0  1 0.0

中間(当期)純利益   813 2.6  628 2.1  812 1.4
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(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

中間連結剰余金計算書

  
前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

前連結会計年度の
連結剰余金計算書

（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） 金額（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　資本剰余金中間期末（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   32,772  32,772

Ⅱ　利益剰余金増加高      

１　中間（当期）純利益  813 813 812 812

Ⅲ　利益剰余金減少高      

１　配当金  286  549  

２　役員賞与  78 365 78 628

Ⅳ　利益剰余金中間期末（期末）残高   33,220  32,956

      

－ 13 －



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

平成18年３月31日　残高　　　

（百万円）
5,576 4,973 32,956 △2 43,502

中間連結会計期間中の変動額      

剰余金の配当（注） － － △262 － △262

役員賞与の支給（注） － － △60 － △60

中間純利益 － － 628 － 628

持分法適用会社の増加 － － 215 － 215

自己株式の取得 － － － △0 △0

持分法適用会社の増加に伴う自己株式の増

加
－ － － △3 △3

株主資本以外の項目の中間連結会計期間中

の変動額（純額）
－ － － － －

中間連結会計期間中の変動額合計

（百万円）
－ － 520 △4 516

平成18年９月30日　残高　 　　　

（百万円）
5,576 4,973 33,477 △7 44,019

評価・換算差額等

少数株主持分 純資産合計その他

有価証券

評価差額金

平成18年３月31日　残高　　　　　　

（百万円）
198 58 43,759

中間連結会計期間中の変動額    

剰余金の配当（注） － － △262

役員賞与の支給（注） － － △60

中間純利益 － － 628

持分法適用会社の増加 － － 215

自己株式の取得 － － △0

持分法適用会社の増加に伴う自己株式の増

加
－ － △3

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）
△54 3 △51

中間連結会計期間中の変動額合計

（百万円）
△54 3 465

平成18年９月30日　残高

（百万円）
143 61 44,225

（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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(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４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度の要約連結
キャッシュ・フロー計算書
（自　平成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） 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

 1,448 1,159 1,470

減価償却費  1,532 1,515 3,189

減損損失  244 － 244

役員賞与引当金の増加額  － 32 －

退職給付引当金の減少額  △4 △146 △5

役員退職慰労引当金の減少額  △52 △5 △34

貸倒引当金の減少額  △3 △14 △1

受取利息及び受取配当金  △41 △39 △81

支払利息  0 0 0

持分法による投資利益  － △27 －

有形固定資産売却益  △56 － △158

固定資産除却損  97 57 202

補助金収入  △365 － △365

固定資産圧縮損  365 － 365

投資有価証券売却益  － △22 －

災害損失  0 － 0

転籍一時金  － 2 158

売上債権の増(△)減額  △479 △761 106

たな卸資産の増(△)減額  △141 △74 22

仕入債務の増減(△)額  12 22 △22

未払金の減少額  △167 △60 △128

未収消費税等の増（△）減額  △39 146 △146

未払消費税等の増減（△）額  △99 66 △116

その他の資産の増（△）減額  158 △368 520

その他の負債の増減（△）額  99 160 △203

役員賞与の支払額  △54 △38 △80

その他  25 1 49

小計  2,481 1,605 4,987

利息及び配当金の受取額  40 41 79

災害損失関連支払額  △1 － △8

転籍一時金支払額  － △160 △0

還付法人税等の受取額  － 277 －

法人税等の支払額  △844 △170 △1,515

その他  0 － 19

営業活動によるキャッシュ・フ
ロー

 1,676 1,593 3,561
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前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度の要約連結
キャッシュ・フロー計算書
（自　平成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） 金額（百万円）

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フ
ロー

    

定期預金の預入による支出  △136 △146 △197

定期預金の払戻による収入  136 136 197

有形固定資産の取得による支
出

 △3,154 △2,678 △3,861

有形固定資産の売却による収
入

 109 3 306

無形固定資産の取得による支
出

 △27 △71 △160

投資有価証券の取得による支
出

 △3 △103 △6

補助金の受入による収入  337 － 365

貸付けによる支出  △2,000 － △3,500

貸付金の回収による収入  16 2,129 16

その他  14 38 98

投資活動によるキャッシュ・フ
ロー

 △4,708 △691 △6,741

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 △0 △1

配当金の支払額  △287 △262 △549

少数株主への配当金の支払額  △2 △3 △2

財務活動によるキャッシュ・フ
ロー

 △289 △266 △552

Ⅳ　現金及び現金同等物の増加額
(△減少額）

 △3,321 636 △3,732

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高  9,670 5,938 9,670

Ⅵ　現金及び現金同等物の中間期末
（期末）残高

 6,349 6,574 5,938
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（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㈱

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）持分法を適用した関連会社

０社

(1）持分法を適用した関連会社

１社

㈱リソーシズ

　㈱リソーシズは、重要性が増し

たため、当中間連結会計期間より

持分法を適用しております。

(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㈱リソーシズの中間純

損益および利益剰余金（持分に見

合う額）等の中間連結財務諸表に

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

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。

３．連結子会社の中間決算日

（決算日）等に関する事項

　連結子会社の中間期の末日は、中

間連結決算日と同一であります。

同左 　連結子会社の事業年度は親会社と

同一であります。

４．会計処理基準に関する事

項

(1）重要な資産の評価基準及び評価

方法

イ．有価証券

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

(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

中間連結決算日の市場価格

等に基づく時価法

（評価差額は全部資本直入

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

中間連結決算日の市場価格

等に基づく時価法

（評価差額は全部純資産直

入法により処理し、売却原

価は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

 ロ．たな卸資産

移動平均法による原価法

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

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

(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

－ 17 －



項目
前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

 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

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

(3）重要な引当金の計上基準

イ．貸倒引当金

同左

 ───── ロ．役員賞与引当金

 　 役員賞与の支出に備えて、当

連結会計年度における支給見込

額の当中間連結会計期間負担額

を計上しております。

（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、それぞれ32百万円減少し

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、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。

ハ．退職給付引当金

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。

 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、内規に基づく当中間連

結会計期間末の必要見込み相当

額を計上しております。

ニ．役員退職慰労引当金

同左

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。

 (4）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

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）その他中間連結財務諸表作成の

ための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

同左

(4）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

消費税等の会計処理

同左
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

５．中間連結キャッシュ・フ

ロー計算書（連結キャッ

シュ・フロー計算書）にお

ける資金の範囲

　手許現金、随時引き出し可能な預

金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 同左
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（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）  ───── （固定資産の減損に係る会計基準）

　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（「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中間純

利益は244百万円減少しております。

　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。

　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。

 ───── （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。

　これまでの資本の部の合計に相当

する金額は44,163百万円であります。

　なお、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、中間連結財務諸表規則

の改正にともない、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。
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表示方法の変更

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

 （中間連結損益計算書関係）

１．前中間連結会計期間において、営業外費用に独立掲記

しておりました「製商品等廃棄損」および営業外費用の

「その他」に含めて表示しておりました「その他たな卸

資産廃棄損」は、当中間連結会計期間において「たな卸

資産廃棄損」として表示しております。

　なお、当中間連結会計期間における「製商品等廃棄

損」は15百万円および前中間連結会計期間における「そ

の他たな卸資産廃棄損」は１百万円であります。　

２．前中間連結会計期間において、営業外費用に独立掲記

しておりました「製商品たな卸損」および営業外費用の

「その他」に含めて表示しておりました「その他たな卸

資産減耗損」は、当中間連結会計期間において「たな卸

資産減耗損」として表示しております。

　なお、当中間連結会計期間における「製商品たな卸

損」は５百万円および前中間連結会計期間における「そ

の他たな卸資産減耗損」は０百万円であります。

３．前中間連結会計期間において、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、営業外費用の総額の100分の10を超え

たため独立掲記しております。

　なお、前中間連結会計期間における「休止設備減価償

却費」は０百万円であります。

─────

 （中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

１．前中間連結会計期間において、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、当中間連結会計期間において、金額的重要

性が乏しくなったため「その他」に含めて表示しており

ます。

　なお、当中間連結会計期間の「その他」に含まれてい

る「ゴルフ会員権評価損」は４百万円であります。

２．前中間連結会計期間において、投資活動によるキャッ

シュ・フローの「その他」に含めて表示しておりました

「有形固定資産の売却による収入」は、当中間連結会計

期間において、金額的重要性が増したため独立掲記して

おります。

　なお、前中間連結会計期間の「その他」に含まれてい

る「有形固定資産の売却による収入」は26百万円であり

ます。

─────
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注記事項

（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４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（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。

※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 2,987百万円

退職給付費用 117

役員退職慰労引

当金繰入額
16

減価償却費 1,214

販売手数料 2,467

広告宣伝費 2,287

貸倒引当金繰入

額
0

給料手当  3,003百万円

役員賞与引当金

繰入額
32

退職給付費用 △6

役員退職慰労引

当金繰入額
16

減価償却費 1,208

販売手数料 2,462

広告宣伝費 2,391

貸倒引当金繰入

額
0

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。

土地  56百万円

計 56

機械装置及び運

搬具
 0百万円

土地 158

計 158
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前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

※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。

※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 2百万円

機械装置及び運

搬具
1

販売機器 66

建設仮勘定 24

その他 3

計 97

建物及び構築物  4百万円

機械装置及び運

搬具
2

販売機器 49

建設仮勘定 0

その他 1

計 57

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。

 ───── ※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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（中間連結株主資本等変動計算書関係）

当中間連結会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前連結会計年度末　

株式数（千株）

当中間連結会計期間

増加株式数（千株）

当中間連結会計期間

減少株式数（千株）

当中間連結会計期間

末株式数（千株）

 発行済株式     

 　　普通株式 23,907 － － 23,907

合計 23,907 － － 23,907

 自己株式     

 　　普通株式（注） 2 4 － 6

合計 2 4 － 6

 （注）普通株式の自己株式数の増加４千株は、単元未満株式の買取りによる増加０千株および当中間連結会計期間より持

分法を適用した㈱リソーシズの保有する自己株式（当社株式）の当社帰属分３千株であります。

２．配当に関する事項

(1）配当金支払額

（決議）

株式の種類
配当金の総額

（百万円）

１株当たり

配当額

（円）

基準日 効力発生日

平成18年６月28日

定時株主総会
普通株式 262 11  平成18年３月31日  平成18年６月28日

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

（決議）

株式の種類
配当金の総額

（百万円）
配当の原資 

１株当たり

配当額

（円）

基準日 効力発生日

平成18年11月７日

取締役会
普通株式 262 利益剰余金 11  平成18年９月30日  平成18年12月５日
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（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（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９月30日現在） （平成18年９月30日現在） （平成18年３月31日現在）

（百万円） （百万円） （百万円）

現金及び預金勘定 6,546

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 6,349

現金及び預金勘定 6,781

預入期間が３ヶ月を超

える定期預金
△207

現金及び現金同等物 6,574

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）

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（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

　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、

中間連結財務諸表規則第15条および財

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 　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。
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（有価証券関係）

前中間連結会計期間末（平成17年９月30日）

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの

 
中間連結貸借対照表計上
額（百万円）

時価（百万円） 差額（百万円）

(1）国債・地方債等 － － －

(2）社債 100 99 △0

(3）その他 － － －

合計 100 99 △0

２．その他有価証券で時価のあるもの

 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 846 1,050 204

(2）債券    

国債・地方債等 － － －

社債 － － －

その他 － － －

(3）その他 － － －

合計 846 1,050 204

３．時価評価されていない主な有価証券の内容及び中間連結貸借対照表計上額

 中間連結貸借対照表計上額（百万円）

その他有価証券  

非上場株式 380
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当中間連結会計期間末（平成18年９月30日）

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの

　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

 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 852 1,091 239

(2）債券    

国債・地方債等 － － －

社債 － － －

その他 － － －

(3）その他 100 102 2

合計 952 1,194 241

３．時価評価されていない主な有価証券の内容及び中間連結貸借対照表計上額

 中間連結貸借対照表計上額（百万円）

その他有価証券  

非上場株式 372

前連結会計年度末（平成18年３月31日）

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの

　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

 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 849 1,182 332

(2）債券    

国債・地方債等 － － －

社債 － － －

その他 － － －

(3）その他 － － －

合計 849 1,182 332

３．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

 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
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（デリバティブ取引関係）

　前中間連結会計期間（自　平成17年４月１日　至　平成17年９月30日）、当中間連結会計期間（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。

（セグメント情報）

１．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４月１日　至　平成17年９月30日）、当中間連結会計期間（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

売上高の合計および営業利益の合計額に占める「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

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

　前中間連結会計期間（自　平成17年４月１日　至　平成17年９月30日）、当中間連結会計期間（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。

（１株当たり情報）

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（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 1,835.93円

１株当たり中間純利益

金額
34.02円

１株当たり純資産額  1,847.73円

１株当たり中間純利益

金額
26.28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。

 
前中間連結会計期間

(自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日)

前連結会計年度
(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） 813 628 812

普通株主に帰属しない金額（百万円） － － 60

（うち利益処分による役員賞与金（百

万円））
(－) (－)  (60)

普通株式に係る中間（当期）純利益

（百万円）
813 628 751

普通株式の期中平均株式数（千株） 23,906 23,901 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

　生産実績を事業の種類別セグメントに示すと、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

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（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） 金額（百万円）

飲料関連事業 711 689 1,397

合計 711 689 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．生産実績の金額は、受託加工原価によっております。

２．商品仕入実績

　商品仕入実績を事業の種類別セグメントに示すと、次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（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） 金額（百万円）

飲料関連事業 17,308 16,104 29,888

その他の事業 608 569 1,137

合計 17,917 16,674 31,025

　（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

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

　販売実績を事業の種類別セグメントに示すと、次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（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） 金額（百万円）

飲料関連事業 30,861 28,962 55,109

その他の事業 947 888 1,782

合計 31,809 29,851 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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