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１．18年12月期の業績（平成18年１月１日～平成18年12月31日）

(1) 経営成績 （金額は百万円未満切捨て表示）

売 上 高 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年12月期 215,966 2.8 10,477 3.1 9,811 2.5

17年12月期 210,135 3.0 10,162 24.9 9,567 29.7

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

自己資本
当期純利益率

総資産
経常利益率

売上高
経常利益率

百万円 ％ 円 銭 円 銭 ％ ％ ％

18年12月期 4,439 △18.5 84 43 － － 14.5 8.5 4.5

17年12月期 5,447 53.2 102 96 － － 20.6 9.0 4.6

（注）①期中平均株式数 18年12月期 52,582,136 株 17年12月期 52,583,218 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、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率

(2) 財政状態  

総 資 産 純 資 産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

18年12月期 118,243 32,418 27.4 616 54

17年12月期 111,953 28,819 25.7 547 45

（注）①期末発行済株式数 18年12月期 52,581,734 株 17年12月期 52,582,780 株

②期末自己株式数 18年12月期 3,266 株 17年12月期 2,220 株

２．19年12月期の業績予想（平成19年１月１日～平成19年12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 109,700 3,650 2,000
通    期 224,600 9,900 5,300

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期） 100円80銭

営業利益（通期） 10,500百万円 （中間） 3,900百万円

３．配当状況

・現金配当 １株当たり配当金（円） 配当金総額

（百万円）

配当性向

（％）

純資産配当率

（％）中間期末 期末 年間

17年12月期 4.50 7.50 12.00 630 11.7 2.4

18年12月期 6.00 6.00 12.00 630 14.2 2.1

19年12月期（予想） 6.00 6.00 12.00

　上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る本資料発

表日現在における仮定を前提としています。実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があ

ります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっては、６ページを参照してください。
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６．個別財務諸表等
(1) 貸借対照表

  
当事業年度

（平成18年12月31日）
前事業年度

（平成17年12月31日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

（資産の部）         

Ⅰ　流動資産         

１．現金及び預金   576   1,252  △675

２．受取手形 ※５  183   155  28

３．売掛金 ※４  36,986   33,652  3,333

４．商品   32   35  △2

５．製品   6,171   4,597  1,574

６．原材料   1,663   1,718  △54

７．貯蔵品   577   463  113

８．短期貸付金 ※６  8,199   5,999  2,199

９．前払費用   1,528   1,344  183

10．未収入金   7,590   6,852  738

11．繰延税金資産   1,800   1,632  167

12．その他   104   323  △218

貸倒引当金   △154   △111  △42

流動資産合計   65,261 55.2  57,916 51.7 7,345

Ⅱ　固定資産         

１．有形固定資産         

(1) 建物 ※１ 17,315   16,899    

減価償却累計額  8,580 8,734  7,894 9,005  △270

(2) 構築物  2,823   2,682    

減価償却累計額  1,497 1,325  1,365 1,316  8

(3) 機械及び装置  30,638   29,961    

減価償却累計額  21,376 9,261  19,401 10,559  △1,297

(4) 車輌運搬具  12   13    

減価償却累計額  12 0  12 0  △0

(5) 工具器具備品  2,133   2,093    

減価償却累計額  1,721 412  1,629 463  △51

(6) 土地 ※１  21,336   21,336  －

(7) 建設仮勘定   26   26  △0

有形固定資産合計   41,097 34.8  42,708 38.2 △1,610
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当事業年度

（平成18年12月31日）
前事業年度

（平成17年12月31日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

２．無形固定資産         

(1) 商標権   －   133  △133

(2) ソフトウェア   2,827   2,925  △98

(3) 施設利用権   61   64  △2

無形固定資産合計   2,889 2.4  3,123 2.8 △233

３．投資その他の資産         

(1) 投資有価証券   1,156   1,290  △134

(2) 関係会社株式   827   827  －

(3) 従業員長期貸付金   0   0  △0

(4) 破産債権・更生債権そ
の他これらに準ずる債
権

  87   66  20

(5) 長期前払費用   1,235   1,227  8

(6) 敷金・保証金   －   1,324  △1,324

(7) 繰延税金資産   4,290   3,169  1,120

(8) その他   1,487   367  1,120

貸倒引当金   △90   △68  △22

投資その他の資産合計   8,994 7.6  8,205 7.3 789

固定資産合計   52,981 44.8  54,037 48.3 △1,055

資産合計   118,243 100.0  111,953 100.0 6,290

         

（負債の部）         

Ⅰ　流動負債         

１．支払手形 ※５  405   420  △14

２．買掛金   23,513   21,885  1,628

３．短期借入金   －   500  △500

４．１年以内返済予定長期借
入金

※１  6,491   791  5,700

５．未払金 ※４  25,249   24,874  375

６．未払法人税等   2,619   3,314  △695

７．未払消費税等   405   203  201

８．未払費用   5,936   3,863  2,072

９．預り金 ※４  1,275   2,267  △991

10．賞与引当金   561   544  16

11．役員賞与引当金   33   －  33

12．設備関係支払手形 ※５  128   367  △239

13．その他   86   117  △31

流動負債合計   66,705 56.4  59,150 52.9 7,555
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当事業年度

（平成18年12月31日）
前事業年度

（平成17年12月31日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

Ⅱ　固定負債         

１．長期借入金 ※１  8,754   14,245  △5,491

２．退職給付引当金   9,003   8,463  539

３．役員退職慰労引当金   76   63  12

４．長期預り保証金   1,285   1,210  74

５．その他   －   0  △0

固定負債合計   19,118 16.2  23,983 21.4 △4,864

負債合計   85,824 72.6  83,133 74.3 2,690

         

（純資産の部）         

Ⅰ　株主資本         

１．資本金   11,081 9.4  － － 11,081

２．資本剰余金         

(1) 資本準備金  9,307   －    

資本剰余金合計   9,307 7.9  － － 9,307

３．利益剰余金         

(1) その他利益剰余金         

固定資産圧縮積立金  188   －    

別途積立金  6,000   －    

繰越利益剰余金  5,782   －    

利益剰余金合計   11,970 10.1  － － 11,970

４．自己株式   △4 △0.0  － － △4

株主資本合計   32,355 27.4  － － 32,355

Ⅱ　評価・換算差額等         

１．その他有価証券評価差額
金

  62 0.0  － － 62

評価・換算差額等合計   62 0.0  － － 62

純資産合計   32,418 27.4  － － 32,418

負債・純資産合計   118,243 100.0  － － 118,243
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当事業年度

（平成18年12月31日）
前事業年度

（平成17年12月31日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

（資本の部）         

Ⅰ　資本金 ※２  － －  11,081 9.9 △11,081

Ⅱ　資本剰余金         

１．資本準備金  －   9,307    

資本剰余金合計   － －  9,307 8.3 △9,307

Ⅲ　利益剰余金         

１．任意積立金         

(1) 固定資産圧縮積立金  －   214    

(2) 別途積立金  － －  1,000 1,214  △1,214

２．当期未処分利益   －   7,059  △7,059

利益剰余金合計   － －  8,274 7.4 △8,274

Ⅳ　その他有価証券評価差額金   － －  158 0.1 △158

Ⅴ　自己株式 ※３  － －  △2 △0.0 2

資本合計   － －  28,819 25.7 △28,819

負債・資本合計   － －  111,953 100.0 △111,953
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(2) 損益計算書

  
当事業年度

（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

前事業年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

増減
(百万円)

Ⅰ　売上高         

１．製品売上高  213,737   207,886    

２．商品売上高  2,228 215,966 100.0 2,248 210,135 100.0 5,831

Ⅱ　売上原価         

１．製品売上原価         

(1) 期首製品たな卸高  4,597   6,073    

(2) 当期製品製造原価  95,824   92,702    

(3) 当期製品仕入高  88   411    

合計  100,509   99,187    

(4) 他勘定振替高 ※１ 865   2,074    

(5) 期末製品たな卸高  6,171 93,472  4,597 92,515  956

２．商品売上原価         

(1) 期首商品たな卸高  35   118    

(2) 当期商品仕入高  1,955   1,975    

合計  1,990   2,093    

(3) 他勘定振替高 ※１ 0   87    

(4) 期末商品たな卸高  32 1,957  35 1,970  △12

売上原価合計   95,429 44.2  94,485 45.0 943

売上総利益   120,536 55.8  115,649 55.0 4,887

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※2、4  110,059 50.9  105,486 50.2 4,572

営業利益   10,477 4.9  10,162 4.8 314

Ⅳ　営業外収益         

１．受取利息  4   2    

２．有価証券利息  －   0    

３．受取配当金  15   12    

４．投資有価証券売却益  2   －    

５．受取賃貸料  65   65    

６．受入技術支援料  19   22    

７．保証金取崩益  0   51    

８．雑収入  42 151 0.0 34 188 0.1 △37
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当事業年度

（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

前事業年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

増減
(百万円)

Ⅴ　営業外費用         

１．支払利息  170   175    

２．たな卸資産廃棄損  519   499    

３．雑支出  127 817 0.4 109 783 0.3 33

経常利益   9,811 4.5  9,567 4.6 243

Ⅵ　特別損失         

１．固定資産売却除却損 ※３ 192   138    

２．生産体制再編費用 ※５ 1,776   －    

３．その他特別損失  8 1,978 0.9 － 138 0.1 1,839

税引前当期純利益   7,832 3.6  9,428 4.5 △1,595

法人税、住民税及び
事業税

 4,616   4,143    

法人税等調整額  △1,223 3,393  △162 3,981 1.9 △588

当期純利益   4,439   5,447 2.6 △1,007

前期繰越利益   －   1,848  △1,848

中間配当額   －   236  △236

当期未処分利益   －   7,059  △7,059

         

製造原価明細書

  
当事業年度

（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

前事業年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

Ⅰ　材料費  68,067 71.0 65,726 70.9 2,341

Ⅱ　労務費  2,318 2.4 2,281 2.5 36

Ⅲ　経費  25,438 26.6 24,694 26.6 743

（うち外注加工費）  (10,992) (11.5) (10,984) (11.8) (8)

当期総製造費用  95,824 100.0 92,702 100.0 3,122

当期製品製造原価  95,824  92,702  3,122

       

（注）当社の原価計算は製品別実際総合原価計算を採用しております。
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(3) 株主資本等変動計算書及び利益処分計算書

株主資本等変動計算書

当事業年度（自平成18年１月１日　至平成18年12月31日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合計資本

準備金

資本
剰余金
合計

その他利益剰余金
利益
剰余金
合計

固定資
産圧縮
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）

11,081 9,307 9,307 214 1,000 7,059 8,274 △2 28,661

事業年度中の変動額

圧縮積立金の取崩（注）    △14  14 －  －

圧縮積立金の取崩    △11  11 －  －

別途積立金の積立（注）     5,000 △5,000 －  －

剰余金の配当（注）      △394 △394  △394

剰余金の配当      △315 △315  △315

役員賞与（注）      △33 △33  △33

当期純利益      4,439 4,439  4,439

自己株式の取得        △1 △1

株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額（純額）

         

事業年度中の変動額合計
（百万円）

－ － － △26 5,000 △1,276 3,696 △1 3,694

平成18年12月31日　残高
（百万円）

11,081 9,307 9,307 188 6,000 5,782 11,970 △4 32,355

評価・換算差額等

純資産
合計

その他
有価証
券評価
差額金

評価・換
算差額等
合計

平成17年12月31日　残高
（百万円）

158 158 28,819

事業年度中の変動額

圧縮積立金の取崩（注）   －

圧縮積立金の取崩   －

別途積立金の積立（注）   －

剰余金の配当（注）   △394

剰余金の配当   △315

役員賞与（注）   △33

当期純利益   4,439

自己株式の取得   △1

株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額（純額）

△95 △95 △95

事業年度中の変動額合計
（百万円）

△95 △95 3,599

（注）平成18年３月24日の定時株主総会における利益処分項

目であります。
平成18年12月31日　残高
（百万円）

62 62 32,418
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利益処分計算書

 
前事業年度

（株主総会承認日
平成18年３月24日）

区分 金額（百万円）

Ⅰ　当期未処分利益  7,059

Ⅱ　任意積立金取崩額   

固定資産圧縮積立金取崩額 14 14

合計  7,074

Ⅲ　利益処分額   

１．配当金 394  

２．役員賞与金 33  

（うち監査役賞与金） (2)  

３．任意積立金   

別途積立金 5,000 5,427

Ⅳ　次期繰越利益  1,646
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重要な会計方針

項目
当事業年度

（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31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．有価証券の評価基準及び

評価方法

(1) 子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法を採用して

おります。

(1) 子会社株式及び関連会社株式

同左

(2) その他有価証券

時価のあるもの

　決算日前１ヶ月の市場価格等の平

均に基づく時価法（評価差額は全部

純資産直入法により処理し、売却原

価は移動平均法により算定）を採用

しております。

(2) その他有価証券

時価のあるもの

　決算日前１ヶ月の市場価格等の平

均に基づく時価法（評価差額は全部

資本直入法により処理し、売却原価

は移動平均法により算定）を採用し

ております。

 時価のないもの

　移動平均法による原価法を採用し

ております。

時価のないもの

同左

２．デリバティブの評価基準

及び評価方法

時価法（但し、特例処理の要件を満たし

ている場合には、特例処理によっておりま

す。）

同左

３．たな卸資産の評価基準及

び評価方法

商品、製品、原材料

総平均法による原価法

同左

 貯蔵品

移動平均法による原価法

 

４．固定資産の減価償却の方

法

(1) 有形固定資産

定率法

　但し、平成10年４月１日以降取得した

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。

同左

 （主な耐用年数）

建物　　　　　　　３～39年

機械及び装置　　　２～15年

 

 (2) 無形固定資産

定額法

　但し、自社利用のソフトウェアについ

ては、社内における利用可能期間（５

年）に基づく定額法を採用しております。

 

５．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

 (2) 賞与引当金

　従業員の賞与の支払に備えて、賞与支

給見込額の当期負担額を計上しておりま

す。

(2) 賞与引当金

同左

－ 42 －



項目
当事業年度

（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

前事業年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

 (3) 役員賞与引当金

役員に対して支給する賞与の支払に備

えて、支給見込額に基づき計上しており

ます。

（会計方針の変更）

当事業年度より、「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、経常利益及び税引

前当期純利益は33百万円減少しておりま

す。

(3) 役員賞与引当金

──────

 (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の見込額

に基づき計上しております。

過去勤務債務については、その発生時

の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費用

処理しております。

　数理計算上の差異は、その発生時の従

業員の平均残存勤務期間以内の一定の年

数（10年）による定額法により翌期から

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

 (5) 役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支給に備えるため、

当社所定の内規による期末要支給額を計

上しております。

(5) 役員退職慰労引当金

同左

６．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

７．ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法

特例処理の要件を満たしている金利ス

ワップについて、特例処理を採用してお

ります。

同左

 (2) ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段・・・金利スワップ取引

ヘッジ対象・・・借入金利息

 (3) ヘッジ方針

デリバティブ取引は借入金利等の将来

の金利市場における利率上昇による変動

リスク回避を目的としており、投機的な

取引は行わない方針であります。

 (4) ヘッジ有効性評価の方法

特例処理によっている金利スワップに

ついては、有効性の評価を省略しており

ます。

８．その他財務諸表作成の基

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。

同左
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会計処理方法の変更

当事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31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） ──────

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））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）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） ──────

当事業年度より、「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）及び「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32,418百万円

であります。

なお、財務諸表等規則の改正により、当事業年度にお

ける貸借対照表の純資産の部については、改正後の財務

諸表等規則により作成しております。

表示方法の変更

当事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

前事業年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

（貸借対照表）

前事業年度まで区分掲記しておりました「敷金・保証

金」（当事業年度末残高896百万円）は、資産総額の100分

の１以下となったため、投資その他の資産の「その他」に

含めて表示することにしました。

（貸借対照表）

短期貸付金は、前事業年度まで流動資産の「その他」と

して表示しておりましたが、資産総額の100分の１を超えた

ため区分掲記いたしました。なお、前事業年度の「短期貸

付金」の金額は0百万円であります。

前事業年度まで区分掲記しておりました「ソフトウェア

仮勘定」（当事業年度末残高183百万円）は、資産総額の

100分の１以下となったため、無形固定資産の「ソフトウェ

ア」に含めて表示することにしました。

────── （損益計算書）

前事業年度まで区分掲記しておりました「租税公課」

（当事業年度１百万円）は、営業外費用の総額の100分の

10以下となったため、営業外費用の「雑支出」に含めて表

示することにしました。
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注記事項

（貸借対照表関係）

当事業年度
（平成18年12月31日）

前事業年度
（平成17年12月31日）

※１　担保に供している資産 ※１　担保に供している資産

建物 3,210百万円

土地  9,188

計 12,398

建物 3,406百万円

土地 9,188

計 12,594

　上記資産は、１年以内返済予定長期借入金291百万

円及び長期借入金1,754百万円の担保（担保予約）に

供しております。

　上記資産は、１年以内返済予定長期借入金291百万

円及び長期借入金2,045百万円の担保（担保予約）に

供しております。

　２　　　　　 　　 ────── ※２　授権株式数及び発行済株式総数

授権株式数 普通株式 160,000,000株

発行済株式総数 普通株式 52,585,000株

　３　　　　　 　　 ────── ※３　当社が保有する自己株式の数は、普通株式で2,220

株であります。

※４　関係会社項目

　各科目に含まれている関係会社に対するものは、次

のとおりであります。

※４　関係会社項目

　各科目に含まれている関係会社に対するものは、次

のとおりであります。

売掛金 1,725百万円 売掛金 1,909百万円

未払金 499

預り金 1,409

※５　期末日満期手形の会計処理は、手形交換日をもって

処理しております。

　従って、当事業年度末日は金融機関の休日のため、

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。

※５　期末日満期手形の会計処理は、手形交換日をもって

処理しております。

　従って、当事業年度末日は金融機関の休日のため、

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 1百万円

支払手形  200

設備関係支払手形 7

受取手形 1百万円

支払手形 272

設備関係支払手形 35

※６　このうち現先取引による短期貸付金は8,199百万円

であり、当該現先取引にかかる担保受入有価証券の時

価は8,176百万円であります。

※６　このうち現先取引による短期貸付金は5,999百万円

であり、当該現先取引にかかる担保受入有価証券の時

価は6,003百万円であります。

　７　　　　　 　　 ────── 　７　平成16年３月26日開催の定時株主総会において下記

の欠損てん補を行っております。

資本準備金 3,838百万円

利益準備金 174

　８　配当制限

──────

　８　配当制限

　商法施行規則第124条第３号に規定する資産に時価

を付したことにより増加した純資産額は158百万円で

あります。
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（損益計算書関係）

当事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31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　他勘定振替高の内訳

　他勘定振替高は、主として製品及び商品を見本品等

として内部消費したもの及び廃棄による振替分であり、

次の科目に振り替えております。

※１　他勘定振替高の内訳

　他勘定振替高は、主として製品及び商品を見本品等

として内部消費したもの及び廃棄による振替分であり、

次の科目に振り替えております。

製品 製品

製造原価 62百万円 製造原価 60百万円

販売費及び一般管理費 販売費及び一般管理費

販売促進費  478

その他  303

小計 844

販売促進費 490

その他 688

小計 1,238

営業外費用 営業外費用

たな卸資産廃棄損  20

合計 865

たな卸資産廃棄損 112

関係会社株式（注) 723

合計 2,074

商品 商品

販売費及び一般管理費 販売費及び一般管理費

販売促進費 0百万円 販売促進費 0百万円

営業外費用 営業外費用

たな卸資産廃棄損 0

合計 0

たな卸資産廃棄損 1

関係会社株式（注) 85

合計 87

（注）平成17年１月４日付で設立したアサヒビバレッジ

サービス株式会社に対する分割資産であります。

※２　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。

※２　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。

販売促進費 55,183百万円

運搬費 12,588

販売器具費 11,517

広告宣伝費 11,177

貸倒引当金繰入額 80

従業員給料手当 5,650

従業員賞与 1,909

賞与引当金繰入額 448

退職給付費用 482

役員賞与引当金繰入額 33

役員退職慰労引当金繰入額  29

減価償却費 202

研究開発費 915

販売促進費 50,890百万円

運搬費 12,284

販売器具費 12,104

広告宣伝費 11,123

貸倒引当金繰入額 50

従業員給料手当 5,293

従業員賞与 1,693

賞与引当金繰入額 340

退職給付費用 407

役員退職慰労引当金繰入額 27

減価償却費 343

研究開発費 991

　なお、販売費及び一般管理費のうち、販売費に属す

る費用の割合はおおむね91％であります。

　なお、販売費及び一般管理費のうち、販売費に属す

る費用の割合はおおむね91％であります。
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当事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

前事業年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

※３　固定資産売却除却損の内訳は次のとおりです。 ※３　固定資産売却除却損の内訳は次のとおりです。

固定資産除却損 固定資産除却損

建物 67百万円

構築物 2

機械及び装置 113

工具器具備品 7

その他 0

計 192

建物 31百万円

構築物 3

機械及び装置 91

工具器具備品 5

ソフトウェア 7

計 138

※４　研究開発費の総額 ※４　研究開発費の総額

一般管理費に含まれる研究開発費 915百万円 一般管理費に含まれる研究開発費 991百万円

※５　当社及びアサヒビールグループの最適生産物流体制

の構築に伴い、当社柏工場現機能の一部をアサヒビー

ル㈱茨城工場に移管することにより、現計画段階で来

期以降発生すると見込まれる機械装置等の除却簿価及

び除却費用を特別損失に計上しております。

※５　　　　　 　　 ──────

（株主資本等変動計算書関係）

当事業年度（自平成18年１月１日　至平成18年12月31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
（株）

当事業年度増加株式数
（株）

当事業年度減少株式数
（株）

当事業年度末株式数
（株）

普通株式 （注） 2,220 1,046 － 3,266

合計 2,220 1,046 － 3,266

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加1,046株は、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）

当事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31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

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）

期末残高
相当額
（百万円）

機械及び装置 1,966 1,881 85

車輌運搬具 436 253 182

工具器具備品 31,540 15,739 15,801

合計 33,943 17,873 16,070

 
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）

機械及び装置 2,444 2,267 176

車輌運搬具 483 201 281

工具器具備品 31,389 15,315 16,073

合計 34,316 17,784 16,532

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

②　未経過リース料期末残高相当額

１年内 6,541百万円

１年超 10,361

合計 16,902

１年内 6,406百万円

１年超 11,047

合計 17,453

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、支払利息相当額及び減損損失

③　支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額

支払リース料 7,952百万円

減価償却費相当額 7,058

支払利息相当額 804

支払リース料 8,702百万円

減価償却費相当額 7,798

支払利息相当額 792

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

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との

差額を利息相当額とし、各期への配分方法について

は、利息法によっております。

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

１年内 98百万円

１年超 162

合計 261

（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。

１年内 92百万円

１年超 129

合計 222

－ 48 －



（有価証券関係）

当事業年度（平成18年12月31日現在）

　子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。

前事業年度（平成17年12月31日現在）

　子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。

（税効果会計関係）

当事業年度
（平成18年12月31日）

前事業年度
（平成17年12月31日）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

(単位：百万円)

繰延税金資産  

退職給付引当金損金算入限度超過額 3,663

賞与引当金損金算入限度超過額 228

未払事業税 207

たな卸資産評価損否認額 47

未払費用自己否認額 1,919

その他 209

繰延税金資産　小計 6,276

評価性引当額 △14

繰延税金資産　計 6,262

繰延税金負債  

その他有価証券評価差額金 △43

固定資産圧縮積立金 △128

繰延税金負債　計 △171

繰延税金資産の純額 6,090

(単位：百万円)

繰延税金資産  

退職給付引当金損金算入限度超過額 3,333

役員退職慰労引当金損金算入限度超過額 25

賞与引当金損金算入限度超過額 221

未払事業税 261

貸倒引当金損金算入限度超過額 55

たな卸資産評価損否認額 77

減価償却費損金算入限度超過額 29

未払費用自己否認額 1,003

その他 52

繰延税金資産　小計 5,060

評価性引当額 △12

繰延税金資産　計 5,047

繰延税金負債  

その他有価証券評価差額金 △108

固定資産圧縮積立金 △136

繰延税金負債　計 △245

繰延税金資産の純額 4,801

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

との差異の原因となった主な項目別の内訳

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

との差異の原因となった主な項目別の内訳

 （％）

法定実効税率 40.7

（調整）  

交際費等永久に損金に算入されない項目 2.0

住民税均等割 0.8

その他 △0.2

税効果会計適用後の法人税等の負担率 43.3

法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間の差異が法定実効税率の100分の５以下であるため

注記を省略しております。
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（１株当たり情報）

項目
当事業年度

（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31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株当たり純資産額（円） 616.54 547.45

１株当たり当期純利益金額（円） 84.43 102.96

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

金額

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

金額は、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、以下のとおりであります。

 
当事業年度

（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

前事業年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

当期純利益（百万円） 4,439 5,447

普通株主に帰属しない金額（百万円） － 33

（うち利益処分による役員賞与金） （－） (33)

普通株式に係る当期純利益（百万円） 4,439 5,414

期中平均株式数（株） 52,582,136 52,583,218

（重要な後発事象）

該当事項はありません。
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７．役員の異動
１．新任取締役候補者（平成19年３月23日付予定）

 仁平　進 （現　アサヒビール株式会社執行役員業務システム・物流システム担当）

 松岡　稔 （現　執行役員経営戦略部長）

　（注）　取締役に就任予定の仁平進氏は、同日付で常務取締役人事総務担当兼アサヒビバレッジサービス株式会

社取締役に就任予定。

　　　　　取締役に就任予定の松岡稔氏は、同日付で取締役経営戦略、財務、システム企画、広報・ＩＲ担当に就

任予定。

２．新任社外取締役候補者（平成19年３月23日付予定）

 岩上　伸 （現　アサヒビール株式会社執行役員生産本部長）

３．退任予定取締役（平成19年３月23日付予定）

 小路　明善 （現　専務取締役企画本部長

　　　　兼アサヒビバレッジサービス株式会社取締役）

 髙橋　正哲 （現　取締役　兼アサヒビール株式会社専務取締役兼専務執行役員）

　（注）　取締役を退任する小路明善氏は、３月27日付でアサヒビール株式会社常務取締役兼常務執行役員に就任

予定。

４．新任執行役員候補者（平成19年３月23日付予定）

 小林　典嗣 （現　理事営業統括本部担当副本部長）

 田中　邦彦 （現　理事自販機営業部長）

 渡辺　誠 （現　理事北海道支社長）

５．退任予定執行役員（平成19年３月23日付予定）

 松岡　稔 （現　執行役員経営戦略部長）

　（注）　執行役員を退任する松岡稔氏は、取締役に就任予定。
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取締役候補者（新任）

氏　　名 仁平　進（ニヘイ　ススム）

生年月日 昭和24年11月27日  

経　　歴 昭和47年４月 朝日麦酒株式会社入社

(現アサヒビール株式会社)

 平成10年９月 当社人事部長

 平成14年３月 株式会社アサヒカーゴサービス東京代表取締役社長

 平成16年３月 アサヒビール株式会社執行役員ＳＣＭ本部長

 平成17年10月 同社執行役員業務システム、物流システム担当

（現在に至る）

氏　　名 松岡　稔（マツオカ　ミノル）

生年月日 昭和27年４月９日  

経　　歴 昭和63年８月 朝日麦酒株式会社入社

(現アサヒビール株式会社)

 平成11年９月 同社財務部長

 平成15年３月 同社理事財務部長

 平成15年９月 同社理事流通部長

 平成18年９月 当社執行役員経営戦略部長

（現在に至る）

氏　　名 岩上　伸（イワカミ　シン）

生年月日 昭和24年５月18日  

経　　歴 昭和47年４月 朝日麦酒株式会社入社

(現アサヒビール株式会社)

 平成12年３月 同社理事名古屋工場長

 平成13年９月 同社理事生産部長

 平成14年９月 同社理事生産第一部長

 平成15年９月 同社理事生産事業本部副本部長兼生産第一部長

 平成16年３月 同社執行役員生産事業本部長

 平成17年１月 同社執行役員生産本部長

（現在に至る）

以　上
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