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１．18年12月期の連結業績（平成18年１月１日～平成18年12月31日）

前連結会計年度が連結初年度であるため、前連結会計年度の対前年増減率は記載しておりません。

(1) 連結経営成績 （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 231,567 2.9 10,070 5.4 9,384 5.0

17年12月期 225,146 － 9,551 － 8,937 －

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 4,022 △19.7 76 50 － － 13.4 8.2 4.1

17年12月期 5,006 － 94 58 － － 19.1 8.5 4.0

（注）①持分法投資損益 18年12月期 － 百万円 17年12月期 － 百万円

②期中平均株式数（連結） 18年12月期 52,582,136 株 17年12月期 52,583,218 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、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 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 117,678 31,561 26.8 600 23

17年12月期 110,906 28,378 25.6 539 07

（注）期末発行済株式数（連結） 18年12月期 52,581,734 株 17年12月期 52,582,780 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12月期 8,671 △5,810 △1,001 9,209

17年12月期 10,588 △3,948 △98 7,349

(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 １社 持分法適用非連結子会社数 ０社 持分法適用関連会社数 ０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） －社 （除外） －社

２．19年12月期の連結業績予想（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 117,500 3,350 1,700
通    期 241,000 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） 3,600百万円

　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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１．企業集団の状況
企業集団等の概況

　当社グループは、親会社であるアサヒビール株式会社を中心とする企業集団に属しております。アサヒビールグルー

プは、酒類・飲料の製造販売、外食事業、食品事業、薬品事業、不動産事業等を営んでおります。

　当社グループと親会社及び親会社の子会社（関連当事者）等との事業上の関係及び位置付けは次のとおりでありま

す。

当社

　当社は、清涼飲料の製造・販売を行っており、製品の一部を親会社に販売しております。

子会社

　当社の子会社であるアサヒビバレッジサービス株式会社は、当社より製品を仕入れ、自動販売機にて販売してお

ります。

親会社

　当社の親会社であるアサヒビール株式会社は、当社より飲料製品を仕入れ、ギフトセットとして販売しておりま

す。

　また当社は、アサヒビール株式会社より不動産を賃借しております。

親会社の子会社（関連当事者）

　アサヒロジ株式会社は、親会社製品及び当社製品等の運送、親会社及び当社物流センターの管理、倉庫業等を行っ

ております。

　事業の系統図は、次のとおりであります。

 

得
意
先 

アサヒビバレッジサービス株式会社 
（子会社） 

製品・商品の販売 

製品・商品の販売 

製
品
の
販
売 

当  社 

製
品
の
販
売 

アサヒビール株式会社 
（親会社） 

不
動
産
の
賃
借 

製品の運送・保管 アサヒロジ株式会社 
（親会社の子会社） 

製品、商品 

上記以外の役務等 
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２．経営方針

１．会社の経営の基本方針

　当社グループは総合清涼飲料メーカーとして、「清涼飲料事業で社会や市場の変化に対応し、高品質で安全な商品

と真心のこもったサービスの提供を通じて、豊かで健康な食生活の実現に貢献し、限りなく発展する企業を目指す」

ことを経営理念として掲げております。

　また、新たな中期ビジョンとして「さらなる飛躍への挑戦／お客様に信頼され、市場で存在感を示す飲料メーカー

へ」を掲げております。

　これらを実践し、株主の皆様をはじめとする全てのお客様にご満足いただける企業活動、環境問題対応などの社会

的責務を果たす企業活動等を推し進め、トータルな企業価値向上を図ることが経営の基本方針であります。

２．会社の利益配分に関する基本方針

　当社は、株主の皆様への利益還元を重要な政策として位置付けており、利益の配分につきましては、財務体質の強

化と将来の事業展開に備えた内部留保の充実を図りながら、利益状況や業界状況を総合的に勘案の上、安定的な配当

を継続的に実施することを基本方針としております。

　当期の期末配当金につきましては、当社の財務状況及び当期の業績を総合的に勘案し、平成18年12月期の１株当た

りの期末配当金を6円とし、１株当たりの年間配当金12円にて定時株主総会に付議させていただく予定であります。

３．投資単位の引下げに関する考え方及び方針等

　当社は、株式市場における適正な株価の形成には、株式の流動性の確保が必要であり、より多くの投資家の参加が

必要であると認識しております。今後、当社の株価水準及び株式の流動性等を総合的に勘案し、慎重に検討を進めて

まいります。

４．目標とする経営指標

　当社グループでは、平成21年12月期を最終年度とする中期経営計画を新たに策定し、以下の経営指標及び目標数値

の達成に向け、取り組みを進めております。

経営指標 目標数値（平成21年12月期）

営業利益（億円） 130

売上高営業利益率（％） 5

自己資本当期純利益率（ＲＯＥ）（％） 15

５．会社の対処すべき課題と中長期的な会社の経営戦略

　当社グループは、平成18年12月期を最終年度とする中期経営計画において、経営指標及び目標数値として営業利益

10,000百万円、自己資本当期純利益率（ＲＯＥ）15％の達成を目指して参りました。その結果、営業利益につきまし

ては10,070百万円と目標数値を達成いたしましたが、当社柏工場における一部の機能を、アサヒビール株式会社茨城

工場へ移管することによる特別損失の発生により、自己資本当期純利益率（ＲＯＥ）につきましては13.4％となりま

した。

　本年の飲料業界におきましては、店頭における価格下落圧力の継続や、一部原料の価格高騰など、業界を取り巻く

環境はますます厳しくなるものと予想されます。市場全体の成熟化が進行する中で、各社の積極的な商品上市や販売

促進活動の展開はあるものの、販売数量は前年並みになるものと予想されます。

　こうした状況の中で当社グループは、本年を初年度とする新たな中期経営計画を策定し、「成長戦略」「構造改革」

「新規領域への挑戦」を基本戦略として、飛躍的な成長への挑戦の第一歩を踏み出します。

成長戦略の根幹をなす商品戦略では、激戦の続く飲料業界において勝ち抜き、存在感ある地位を築くために、基幹

ブランド「ワンダ」「三ツ矢」「アサヒ 十六茶」に経営資源を集中して、磐石なブランド化を推進してまいります。

また、「アサヒ 若武者」「アサヒ スーパーＨ２Ｏ」「アサヒ 富士山のバナジウム天然水」を強化ブランドと位置付

け、継続的にブランドの強化・育成を推進してまいります。

　その他の商品につきましても、前年に発売いたしました「アサヒ 酸素水」や「アサヒ ぎゅぎゅっとしみこむコラー

ゲンウォーター」などの強化を図るとともに、多様化するお客様のニーズをいち早く察知し、常に挑戦しつづける飲

料メーカーとして、価値ある商品提案をスピーディーに実施してまいります。
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　営業面におきましては、引き続き量販チャネルと自販機チャネルを重点チャネルと位置付け、開拓を重視した活動

を展開いたします。

　構造改革につきましては、全社員を改革の担い手として、不断のコストダウンを推進してまいります。ＳＣＭ部門

では、アサヒビールグループ内の連携による最適な生産・物流体制の構築を進めるとともに、更なる原価低減を実現

する技術開発を進めてまいります。営業部門では、費用対効果の最大化を実現するべく、広告費と販売促進費の最適

な活用による営業関連経費の効率化に取り組んでまいります。また、連結子会社である「アサヒビバレッジサービス

株式会社」におきましては、新たな業務管理システムを導入することにより、生産性の一層の向上に取り組んでまい

ります。

　新規領域への挑戦につきましては、多様化するお客様のニーズやライフスタイルの変化を成長の機会と捉え、商品

や販売チャネルにおける新たな領域での成長実現に向け、挑戦してまいります。

　併せて、これらの「成長戦略」「構造改革」「新規領域への挑戦」を強力に推進するためにも、人材の育成を大き

な課題と捉え、計画的な人材育成プログラムの導入や、現場力を高める取り組みを進めてまいります。

　また、昨今の社会環境からも企業の社会的責任（ＣＳＲ）の重要性を改めて強く認識し、安心・安全を常に心がけ

た企業行動を進めてまいります。更に、コンプライアンス、環境マネジメント、情報開示などの向上に努め、企業品

質を高めて社会を含めた全ステークホルダーズの方々の満足の最大化を目指してまいります。

　これらの諸施策を確実に実施して、飛躍的な成長を実現し、株主の皆様のご期待にお応えして魅力ある企業であり

続けるよう、スピードを重視した経営を実施してまいります。

６．親会社等に関する事項

(a) 親会社等の商号等

 （平成18年12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

アサヒビール株式会社 親会社 51.2
株式会社東京証券取引所　市場第一部

株式会社大阪証券取引所　市場第一部

(b) 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

　当社の親会社であるアサヒビール株式会社は、平成18年12月31日現在で当社の議決権を51.2％所有しております。

当社グループは、アサヒビールグループの一員としてコア事業である飲料事業を担っており、自主的な経営を進め

る一方、営業活動を中心にグループ各社との連携を強化して業績向上を図るとともに、「成長性溢れる新しいアサ

ヒビールグループに向けてお客様満足の徹底、事業構造の変革、革新を賞賛する企業風土を追求し『活き活き挑戦

企業』を実現する」というグループビジョンの実現に向けた役割を果たしてまいります。

役員の兼務の状況については、取締役１名及び非常勤監査役２名が親会社であるアサヒビール株式会社の役員を

兼務しております。

また、当社グループは、アサヒビールグループの一員としてアサヒビールグループの基本方針に従った事業運営

を行っておりますが、当社グループの経営上の意思決定は独立してこれを行っております。

(c）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は、「関連当事者との取引」に記載しております。
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３．経営成績及び財政状態

１．経営成績

(a) 業績の概況（自平成18年１月１日　至平成18年12月31日）

　当期のわが国経済は、原油高や米国経済の減速懸念はあるものの、企業収益改善に伴う設備投資の増加と雇用・

所得の改善による個人消費を両輪とする内需主導の好循環が生まれて、緩やかな回復基調で推移いたしました。飲

料業界におきましては、各社の積極的な販売促進施策の展開はあったものの、最盛期の天候不順の影響もあり、業

界全体の販売数量は１％程度減少したものと推定されます。

　このような状況の下、当社グループは、中期経営計画最終年度である当期を長期成長路線へ第一歩を踏み出す重

要な年であると位置付け、「成長戦略」と「構造改革」の完遂によって売上と利益を飛躍的に拡大させるステージ

を目指すために相応しい体制を構築してまいりました。

成長戦略の根幹をなす商品戦略では、基幹ブランド「ワンダ」「三ツ矢」「アサヒ 十六茶」に加えて、「アサ

ヒ 若武者」と「アサヒ スーパーＨ２Ｏ」を加えた５つのブランドに経営資源を集中して、ブランドの強化・育成

を推進してまいりました。また、その他の商品につきましても、ナチュラルミネラルウォーター「アサヒ バナジウ

ム天然水」などの既存ブランドの強化を図るとともに、多様化するお客様のニーズにお応えした「アサヒ 酸素水」

「アサヒ ぎゅぎゅっとしみこむコラーゲンウォーター」などの積極的な新商品提案を行いました。

　営業部門におきましては、販売チャネルや営業活動に合わせた組織変更を実施し、成長戦略をより一層スピー

ディーに遂行する体制といたしました。

　これらの取り組みの結果、当期の飲料販売数量は1億2,168万ケース（前期比4.2％増）となり、業界全体が前期比

マイナスと想定される環境の中で、確実な成長を達成いたしました。

　構造改革につきましては、引き続き手を緩めることなくコスト競争力の強化のための施策を推進してまいりまし

た。ＳＣＭ（サプライチェーンマネジメント）部門におきましては、前期に実施いたしました明石工場の500ml耐圧

ペットボトル内製設備の新設を始めとする戦略的な設備投資の効果を最大限に発揮することで、大幅なコストダウ

ンを実現いたしました。また、当社柏工場の一部の機能をアサヒビール株式会社茨城工場に移管する計画を策定す

るなど、アサヒビールグループ全体での最適生産・物流体制の検討に着手いたしました。営業部門におきましては、

商品の販売動向に合わせて機動的に販売促進施策を実施するなど、販売促進費の効果的使用を推進してまいりまし

た。

　また、企業の社会的責任（ＣＳＲ）に対する取り組みといたしましては、商品の安心・安全の確保に加えて、ア

サヒビールグループとしての環境マネジメントシステムである「アサヒウェイ」を導入し、コピー用紙の削減、グ

リーン購入率の向上、エコドライブの推進などの環境面での取り組みを進めてまいりました。

　以上の結果、当期の当社グループの連結売上高は前期比2.9％増の231,567百万円、連結営業利益は前期比5.4％増

の10,070百万円、連結経常利益は前期比5.0％増の9,384百万円、連結当期純利益は当社柏工場の一部の機能をアサ

ヒビール株式会社茨城工場へ移管することにより生じる設備等の除却に伴う特別損失の発生により、前期比19.7％

減の4,022百万円となりました。

　商品カテゴリーごとの状況は次のとおりであります。

＜炭酸飲料＞

　基幹ブランドである「三ツ矢」ブランドにつきましては、「三ツ矢サイダー」を中心とした積極的な広告展開

や販売促進活動を行うとともに、乳性炭酸飲料である「三ツ矢 白いサイダー」や、ぶどう果汁入りの「三ツ矢 

信州高原ぶどう」を始めとする果汁入り炭酸飲料を複数上市するなど、「三ツ矢」ブランドの強化を図りました。

その結果、炭酸飲料全体では前期比6.9％増の53,491百万円となりました。

＜果実・野菜飲料＞

　日本での発売５５周年を迎えた「バヤリース」ブランドにつきましては、ブランドの存在感をさらに拡大し、

認知度の向上をはかるために、積極的な広告・販促活動を展開いたしました。また、様々な果実による「とろけ

る」シリーズの商品展開を行うなど、「バヤリース」ブランドの活性化に努めてまいりました。その結果、果実・

野菜飲料全体では、前期比9.4％増の21,683百万円となりました。
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＜コーヒー飲料＞

　基幹ブランドである「ワンダ」につきましては、主力商品「ワンダ モーニングショット」や微糖タイプの「ワ

ンダ ショット＆ショット」を中心に広告や販売促進活動を展開し、また、「ワンダオリジンレーベル １００年

ブラック」などの新商品を発売いたしましたが、コーヒー飲料全体では前期比0.4％減の60,171百万円となりまし

た。

＜お茶飲料＞

　基幹ブランドである「アサヒ 十六茶」につきましては、“十六種類の厳選素材が入った、家族ひとりひとりの

カラダにやさしいブレンド茶”という商品コンセプトをさらに強化するために、十六種類の素材の見直しを行い

ました。また、特定保健用食品として許可された「アサヒ 食事と一緒に十六茶」を発売し、「アサヒ 十六茶」

ブランド全体の強化を図りました。前期に発売いたしました「アサヒ 若武者」につきましても、引き続き積極的

な広告や販売促進活動を展開いたしましたが、お茶飲料全体では前期比0.2％減の57,916百万円となりました。

＜その他飲料＞

　健康飲料は、多様化するお客様のニーズにお応えした「アサヒ 酸素水」「アサヒ ぎゅぎゅっとしみこむコラー

ゲンウォーター」がご好評をいただきましたが、前期に発売いたしました新商品が減少したこともあり、健康飲

料全体では前期比3.8％の減少となりました。ミネラルウォーターは、前期に引き続いて「アサヒ バナジウム天

然水」が売上を伸ばし、前期比35.6％増加しました。

　以上の結果、その他飲料全体では前期比4.0％増の38,305百万円となりました。

(b) 次期の見通し（自平成19年１月１日　至平成19年12月31日）

　本年の飲料市場は、各社の積極的な商品上市や販売促進活動の展開はあるものの、店頭における価格下落圧力の

継続や、一部原料価格高騰による影響など、業界を取り巻く環境の厳しさは変わらず、販売数量は前年並みになる

ものと予想されます。こうした状況の中で当社グループは、「経営方針　5．会社の対処すべき課題と中長期的な会

社の経営戦略」に記載のとおり本年を初年度とする新たな中期経営計画を策定し、「成長戦略」「構造改革」「新

規領域への挑戦」を基本戦略として、飛躍的な成長への挑戦の第一歩を踏み出します。

　平成19年度の業績につきましては、連結売上高2,410億円、連結営業利益105億円、連結経常利益99億円、連結当

期純利益53億円を予定しております。

　なお、次期の利益配当金につきましては、財務体質の強化と将来の事業展開に備えた内部留保の充実を図るため、

当期と同額の１株当たり12円（うち中間配当金６円）を予定しております。
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２．財政状態

　当連結会計年度末の総資産残高は、前期末と比較して6,771百万円増加し、117,678百万円となりました。主たる要

因として、売上高増加に伴う流動資産の増加、主に売上債権の増加及び期末の資金運用による短期貸付金の増加が挙

げられます。

　純資産は当期純利益4,022百万円の計上により、前期末に比較して3,182百万円増加し、31,561百万円となりました。

この結果、自己資本比率は前期末と比較して1.2％増加し26.8％となりました。

　キャッシュ・フローの状況につきましては、以下のとおりであります。

　営業活動によるキャッシュ・フローは、売上高が増加したものの、法人税等の支払いの増加により、前期に比べ

1,916百万円減少し、8,671百万円の収入となりました。

　投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出の増加等により、前期に比べ1,861百万円減

少し、5,810百万円の支出となりました。

　財務活動によるキャッシュ・フローは、金融債務の減少等により、前期に比べ902百万円減少し、1,001百万円の支

出となりました。

　以上の結果、現金及び現金同等物の期末残高は、前期末と比較して1,860百万円増加し、9,209百万円となりました。

　当社グループの財政状態及びキャッシュ・フロー指標のトレンドは次のとおりであります。

 平成16年12月期 平成17年12月期 平成18年12月期

自己資本比率（％） 24.0 25.6 26.8

時価ベース自己資本比率（％） 45.8 67.7 76.7

債務償還年数（年） 1.1 1.5 1.8

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 77.0 64.6 52.1

　（注）前連結会計年度は連結初年度であるため、平成16年12月期の数値については、個別数値を使用しております。

時価ベース自己資本比率＝株式時価総額／総資産

債務償還年数＝有利子負債／営業キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ＝営業キャッシュ・フロー／利払い

１．株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。

２．営業キャッシュ・フロー及び利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッ

シュ・フロー及び利息の支払額を使用しております。

３．有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を払っている負債を対象としております。

３．事業等のリスク

　投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性がある事項には、以下のようなものがあります。当社グループはこのよ

うなリスクを認識した上で、リスク発生の回避とリスク発生時の影響の極小化に努めてまいります。

　なお、以下に記載する事項は、当連結会計年度末現在において、当社グループが判断したものであります。

①　食品の安全性について

　当社グループは、「食の安全」をお客様に提供するため、商品開発、生産、流通、販売全ての段階に通じた品

質保証体制を構築しております。しかしながら、食品業界を取り巻く昨今の環境においては、鳥インフルエンザ、

ＢＳＥ等様々な問題が発生しております。当社グループとしましては、そのリスクを適時に察知し、顕在化する

前に対処するよう取り組んでおりますが、当社グループの取り組みの範囲を超える事態が発生した場合、当社グ

ループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

②　天候・自然災害による影響について

　当社グループの属する飲料業界は、天候による影響を受けます。冷夏、その他台風等の天候による個人消費動

向の変動は、当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。また、大規模地震等の自然災

害にて製造拠点が被害を被った場合には、操業中止による製造能力の低下、設備修復に伴う費用の増加等により、

当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
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③　製品及びサービスの欠陥に関するリスクについて

　当社グループは社会や市場の変化に対応し、高品質で安全な商品と真心のこもったサービスの提供を目指して

おります。そのため、商品開発から販売に至る全ての段階に通じた品質保証体制を構築しておりますが、万一、

当社グループが提供する製品及びサービスに欠陥が発生した場合にはお客様の安全を最優先とし迅速に対応策を

実施いたします。また、委託製造品の品質につきましても、自社製造品と同様に管理体制について万全を期して

おります。

　なお、重大な製品及びサービスの欠陥が発生した場合には、当社の品質に対する信頼低下を招くとともに多額

のコストが発生し、当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

④　原材料価格の高騰による影響について

　当社グループの製品に使用する原材料には、価格が市場の状況によって変動するものがあります。原材料の価

格が異常に高騰した場合、製造コストが上昇し、当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があり

ます。

⑤　環境に関するリスクについて

　当社グループは廃棄物再資源化、省エネルギー、二酸化炭素排出の削減、容器リサイクルの推進を図り、事業

を遂行していく上で環境に関連する各種法律、規制を遵守しております。しかしながら、関係法令等の変更によっ

て、新規設備の投資、廃棄物処理方法の変更等による大幅なコストの増加が発生する場合、当社グループの業績

及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

⑥　法的、規制等の変更によるリスクについて

　当社グループが展開する事業は、「食品衛生法」、「製造物責任法（PL法）」、「廃棄物処理法」等、様々な

法的規制を受けております。これらの法律、規制等が強化された場合、または予期し得ない法律、規制が新たに

導入された場合、当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

⑦　訴訟のリスクについて

　当社グループは事業を遂行していく上で、各種関係法令を遵守し、また社員がコンプライアンスを理解し、実

践することに最善の努力をしております。しかしながら、事業を遂行していくうえで、訴訟提起されるリスクを

抱えております。万一、当社グループが訴訟を提起された場合、訴訟の結果によっては、当社グループの業績及

び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

⑧　情報漏洩等のリスクについて

　当社グループは、販促キャンペーン、通信販売等により多数のお客様の個人情報を保有しており、また、ウェ

ブサイトや販促キャンペーン等の編成や運営を、当社グループが信頼に足るとの判断をもとに外部の企業に委託

することがありますが、これらの重要な情報の紛失、誤用、改ざん等を防止するため、システムを含め情報管理

に対して適切なセキュリティ対策を実施しております。しかしながら、当社グループの予期し得ない不正アクセ

ス等により情報の漏洩や改ざんされるリスクがあります。また、コンピューターウィルスの感染による情報シス

テムの一時的な混乱や停止により、当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

⑨　保有資産の減損リスクについて

　平成17年４月１日以後開始する事業年度より「固定資産の減損に係る会計基準」が適用され、当社グループは

平成18年12月期より適用しております。保有資産の将来キャッシュ・フロー等を算定し減損額の認識・測定を進

めておりますが、今後の将来キャッシュ・フローの減少や地価の一層の大きな下落等があった場合には、当社グ

ループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

⑩　退職給付関係について

　当社グループの従業員の退職給付債務及び退職給付費用は、数理計算上で使用される割引率等に基づき算出さ

れております。金利の変動等前提条件に大きな変動があった場合、当社グループの業績及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

当連結会計年度
（平成18年12月31日）

前連結会計年度
（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   1,010   1,350  △339

２．受取手形及び売掛金 ※４  36,096   32,767  3,329

３．たな卸資産   9,283   7,653  1,629

４．未収入金   7,223   6,265  957

５．短期貸付金 ※５  8,199   5,999  2,199

６．繰延税金資産   2,013   1,829  184

７．その他   1,763   1,892  △128

貸倒引当金   △158   △111  △47

流動資産合計   65,433 55.6  57,647 52.0 7,785

Ⅱ　固定資産         

１．有形固定資産         

(1) 建物及び構築物 ※１ 20,139   19,582    

減価償却累計額  10,078 10,060  9,260 10,322  △261

(2) 機械装置及び運搬具  30,650   29,974    

減価償却累計額  21,388 9,262  19,414 10,560  △1,297

(3) 土地 ※１  21,336   21,336  －

(4) 建設仮勘定   26   26  △0

(5) その他  2,146   2,102    

減価償却累計額  △1,727 419  1,632 470  △51

有形固定資産合計   41,104 34.9  42,716 38.5 △1,611

２．無形固定資産   2,889 2.5  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) 繰延税金資産   4,290   3,169  1,120

(3) その他   2,899   3,028  △129

貸倒引当金   △94   △68  △26

投資その他の資産合計   8,251 7.0  7,420 6.7 831

固定資産合計   52,245 44.4  53,259 48.0 △1,014

資産合計   117,678 100.0  110,906 100.0 6,771
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当連結会計年度
（平成18年12月31日）

前連結会計年度
（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)

（負債の部）         

Ⅰ　流動負債         

１．支払手形及び買掛金 ※４  23,929   22,308  1,621

２．短期借入金   －   500  △500

３．１年以内返済予定長期借
入金

※１  6,491   791  5,700

４．未払金   25,769   25,360  408

５．未払法人税等   2,636   3,341  △705

６．未払費用   5,991   －  5,991

７．賞与引当金   570   548  21

８．役員賞与引当金   33   －  33

９．その他 ※４  1,572   5,693  △4,121

流動負債合計   66,993 56.9  58,543 52.8 8,450

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   9,008   8,465  543

３．役員退職慰労引当金   76   63  12

４．その他   1,285   1,211  73

固定負債合計   19,123 16.3  23,984 21.6 △4,860

負債合計   86,116 73.2  82,527 74.4 3,589

（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   9,307 7.9  － － 9,307

３．利益剰余金   11,113 9.4  － － 11,113

４．自己株式   △4 △0.0  － － △4

　　株主資本合計   31,498 26.7  － － 31,498

Ⅱ　評価・換算差額等         

１．その他有価証券評価差額
金

  62 0.1  － － 62

　　評価・換算差額等合計   62 0.1  － － 62

純資産合計   31,561 26.8  － － 31,561

負債・純資産合計   117,678 100.0  － － 117,678
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当連結会計年度
（平成18年12月31日）

前連結会計年度
（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 10.0 △11,081

Ⅱ　資本剰余金   － －  9,307 8.4 △9,307

Ⅲ　利益剰余金   － －  7,833 7.1 △7,833

Ⅳ　その他有価証券評価差額金   － －  158 0.1 △158

Ⅵ　自己株式 ※３  － －  △2 △0.0 2

資本合計   － －  28,378 25.6 △28,378

負債及び資本合計   － －  110,906 100.0 △110,906
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(2) 連結損益計算書

当連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

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   231,567 100.0  225,146 100.0 6,420

Ⅱ　売上原価   95,442 41.2  94,416 41.9 1,026

売上総利益   136,124 58.8  130,730 58.1 5,394

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※1、3  126,053 54.5  121,178 53.9 4,875

営業利益   10,070 4.3  9,551 4.2 519

Ⅳ　営業外収益         

１．受取利息  4   2    

２．受取配当金  15   12    

３．投資有価証券売却益  2   －    

４．受取賃貸料  38   37    

５．受入技術支援料  19   22    

６．保証金取崩益  0   51    

７．支払手数料返戻金  13   －    

８．雑収入  30 125 0.1 38 165 0.1 △39

Ⅴ　営業外費用         

１．支払利息  163   170    

２．たな卸資産廃棄損  519   499    

３．雑支出  128 811 0.3 109 779 0.3 31

経常利益   9,384 4.1  8,937 4.0 447

Ⅵ　特別損失         

１．固定資産売却除却損 ※２ 192   138    

２．生産体制再編費用 ※４ 1,776   －    

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

税金等調整前当期純利益   7,406 3.2  8,798 3.9 △1,392

法人税、住民税
及び事業税

 4,623   4,150    

法人税等調整額  △1,240 3,383 1.5 △358 3,791 1.7 △408

当期純利益   4,022 1.7  5,006 2.2 △983
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(3) 連結株主資本等変動計算書及び連結剰余金計算書

連結株主資本等変動計算書

当連結会計年度（自平成18年１月１日　至平成18年12月31日）

株主資本 評価・換算差額等

純資産
合計資本金

資本
剰余金

利益
剰余金

自己株式
株主資本
合計

その他有
価証券評
価差額金

評価・換算
差額等合計

平成17年12月31日　残高
（百万円）

11,081 9,307 7,833 △2 28,220 158 158 28,378

連結会計年度中の変動額

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   4,022  4,022   4,022

自己株式の取得    △1 △1   △1

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額（純額）

     △95 △95 △95

連結会計年度中の変動額合計
（百万円）

－ － 3,279 △1 3,277 △95 △95 3,182

平成18年12月31日　残高
（百万円）

11,081 9,307 11,113 △4 31,498 62 62 31,561

（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。

連結剰余金計算書

前連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）

（資本剰余金の部）    

Ⅰ　資本剰余金期首残高   9,307

Ⅱ　資本剰余金期末残高   9,307

   

（利益剰余金の部）    

Ⅰ　利益剰余金期首残高   3,556

Ⅱ　利益剰余金増加高    

１．当期純利益  5,006 5,006

Ⅲ　利益剰余金減少高    

１．配当金  709  

２．役員賞与  19 728

Ⅳ　利益剰余金期末残高   7,833
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(4) 連結キャッシュ・フロー計算書

 
当連結会計年度

（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）
増減

(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  7,406 8,798 △1,392

減価償却費  4,388 4,443 △54

貸倒引当金の増加額  73 19 53

賞与引当金の増加額  21 74 △52

役員賞与引当金の増加額  33 － 33

退職給付引当金の増加額  543 510 33

役員退職慰労引当金の増加額  12 0 12

受取利息及び受取配当金  △20 △14 △6

支払利息  163 170 △6

固定資産売却除却損  193 138 54

売上債権の増加額  △3,353 △2,067 △1,286

たな卸資産の減少額（△増加額）  △1,629 478 △2,107

仕入債務の増加額  1,621 844 776

未払金の増加額  2,527 1,267 1,260

その他流動資産の増加額  △903 △1,483 580

その他流動負債の増加額  2,033 8 2,024

その他固定負債の増加額
（△減少額）

 73 △0 74

役員賞与の支払額  △33 △19 △14

その他  917 592 325

小計  14,068 13,760 308

利息及び配当金の受取額  19 14 5

利息の支払額  △166 △163 △2

法人税等の支払額  △5,250 △3,022 △2,227

営業活動によるキャッシュ・フロー  8,671 10,588 △1,916
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当連結会計年度

（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）
増減

(百万円)

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー     

有形固定資産の取得による支出  △4,306 △2,731 △1,574

無形固定資産の取得による支出  △782 △307 △474

投資有価証券の取得による支出  △29 △27 △2

長期前払費用の取得による支出  △1,206 △858 △348

その他  514 △24 538

投資活動によるキャッシュ・フロー  △5,810 △3,948 △1,861

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー     

短期借入金の純減少額  △500 △2,800 2,300

長期借入金の借入れによる収入  1,000 6,000 △5,000

長期借入金の返済による支出  △791 △2,591 1,800

配当金の支払額  △708 △706 △2

その他  △1 △1 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー  △1,001 △98 △902

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額  － － －

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加額  1,860 6,540 △4,680

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高  7,349 809 6,540

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高 ※ 9,209 7,349 1,860
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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
当連結会計年度

（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

１．連結の範囲に関する事項 連結子会社数　　　１社

会社名　アサヒビバレッジサービス㈱

連結子会社数　　　１社

会社名　アサヒビバレッジサービス㈱

なお、同社については、当連結会計

年度において新たに設立したため、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 非連結子会社及び関連会社はありませ

んので、該当事項はありません。

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の末日は、連結

決算日と一致しております。

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

① 有価証券

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。

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。

② デリバティブ

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。）

③ たな卸資産

商品、製品、原材料

総平均法による原価法

貯蔵品

移動平均法による原価法

① 有価証券

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

同左

② デリバティブ

同左

③ 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

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。

（主な耐用年数） 

建物及び構築物  　　３年～39年

機械装置及び運搬具　２年～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。

① 有形固定資産

同左

② 無形固定資産

同左
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項目
当連結会計年度

（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

(3) 重要な引当金の計上基準 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

給見込額の当連結会計年度負担額を計上

しております。

② 賞与引当金

同左

③ 役員賞与引当金

役員に対して支給する賞与の支払に備

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）

当連結会計年度より、「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

金等調整前当期純利益は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、当連

結会計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連結会

計年度から費用処理することとしており

ます。

④ 退職給付引当金

同左

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、

内規に基づく当連結会計年度末の要支給

額を引当計上しております。

⑤ 役員退職慰労引当金

同左

(4) 重要なリース取引の処理方

法

リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナンス・

リース取引については、通常の賃貸借取

引に係る方法に準じた会計処理によって

おります。

同左
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項目
当連結会計年度

（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

(5) 重要なヘッジ会計の方法 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。

① ヘッジ会計の方法

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

② ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

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。

③ ヘッジ方針

同左 

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。

④ ヘッジ有効性評価の方法

同左 

(6) 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

税抜方式によっております。

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、全面時価評価法によっておりま

す。

同左

６．のれんの償却に関する事項 該当事項はありません。 ──────

７．連結調整勘定の償却に関する

事項

────── 該当事項はありません。

８．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。

９．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及

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
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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の変更

当連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

（固定資産の減損に係る会計基準） ──────

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））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） ──────

当連結会計年度より、「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31,561百万円で

あります。

なお、連結財務諸表規則の改正により、当連結会計年度

における連結貸借対照表の純資産の部については、改正後

の連結財務諸表規則により作成しております。

表示方法の変更

当連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

（貸借対照表）

未払費用は、前連結会計年度まで流動負債の「その他」

として表示しておりましたが、負債・純資産の合計額の100

分の５を超えたため区分掲記いたしました。

なお、前連結会計年度の「未払費用」の金額は3,915百万

円であります。

──────
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注記事項

（連結貸借対照表関係）

当連結会計年度
（平成18年12月31日）

前連結会計年度
（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

建物及び構築物 3,210百万円

土地 9,188

計 12,398

建物及び構築物 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　当社の発行済株式総数は、普通株式52,585,000株で

あります。

　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　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、当連結会計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当連結会計年度末残

高に含まれております。

※４　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、当連結会計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当連結会計年度末残

高に含まれております。

（流動資産）

受取手形及び売掛金 1百万円

（流動負債）

支払手形及び買掛金 200

その他 7

（流動資産）

受取手形及び売掛金 1百万円

（流動負債）

支払手形及び買掛金 272

その他 35

※５　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。

※５　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。
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（連結損益計算書関係）

当連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

※１　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。

販売促進費 61,242百万円

運搬費 13,339

販売器具費 14,117

広告宣伝費 11,177

貸倒引当金繰入額 88

従業員給料手当 8,505

従業員賞与 2,519

賞与引当金繰入額 487

退職給付費用 570

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 56,640百万円

運搬費 13,034

販売器具費 14,737

広告宣伝費 11,123

貸倒引当金繰入額 49

従業員給料手当 8,115

従業員賞与 2,412

賞与引当金繰入額 471

退職給付費用 593

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

※２　固定資産売却除却損の内訳は次のとおりです。 ※２　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

建物及び構築物 70百万円

機械装置及び運搬具 113

その他 8

計 192

建物及び構築物 35百万円

機械装置及び運搬具 91

その他 5

無形固定資産 7

計 138

※３　研究開発費の総額 ※３　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

※４　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。

※４　　　　　 　　 ──────
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（連結株主資本等変動計算書関係）

当連結会計年度（自平成18年１月１日　至平成18年12月31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（株）

当連結会計年度
増加株式数（株）

当連結会計年度
減少株式数（株）

当連結会計年度末
株式数（株）

発行済株式

普通株式  52,585,000 － － 52,585,000

自己株式

普通株式 （注） 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。

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３月24日

定時株主総会
普通株式 394 7.5 平成17年12月31日 平成18年３月27日

平成18年８月１日

取締役会
普通株式 315 6.0 平成18年６月30日 平成18年９月12日

(2) 基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

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19年３月23日

定時株主総会
普通株式 315  利益剰余金 6.0 平成18年12月31日 平成19年３月26日

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

※　現金及び現金同等物の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18年12月31日現在） （平成17年12月31日現在）

 （百万円）

現金及び預金勘定 1,010

短期貸付金勘定（現先) 8,199

現金及び現金同等物 9,209

 （百万円）

現金及び預金勘定 1,350

短期貸付金勘定（現先) 5,999

現金及び現金同等物 7,349
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（リース取引関係）

当連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引

①　リース物件の取得価額相当額、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）

機械装置及び
運搬具

3,562 3,022 540

その他
（工具器具備品） 31,540 15,739 15,801

合計 35,103 18,761 16,341

 
取得価額
相当額
（百万円）

減価償却累
計額相当額
（百万円）

期末残高
相当額
（百万円）

機械装置及び
運搬具

4,347 3,357 990

その他
（工具器具備品） 31,389 15,315 16,073

合計 35,736 18,672 17,064

②　未経過リース料期末残高相当額等 ②　未経過リース料期末残高相当額

未経過リース料期末残高相当額

１年内 6,743百万円

１年超 10,467

合計 17,211

１年内 6,686百万円 

１年超 11,357

合計 18,043

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 8,256百万円

減価償却費相当額 7,318

支払利息相当額 830

支払リース料 9,056百万円

減価償却費相当額 8,096

支払利息相当額 841

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 222百万円

１年超 490

合計 712

（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 176百万円

１年超 367

合計 544
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（有価証券関係）

当連結会計年度（平成18年12月31日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

 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
株式 364 668 304

小計 364 668 304

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えないもの
株式 566 368 △198

小計 566 368 △198

合計 931 1,037 106

(注)　表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。なお、当連結会計年度において、その他有価証券で時価

のある株式について、１百万円の減損処理を行っております。

また、減損処理にあたっては、期末決算における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には全て減損処理を

行い、30～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減

損処理を行っております。 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

 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 99

非上場債券 20

３．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

 
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

(1) 国債・地方債等 － － － －

(2) 社債 － 20 － －

(3) その他 － － － －

２．その他 － － － －

合計 － 20 － －
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前連結会計年度（平成17年12月31日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

 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
株式 452 808 356

小計 452 808 356

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えないもの
株式 473 384 △89

小計 473 384 △89

合計 925 1,193 267

(注)　表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。なお、当連結会計年度において、その他有価証券で時価

のある株式について、減損処理を行った銘柄はありません。 

また、減損処理にあたっては、期末決算における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には全て減損処理を

行い、30～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減

損処理を行っております。 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

 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 97
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（デリバティブ取引関係）

１．取引の状況に関する事項

当連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

(1) 取引の内容

当社グループの利用しているデリバティブ取引は、金利

スワップ取引であります。

(1) 取引の内容

同左

(2) 取引に対する取組方針

当社グループのデリバティブ取引は、将来の金利変動に

よるリスク回避を目的としており、投機目的での取引は行

わない方針であります。

(2) 取引に対する取組方針

同左

(3) 取引の利用目的

当社グループは、金利関連のデリバティブ取引について、

長期借入金の金利変動リスクをヘッジするため、変動金利

を固定金利に変換する目的で金利スワップ取引を行ってお

ります。

なお、当該取引については、ヘッジ会計における特例処

理の要件を満たしているため、特例処理を適用しておりま

す。従って、その判定を以ってヘッジの有効性の判定に代

えております。

(3) 取引の利用目的

同左

(4) 取引に係るリスクの内容

金利関連における金利スワップ取引においては、市場金

利の変動によるリスクを有しておりますが、ヘッジ対象の

負債に係る金利変動リスクと相殺されます。

また、当社グループの金利スワップの契約先は信用度の

高い国内銀行であるため、相手先の契約不履行による信用

リスクはないと判断しており、さらにこうした信用リスク

を回避するため、金利スワップ取引の契約先を借入金と相

殺可能な借入先としております。

(4) 取引に係るリスクの内容

同左

(5) 取引に係るリスク管理体制

金利関連のデリバティブ取引は、社内規程に基づき、経

営会議において承認を受けた範囲で財務部が行っており、

社内規程に定められた報告体制に従い、デリバティブ取引

の内容、残高等の状況を随時担当役員に報告しております。

(5) 取引に係るリスク管理体制

同左

２．取引の時価等に関する事項

当連結会計年度（平成18年12月31日現在）

金利スワップ取引を行っておりますが、特例処理を適用しておりますので、注記の対象から除いております。

前連結会計年度（平成17年12月31日現在）

金利スワップ取引を行っておりますが、特例処理を適用しておりますので、注記の対象から除いております。
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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

当社及び連結子会社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を採用しております。 

２．退職給付債務及びその内訳

 
当連結会計年度

（平成18年12月31日）
前連結会計年度

（平成17年12月31日）

(1) 退職給付債務（百万円） △8,182 △7,814

(2) 未積立退職給付債務（百万円）(1) △8,182 △7,814

(3) 未認識数理計算上の差異（百万円） △794 △615

(4) 未認識過去勤務債務（百万円） △31 △34

(5) 退職給付引当金（百万円）(2)＋(3)＋(4) △9,008 △8,465

（注）連結子会社につきましては、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。

３．退職給付費用の内訳

 
当連結会計年度

（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

退職給付費用（百万円） 660 687

(1) 勤務費用（百万円） 559 570

(2) 利息費用（百万円） 192 184

(3) 数理計算上の差異の費用処理額（百万円） △86 △63

(4) 過去勤務債務の費用処理額（百万円） △3 △3

（注）簡便法を採用しております連結子会社の退職給付費用は「(1) 勤務費用」に計上しております。

４．退職給付債務の計算基礎

 
当連結会計年度

（平成18年12月31日）
前連結会計年度

（平成17年12月31日）

(1) 退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 期間定額基準

(2) 割引率（％） 2.5 2.5

(3) 数理計算上の差異の処理年数（年） 10 10

(4) 過去勤務債務の処理年数（年） 10 10

（ストック・オプション等関係）

当連結会計年度（自平成18年１月１日　至平成18年12月31日）

該当事項はありません。
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（税効果会計関係）

当連結会計年度
（平成18年12月31日）

前連結会計年度
（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 3,665

賞与引当金損金算入限度超過額 231

未払事業税 211

たな卸資産評価損否認額 47

未払費用自己否認額 1,919

未実現利益消去 213

その他 397

繰延税金資産　小計 6,688

評価性引当額 △212

繰延税金資産　計 6,475

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 6,303

(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

賞与引当金損金算入限度超過額 223

未払事業税 269

たな卸資産評価損否認額 77

未払費用自己否認額 1,003

未実現利益消去 196

その他 207

繰延税金資産　小計 5,311

評価性引当額 △68

繰延税金資産　計 5,243

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 4,998

繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に

含まれております。

繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に

含まれております。

（単位：百万円）

流動資産－繰延税金資産 2,013

固定資産－繰延税金資産 4,290

（単位：百万円）

流動資産－繰延税金資産 1,829

固定資産－繰延税金資産 3,169

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）  

評価性引当額 2.0

交際費等永久に損金に算入されない項目 2.2

住民税均等割 0.9

その他 △0.1

税効果会計適用後の法人税等の負担率 45.7

 （％）

法定実効税率 40.7

（調整）  

評価性引当額 0.6

交際費等永久に損金に算入されない項目 1.4

住民税均等割 0.8

その他 △0.4

税効果会計適用後の法人税等の負担率 43.1
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（セグメント情報）

１．事業の種類別セグメント情報

当連結会計年度（自平成18年１月１日　至平成18年12月31日）及び前連結会計年度（自平成17年１月１日　至

平成17年12月31日）において、当社グループは「飲料事業」セグメントの単一セグメントのため該当事項はあり

ません。

２．所在地別セグメント情報

当連結会計年度（自平成18年１月１日　至平成18年12月31日）及び前連結会計年度（自平成17年１月１日　至

平成17年12月31日）において、本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な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

当連結会計年度（自平成18年１月１日　至平成18年12月31日）及び前連結会計年度（自平成17年１月１日　至

平成17年12月31日）において、海外売上高は連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略してお

ります。

（関連当事者との取引）

当連結会計年度（自平成18年１月１日　至平成18年12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

親会社 アサヒビール㈱
東京都

中央区
182,531

ビール等

酒類製造、

販売

(被所有)

直接

51.18％

兼任３人

出向４人

転籍４人

製品の

販売

製品の

販売
6,304 売掛金 484

（注）１．上記関連会社との取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

（注）２．取引条件及び取引条件の決定方針等

当社製品の販売については、市場価格を勘案して一般的取引条件と同様に決定しております。

(2) 役員及び個人主要株主等

　該当事項はありません。

(3) 子会社等

　該当事項はありません。

(4) 兄弟会社等

属性 会社等の名称 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
（人）

事業上
の関係

親会社の

子会社 
アサヒロジ㈱

東京都

港　区
80 物流事業 なし なし

物流事務

委託及び

不動産の

賃貸等

不動産

の賃貸
38 － －

（注）１．上記関連会社との取引金額には消費税等は含まれておりません。

（注）２．取引条件及び取引条件の決定方針等

市場価格を勘案して一般的取引条件と同様に決定しております。
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前連結会計年度（自平成17年１月１日　至平成17年12月31日）

(1) 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

親会社 アサヒビール㈱
東京都

中央区
182,531

ビール等

酒類製造、

販売

(被所有)

直接

51.18％

兼任３人

出向４人

転籍４人

製品の販

売及び資

金の借入

等

製品の販売 6,090 売掛金 709

資金の借入 10,000 － －

利息の支払 0 － －

（注）１．上記関連会社との取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

（注）２．取引条件及び取引条件の決定方針等

当社製品の販売については、市場価格を勘案して一般的取引条件と同様に決定しております。

また、資金の借入については、借入利率は市場金利を勘案して合理的に決定しており、返済期間は１年以内

としております。なお、担保は提供しておりません。

(2) 役員及び個人主要株主等

　該当事項はありません。

(3) 子会社等

　該当事項はありません。

(4) 兄弟会社等

属性 会社等の名称 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
（人）

事業上
の関係

親会社の

子会社 

㈱アサヒカーゴ

サービス東京

東京都

大田区
80 物流事業 なし なし

物流事務

委託及び

不動産の

賃貸等

不動産

の賃貸
37 － －

（注）１．上記関連会社との取引金額には消費税等は含まれておりません。

（注）２．取引条件及び取引条件の決定方針等

市場価格を勘案して一般的取引条件と同様に決定しております。
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（１株当たり情報）

項目
当連結会計年度

（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

１株当たり純資産額（円） 600.23 539.07

１株当たり当期純利益金額（円） 76.50 94.58

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。

 

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。

 

　（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。

 
当連結会計年度

（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

当期純利益（百万円） 4,022 5,006

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） 4,022 4,973

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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５．生産、受注及び販売の状況
(1) 生産実績

　当社製品は、自社工場にて生産するほか、製造を一部外部に委託しております。その依存度は、数量比で当連結会

計年度46.4％、前連結会計年度46.6％、また金額比（総製造費用に占める外注加工費の割合）で当連結会計年度

11.5％、前連結会計年度11.8％であります。

 （単位：千函未満切捨）

品目
当連結会計年度

（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

 
前期比（％）

 

炭酸飲料 29,179 (15,577) 27,272 (14,720) 107.0 (105.8)

果実飲料 13,138 (710) 11,622 (862) 113.0 (82.3)

コーヒー飲料 28,218 (20,971) 27,679 (20,890) 101.9 (100.4)

お茶飲料 35,336 (22,598) 34,109 (19,438) 103.6 (116.3)

その他飲料 23,055 (9,262) 20,178 (8,590) 114.3 (107.8)

合計 128,928 (69,120) 120,862 (64,502) 106.7 (107.2)

　（注）数量は、外部への製造委託による生産実績を含めた製造数量であり、（　）内は内書きで、自社工場における製

造実績を記載しております。

(2) 受注状況

　当社グループでは原則として受注生産は行っておりません。

(3) 販売状況

 （単位：百万円未満切捨、千函未満切捨）

品目

当連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

 
前期比（％）

 

金額 数量 金額 数量 金額 数量

製

 

品

炭酸飲料 53,491 28,560 50,042 26,679 106.9 107.0

果実飲料 21,683 12,624 19,824 11,416 109.4 110.6

コーヒー飲料 60,171 27,626 60,419 27,457 99.6 100.6

お茶飲料 57,916 35,052 58,026 34,171 99.8 102.6

その他飲料 35,489 16,797 34,112 15,995 104.0 105.0

計 228,751 120,661 222,423 115,720 102.8 104.3

商品 2,815 1,026 2,722 1,043 103.4 98.4

合計 231,567 121,687 225,146 116,763 102.9 104.2

　（注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

２．製品の数量には、自社製品の数量のみを記載しております。

３．仕入商品の数量には、製品販売に関する提携を行った商品の数量のみを記載しております。その他の仕入商

品につきましては、仕様が多岐にわたり記載が困難なため、数量に含めておりません。
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