
 
平成18年12月期 個別財務諸表の概要 平成19年２月16日

上場会社名 メルシャン株式会社 上場取引所 東・大

コード番号 2536 本社所在都道府県  東京都

(URL　http://www.mercian.co.jp/)

代　　表　　者　役職名  代表取締役ＣＥＯ 氏名　岡部　有冶

問合せ先責任者　役職名  財務部長 氏名　古江　洋一郎 ＴＥＬ　　（03）3231－3925

決算取締役会開催日 平成19年２月16日 配当支払開始予定日 平成19年３月29日

定時株主総会開催日 平成19年３月28日 単元株制度採用の有無 有（１単元1,000株）

１．平成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 （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12月期 92,256 △1.4 911 △55.7 1,246 △63.7

17年12月期 93,613 △0.6 2,057 △24.7 3,434 20.0

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 1,790 △23.6  13.43  － 3.8 1.4 1.4

17年12月期 2,344 △23.5  16.80  － 5.0 4.0 3.7

（注）①期中平均株式数 18年12月期     133,370,263株 17年12月期 138,107,568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12月期 90,072 47,698 53.0  357.76

17年12月期 84,504 46,903 55.5  351.43

（注）①期末発行済株式数 18年12月期    133,324,774株 17年12月期 133,393,231株

②期末自己株式数 18年12月期       364,529株 17年12月期 296,072株

２．平成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）

　(参考予想数値)
 

売上高 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

中間期 42,000 △500 △300

通　期 92,000 900 400

※　当社親会社である麒麟麦酒株式会社と当社は、現在業務提携の具体的な実現に向けて協議をかさねております。上記

の参考予想数値は、当社の18年12月期の実績値より特別損益などの要因を除いたものであり、多分に不確定な要素を

含んでおります。実際の業績等は、協議の内容および業況の変化等により、参考予想数値とは大幅に異なる可能性が

あることをご承知おきください。

 

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（％）第１四半期末 中間期末 第３四半期末 期末 その他 年間

18年12月期    5  5 666 37.2 1.4

17年12月期    5  5 666 29.8 1.4

19年12月期（予想）    5  5    
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６．個別財務諸表等
(1）貸借対照表

  
前事業年度

（平成17年12月31日）
当事業年度

（平成18年12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
（％）

（資産の部）        

Ⅰ　流動資産        

１　現金および預金   2,909   4,189  

２　受取手形 ※６  2,668   2,584  

３　売掛金 ※１  30,409   30,191  

４　商品   3,383   4,242  

５　製品   4,641   4,892  

６　半製品   1,540   1,549  

７　原材料   2,401   3,259  

８　仕掛品   236   308  

９　貯蔵品   360   346  

10　前渡金   304   372  

11　前払費用   353   321  

12　繰延税金資産   964   1,721  

13　短期貸付金 ※１  253   437  

14　未収入金 ※１  1,050   1,224  

15　その他   132   117  

貸倒引当金   △12   △13  

流動資産合計   51,599 61.1  55,745 61.9
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前事業年度

（平成17年12月31日）
当事業年度

（平成18年12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
（％）

Ⅱ　固定資産        

１　有形固定資産
※２,
 ７

      

(1）建物  15,288   14,342   

減価償却累計額  7,902 7,385  6,494 7,847  

(2）構築物  3,986   3,883   

減価償却累計額  2,640 1,345  2,329 1,553  

(3）機械および装置  33,714   33,899   

減価償却累計額  27,105 6,608  25,557 8,341  

(4）車輌運搬具  97   97   

減価償却累計額  77 20  80 17  

(5）工具器具備品  2,836   2,488   

減価償却累計額  2,323 513  2,060 427  

(6）土地   1,326   1,413  

(7）建設仮勘定   831   51  

有形固定資産合計   18,031 21.3  19,653 21.8

２　無形固定資産        

(1）特許権   17   14  

(2）借地権   15   15  

(3）商標権   4   3  

(4）ソフトウエア   1,013   1,738  

(5）その他   1   3  

無形固定資産合計   1,052 1.2  1,776 2.0
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前事業年度

（平成17年12月31日）
当事業年度

（平成18年12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
（％）

３　投資その他の資産        

(1）投資有価証券   3,723   3,104  

(2）関係会社株式   4,535   4,577  

(3）出資金   22   24  

(4）関係会社出資金   2,241   2,240  

(5）関係会社長期貸付金   89   130  

(6）固定化営業債権 ※１  827   513  

(7）長期前払費用   353   348  

(8）前払年金費用   1,773   1,730  

(9）敷金および保証金   695   651  

(10）その他   8   3  

貸倒引当金   △450   △429  

投資その他の資産合計   13,820 16.4  12,896 14.3

固定資産合計   32,904 38.9  34,326 38.1

資産合計   84,504 100.0  90,072 100.0
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前事業年度

（平成17年12月31日）
当事業年度

（平成18年12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
（％）

（負債の部）        

Ⅰ　流動負債        

１　支払手形 ※６  9   22  

２　買掛金 ※１  5,816   6,999  

３　短期借入金 ※２  3,500   3,500  

４　未払金 ※１  4,331   6,010  

５　未払費用   4,323   4,070  

６　未払消費税等   177   47  

７　未払酒税   5,979   5,986  

８　未払法人税等   250   567  

９　預り金   191   204  

10　得意先預り金 ※１  2,696   2,669  

11　賞与引当金   385   322  

12　設備関係支払手形 ※６  338   180  

14　固定資産圧縮特別勘定   2,136   －  

15　その他   17   11  

流動負債合計   30,154 35.7  30,592 33.9

Ⅱ　固定負債        

１　長期借入金   6,000   9,000  

２　繰延税金負債   891   2,182  

３　役員退職慰労引当金   502   552  

４　長期預り金   53   46  

固定負債合計   7,446 8.8  11,781 13.1

負債合計   37,601 44.5  42,373 47.0
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前事業年度

（平成17年12月31日）
当事業年度

（平成18年12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
（％）

（資本の部）        

Ⅰ　資本金 ※３  20,972 24.8  － －

Ⅱ　資本剰余金        

１　資本準備金  5,343   －   

２　その他資本剰余金        

(1）資本準備金減少差益  11,471   －   

(2）自己株式処分差益  0   －   

資本剰余金合計   16,815 19.9  － －

Ⅲ　利益剰余金        

１　任意積立金        

(1）固定資産圧縮積立金  703   －   

(2）固定資産圧縮特別勘定
積立金

 －   －   

(3）別途積立金  3,000   －   

２　当期未処分利益  4,586   －   

利益剰余金合計   8,289 9.8  － －

Ⅳ　その他有価証券評価差額金   908 1.1  － －

Ⅴ　自己株式 ※４  △82 △0.1  － －

資本合計   46,903 55.5  － －

負債・資本合計   84,504 100.0  － －
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前事業年度

（平成17年12月31日）
当事業年度

（平成18年12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
（％）

（純資産の部）        

Ⅰ　株主資本        

１　資本金  ※３  － －  20,972 23.3

２　資本剰余金        

(1）資本準備金  －   5,343   

(2）その他資本剰余金  －   11,472   

資本剰余金合計   － －  16,815 18.7

３　利益剰余金        

(1）その他利益剰余金        

固定資産圧縮積立金  －   2,318   

固定資産圧縮特別積立
金

 －   426   

別途積立金  －   5,000   

繰越利益剰余金  －   1,643   

利益剰余金合計   － －  9,388 10.4

４　自己株式  ※４  － －  △106 △0.1

株主資本合計   － －  47,071 52.3

Ⅱ　評価・換算差額等        

１　その他有価証券評価差額
金

  － －  619 0.7

２　繰延ヘッジ損益   － －  7 0.0

評価・換算差額等合計   － －  627 0.7

純資産合計   － －  47,698 53.0

負債純資産合計   － －  90,072 100.0
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(2）損益計算書

  
前事業年度

（平成17年１月１日から
平成17年12月31日まで）

当事業年度
（平成18年１月１日から
平成18年12月31日まで）

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高        

１　製品売上高  70,032   69,470   

２　商品売上高  23,460   22,671   

３　不動産売上高  120 93,613 100.0 115 92,256 100.0

Ⅱ　売上原価        

１　製品、半製品期首棚卸高  5,550   6,182   

２　商品、販売用不動産期首
棚卸高

 4,007   3,383   

３　当期製品、
半製品製造原価

※６ 29,405   29,753   

４　商品、販売用不動産
仕入高

 16,448   18,121   

５　酒税  19,521   18,810   

合計  74,933   76,251   

６　製品、半製品期末棚卸高  6,182   6,441   

７　商品、販売用不動産
期末棚卸高

 3,383 65,367 69.8 4,242 65,567 71.1

売上総利益   28,245 30.2  26,689 28.9

Ⅲ　販売費および一般管理費
※２,
６

 26,188 28.0  25,777 27.9

営業利益   2,057 2.2  911 1.0

Ⅳ　営業外収益        

１　受取利息  8   10   

２　受取配当金 ※１ 1,389   307   

３　その他  109 1,506 1.6 203 521 0.6

Ⅴ　営業外費用        

１　支払利息  98   150   

２　寄付金  14   27   

３　その他  16 129 0.1 8 187 0.2

経常利益   3,434 3.7  1,246 1.4
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前事業年度

（平成17年１月１日から
平成17年12月31日まで）

当事業年度
（平成18年１月１日から
平成18年12月31日まで）

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅵ　特別利益        

１　固定資産売却益 ※３ 3,608   4,866   

２　貸倒引当金戻入  64   4   

３　投資有価証券売却益  0   18   

４　国庫補助金受入額  68   60   

 ５　移転補償金受入額  15 3,758  － 4,950 5.3

Ⅶ　特別損失        

１　養魚用飼料回収対応費用  －   1,240   

２　公開買付対応費用  －   461   

３　固定資産処分損 ※４ 568   1,239   

４　投資有価証券評価損  20   80   

 ５　固定資産圧縮損  1,123   60   

 ６　固定資産圧縮特別勘定
　　 繰入額

 2,136   －   

７　早期退職者割増金  146   44   

８　その他 ※５ 7 4,003 4.3 68 3,195 3.5

税引前当期純利益   3,189 3.4  3,001 3.2

法人税、住民税および事
業税

 375   483   

法人税等調整額  469 844 0.9 726 1,210 1.3

当期純利益   2,344 2.5  1,790 1.9

前期繰越利益   2,241   －  

当期未処分利益   4,586   －  
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製造原価明細書

  
前事業年度

（平成17年１月１日から
平成17年12月31日まで）

当事業年度
（平成18年１月１日から
平成18年12月31日まで）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

Ⅰ　材料費  19,284 65.8 20,183 67.7

Ⅱ　労務費  1,896 6.5 1,859 6.2

Ⅲ　経費 ※ 8,135 27.7 7,782 26.1

当期総製造費用  29,316 100.0 29,825 100.0

仕掛品期首棚卸高  324  236  

合計  29,641  30,061  

仕掛品期末棚卸高  236  308  

当期製品、半製品製造原
価

 29,405  29,753  

　（注）　原価計算の方法：組別総合原価計算を実施しております。

※このうち主なものは次のとおりであります。

 第89期（百万円） 第90期（百万円）

外注費 3,008 2,541

減価償却費 1,450 1,633

手数料 847 767

光熱水道料 814 842

運賃保管料 534 542
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(3）利益処分案及び株主資本等変動計算書

利益処分案

 
前事業年度

（平成18年３月29日）

区分 金額（百万円）

（当期未処分利益の処分）   

Ⅰ　当期未処分利益  4,586

Ⅱ　任意積立金取崩額   

１　固定資産圧縮積立金取崩額 95 95

合計  4,681

Ⅲ　利益処分額   

１　配当金 666  

２　役員賞与金 24  

（うち　監査役賞与金） (5)  

３　任意積立金   

(1）別途積立金 2,000 2,691

Ⅳ　次期繰越利益  1,990

   

（その他資本剰余金の処分）   

Ⅰ　その他資本剰余金  11,472

Ⅱ　その他資本剰余金次期繰越額  11,472

   

 （注）日付は株主総会承認日であります。
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株主資本等変動計算書
当事業年度（平成18年１月１日から　平成18年12月31日まで）

 

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
その他

資本剰余金

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

固定資産
圧縮特別
勘定積立金

別途
積立金

繰越利益
剰余金

平成17年12月31日残高 20,972 5,343 11,472 16,815 703 － 3,000 4,586 8,289 △82 45,994

事業年度中の変動額            

固定資産圧縮
積立金の積立 － － － － 1,872 － － △1,872 － － －

固定資産圧縮
積立金の取崩(前期) － － － － △95 － － 95 － － －

固定資産圧縮
積立金の取崩(当期) － － － － △161 － － 161 － － －

固定資産圧縮特別
勘定積立金の積立 － － － － － 426 － △426 － － －

別途積立金の積立 － － － － － － 2,000 △2,000 － － －

剰余金の配当 － － － － － － － △666 △666 － △666

利益処分による
役員賞与 － － － － － － － △24 △24 － △24

当期純利益 － － － － － － － 1,790 1,790 － 1,790

自己株式の取得 － － － － － － － － － △25 △25

自己株式の処分 － － 0 0 － － － － － 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 － － 0 0 1,615 426 2,000 △2,942 1,099 △23 1,076

平成18年12月31日残高 20,972 5,343 11,472 16,815 2,318 426 5,000 1,643 9,388 △106 47,071
 
 

評価・換算差額等
純資産合計 

その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計 

平成17年12月31日残高 908 － 908 46,903

事業年度中の変動額  

固定資産圧縮積立金の積立 － － － －

固定資産圧縮積立金の取崩(前期) － － － －

固定資産圧縮積立金の取崩(当期) － － － －

固定資産圧縮特別勘定積立金の積立 － － － －

別途積立金の積立 － － － －

剰余金の配当 － － － △666

利益処分による役員賞与 － － － △24

当期純利益 － － － 1,790

自己株式の取得 － － － △25

自己株式の処分 － － － 1

株主資本以外の項目の事業年度中
の変動額(純額) △288 7 △280 △280

事業年度中の変動額合計 △288 7 △280 795

平成18年12月31日残高 619 7 627 47,698
 (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。
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重要な会計方針

項目
前事業年度

（平成17年１月１日から
平成17年12月31日まで）

当事業年度
（平成18年１月１日から
平成18年12月31日まで）

１　有価証券の評価基準

　　および評価方法

 

(1）子会社株式および関連会社株式

　移動平均法による原価法

(2）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、売却原価は移動平均法により算

定）

(1）子会社株式および関連会社株式

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

 

 

２　デリバティブの評価基

　準および評価方法

　時価法 同左

３　たな卸資産の評価基準

　および評価方法

　移動平均法による原価法 同左

４　固定資産の減価償却の

　方法

 

(1）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

した建物については定額法によっており

ます。

　なお、主な耐用年数は以下のとおりで

あります。

建物および構築物 15～45年

機械装置および運搬具 ４～12年

(1）有形固定資産

　定率法

同左

　

  

  

 

 

(2）無形固定資産

　定額法

　なお、ソフトウェア（自社利用分）に

ついては、社内における利用可能期間（５

年）に基づく定額法によっております。

(2）無形固定資産

同左

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

　従業員の賞与の支給に備えるため、将

来の賞与支給見込額のうち当事業年度の

負担額を計上しております。

(2）賞与引当金

同左

 

 

(3）          ――――――

 

(3）役員賞与引当金

役員の賞与の支給に備えるため、将来

の支給見込額のうち当事業期間に負担す

べき額を計上しております。
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項目
前事業年度

（平成17年１月１日から
平成17年12月31日まで）

当事業年度
（平成18年１月１日から
平成18年12月31日まで）

 

 

(4）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。

　なお、会計基準変更時差異（3,249百万

円）については、15年による按分額を費

用処理しております。

　また、数理計算上の差異は、各期の発

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）による定額法

により、それぞれ発生の翌事業年度から

損益処理しております。

　過去勤務債務は、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損益処理し

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、執行役員および執行理事の退職

慰労金の支出に備えるため、内規に基づ

く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

繰延ヘッジ処理によっております。

 　なお、振当処理の要件を満たしている為

替予約については振当処理によっておりま

す。特例処理の要件を満たしている金利ス

ワップについては特例処理によっておりま

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

デリバティブ取引（為替予約取引、

金利スワップ取引）

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段

デリバティブ取引（為替予約取引、

金利スワップ取引、通貨オプション取

引）

 

 

ヘッジ対象

　相場変動等による損失の可能性があ

り、相場変動等が評価に反映されてい

ないものおよびキャッシュ・フローが

固定され、その変動が回避されるもの。

ヘッジ対象

同左
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項目
前事業年度

（平成17年１月１日から
平成17年12月31日まで）

当事業年度
（平成18年１月１日から
平成18年12月31日まで）

 

 

(3）ヘッジ方針

　当社の内規に基づき、通貨および金利

の取引における市場相場変動およびキャッ

シュ・フロー変動に対するリスク回避を

目的としてデリバティブ取引を利用して

おり、投機目的の取引は行っておりませ

ん。

(3）ヘッジ方針

同左

 

 

(4）ヘッジ有効性評価の方法

　ヘッジの有効性の判定は、原則として

ヘッジ開始時から有効性判定時点までの

期間において、ヘッジ対象の相場変動ま

たはキャッシュ・フロー変動の累計とヘッ

ジ手段の相場変動またはキャッシュ・フ

ロー変動の累計とを比較し、両者の変動

額等を基礎にして判断することとしてお

ります。

(4）ヘッジ有効性評価の方法

同左

８　その他財務諸表作成の

　ための重要な事項

(1）消費税等の会計処理

　税抜方式によっております。

(1）消費税等の会計処理

同左
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会計処理方法の変更

前事業年度
（平成17年１月１日から
平成17年12月31日まで）

当事業年度
（平成18年１月１日から
平成18年12月31日まで）

 ────── 

 

（貸借対照表）

 １.　役員賞与に関する会計基準

　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。

　これによる損益に与える影響はありません。 

 ２．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）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。

 従来の資本の部の合計に相当する金額は47,690百万円

であります。

 なお、連結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

の連結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

前事業年度
（平成17年１月１日から
平成17年12月31日まで）

当事業年度
（平成18年１月１日から
平成18年12月31日まで）

（損益計算書）

前期まで営業外収益の「その他」に含めて表示してお

りました「寄付金」は、営業外費用の100分の10を超えた

ため区分掲記しております。

なお、前期における「寄付金」の金額は13百万円であ

ります。

 ────── 

 

追加情報

前事業年度
（平成17年１月１日から
平成17年12月31日まで）

当事業年度
（平成18年１月１日から
平成18年12月31日まで）

　外形標準課税  ────── 

 「地方税法等の一部を改正する法律」(平成15年法律第9

号)が平成15年３月31日に公布され、平成16年４月１日以

後に開始する事業年度より外形標準課税制度が導入された

ことに伴い、当期から「法人事業税における外形標準課税

部分の損益計算書上の表示についての実務上の取扱い」

(平成16年２月13日　企業会計基準委員会　実務対応報告

第12号)に従い法人事業税の付加価値割および資本割につ

いては、販売費および一般管理費（150百万円）に計上し

ております。 
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注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度
（平成17年12月31日）

当事業年度
（平成18年12月31日）

※１　関係会社に対する資産および負債は次のとおりであ

ります。

※１　関係会社に対する資産および負債は次のとおりであ

ります。

科目 金額

売掛金 1,612百万円

短期貸付金 253　〃

未収入金 38　〃

固定化営業債権 413　〃

買掛金 324　〃

未払金 206　〃

得意先預り金 2　〃

科目 金額

売掛金     1,736百万円

短期貸付金 437　〃

未収入金 23　〃

固定化営業債権 353　〃

買掛金 358　〃

未払金 214　〃

得意先預り金 1　〃

※２　次の資産を担保に供しております。 ※２　次の資産を担保に供しております。

有形固定資産  

（担保物件） （対応する債務）

流山、藤沢、八代の各工場の
建物、構築物、機械装置、工
具器具備品、土地により組成
した各工場財団

三菱ＵＦＪ信託銀
行からの短期借入
金

4百万円

（平成17年末帳簿価額合計
184百万円）

 

有形固定資産  

（担保物件） （対応する債務）

流山、藤沢、八代の各工場の
建物、構築物、機械装置、工
具器具備品、土地により組成
した各工場財団

三菱ＵＦＪ信託銀
行からの短期借入
金

4百万円

（平成18年末帳簿価額合計
  175百万円）
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前事業年度
（平成17年12月31日）

当事業年度
（平成18年12月31日）

※３　授権株式数は普通株式488,419,000株で発行済株式

数は普通株式133,689,303株であります。

　ただし、自己株式の消却が行われた場合には、これ

に相当する株式数を減ずることができる旨を定款で定

めております。

※３　授権株式数は普通株式488,419,000株で発行済株式

数は普通株式133,689,303株であります。

　ただし、自己株式の消却が行われた場合には、これ

に相当する株式数を減ずることができる旨を定款で定

めております。

※４　当社が保有する自己株式の数は、普通株式296,072

株であります。

※４　当社が保有する自己株式の数は、普通株式364,529

株であります。

※５　偶発債務

　下記会社等の金融機関借入金に対し保証を行ってお

ります。

※５　偶発債務

　下記会社等の金融機関借入金に対し保証を行ってお

ります。

保証先 保証額

サンバイオ㈱ 511百万円

従業員（提携カードローン） 64　〃

従業員（住宅貸付金） 225　〃

合計 802百万円

保証先 保証額

サンバイオ㈱    282百万円

㈱葡萄ラボ 42　〃

従業員（提携カードローン） 60　〃

従業員（住宅貸付金） 205　〃

合計    591百万円

※６　決算期末日満期手形の会計処理は、手形交換日を

もって決済処理しております。なお、当決算期末日が

金融機関の休日であったため次の決算期末日満期手形

が決算期末日残高に含まれております。

※６　決算期末日満期手形の会計処理は、手形交換日を

もって決済処理しております。なお、当決算期末日が

金融機関の休日であったため次の決算期末日満期手形

が決算期末日残高に含まれております。

受取手形 362百万円

支払手形 1百万円 

設備関係支払手形 171百万円 

受取手形 407百万円

※７　当社は平成17年12月に藤沢工場、川崎物流セン

ター、八代工場で取得した資産の一部について圧縮記

帳を行っております。収用により取得価額から直接控

除した当期圧縮記帳額は、1,055百万円であり、国庫

補助金等により有形固定資産の取得価額から直接控除

した圧縮記帳額は、68百万円であります。

※７　当社は平成18年12月に苫小牧工場、川崎物流セン

ター、藤沢工場、軽井沢工場、勝沼工場、日光工場、

磐田工場、八代工場、生物資源研究所、酒類研究所で

取得した資産の一部について圧縮記帳を行っておりま

す。収用により取得価額から直接控除した当期圧縮記

帳額は、1,710百万円であり、国庫補助金等により有

形固定資産の取得価額から直接控除した圧縮記帳額は、

60百万円であります。

※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は908百万円であ

ります。

※８　　　　　　　  ────── 

 

※９　自己株式消却

消却株式数 11,581,000株

消却した株式の取得価額の総額 3,228百万円 

※９                ──────
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（損益計算書関係）

前事業年度
（平成17年１月１日から
平成17年12月31日まで）

当事業年度
（平成18年１月１日から
平成18年12月31日まで）

※１　関係会社との主な取引は次のとおりであります。 ※１　関係会社との主な取引は次のとおりであります。

受取配当金 1,360百万円 受取配当金 234百万円

※２　販売費と一般管理費のおおよその割合は販売費60

　％一般管理費40％であります。

　販売費および一般管理費のうち、主要な費目および

金額は次のとおりであります。

※２　販売費と一般管理費のおおよその割合は販売費60％

一般管理費40％であります。

　販売費および一般管理費のうち、主要な費目および

金額は次のとおりであります。

販売促進費 5,342百万円

支払運賃 4,453　〃

広告宣伝費 1,509　〃

保管料 1,860　〃

人件費 5,820　〃

賞与引当金繰入額 281　〃

退職給付費用 436　〃

役員退職慰労引当金繰入額 52　〃

減価償却費 346　〃

手数料 1,482　〃

賃借料 1,077　〃

試験研究費 813　〃

たな卸資産処分損 443　〃

販売促進費 5,290百万円

支払運賃 4,281  〃

広告宣伝費 1,419  〃

保管料 1,829  〃

人件費 5,841  〃

賞与引当金繰入額 240　〃

退職給付費用 480　〃

役員退職慰労引当金繰入額 70　〃

減価償却費 265　〃

手数料 1,537  〃

賃借料 1,088  〃

試験研究費 839　〃

たな卸資産処分損 394  〃

※３　固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。 ※３　固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。

寮・社宅他 212百万円

工場土地売却他 3,396百万円

寮・社宅他    2百万円

工場土地売却他      4,864百万円

※４　固定資産処分損の内訳は、次のとおりであります。 ※４　固定資産処分損の内訳は、次のとおりであります。

建物・構築物処分損 33百万円

機械装置処分損 184　〃

その他有形固定資産処分損 8　〃

解体費、その他 341　〃

合計 568百万円

建物・構築物処分損   689百万円

機械装置処分損 349　〃

その他有形固定資産処分損 52　〃

解体費、その他 148　〃

合計    1,239百万円

※５　その他の内訳は、次のとおりであります。 ※５　その他の内訳は、次のとおりであります。

会員権評価損 0百万円

出資金評価損 1　〃

会員権評価損  30百万円

※６　一般管理費および当期製造費用に含まれる研究開発

費は、次のとおりであります。

※６　一般管理費および当期製造費用に含まれる研究開発

費は、次のとおりであります。

一般管理費 813百万円

当期製造費用 36　〃

合計 849百万円

一般管理費    839百万円

当期製造費用 34　〃

合計    873百万円
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（株主資本等変動計算書関係）

当事業年度（平成18年１月１日から　平成18年12月31日まで）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

前期末株式数
（株）

当期増加株式数
（株）

当期減少株式数
（株）

当期末株式数
（株）

自己株式

普通株式 296,072 74,103 5,646 364,529

合計 296,072 74,103 5,646 364,529

（リース取引関係）

前事業年度
（平成17年１月１日から
平成17年12月31日まで）

当事業年度
（平成18年１月１日から
平成18年12月31日まで）

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

および期末残高相当額

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額

および期末残高相当額

 
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）

車輌運搬具 17 11 6

工具器具備品 944 699 244

無形固定資産 52 43 8

合計 1,014 755 259

 
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）

車輌運搬具 24 8 16

工具器具備品 529 277 252

無形固定資産 11 9 2

合計 566 295 270

(2）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年以内 133百万円

１年超 126　〃

合計 259百万円

１年以内    107百万円

１年超 162　〃

合計    270百万円

なお、未経過リース料期末残高相当額の有形固定資産

および無形固定資産の期末残高等に対する比率が低い

ため、「支払利子込み法」により算定しております。

なお、未経過リース料期末残高相当額の有形固定資産

および無形固定資産の期末残高等に対する比率が低い

ため、「支払利子込み法」により算定しております。

(3）支払リース料および減価償却費相当額 (3）支払リース料および減価償却費相当額

支払リース料 248百万円

減価償却費相当額 248百万円

支払リース料    138百万円

減価償却費相当額    138百万円

(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、残存価格を零とする定額

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

２　オペレーティング・リース取引  

未経過リース料

１年以内 11百万円

１年超 11　〃

合計 23百万円

２　オペレーティング・リース取引  

未経過リース料

１年以内   17百万円

１年超 31　〃

合計   48百万円
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（有価証券関係）

前事業年度（平成17年12月31日現在）および当事業年度（平成18年12月31日現在）

　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。

（税効果会計関係）

前事業年度
（平成17年12月31日）

当事業年度
（平成18年12月31日）

１　繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

１　繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

（繰延税金資産（流動））  

割戻し金否認額 12百万円

賞与引当金繰入限度超過額 156　〃

たな卸資産評価減否認額 780　〃

未払金否認額 29　〃

繰延税金資産（流動）合計 978百万円

繰延税金負債（流動）との相殺額 △14百万円

　繰延税金資産（流動）純額 964百万円

（繰延税金資産（流動））  

割戻し金否認額   10百万円

賞与引当金繰入限度超過額 134　〃

たな卸資産評価減否認額 1,093　〃

未払金否認額 434　〃

未払事業税 55　〃

繰延税金資産（流動）合計 1,727百万円

繰延税金負債（流動）との相殺額   △5百万円

　繰延税金資産（流動）純額    1,721百万円

（繰延税金資産（固定））  

貸倒引当金繰入限度超過額 183百万円

役員退職慰労引当金 204　〃

減損損失 675　〃

会員権評価減否認額 32　〃

投資有価証券評価減否認額 25　〃

その他 0　〃

繰延税金資産（固定）小計 1,122百万円

評価性引当額 △251百万円

繰延税金資産（固定）合計 871百万円

繰延税金負債（固定）との相殺額 △871百万円

繰延税金資産（固定）純額 －百万円

（繰延税金資産（固定））  

貸倒引当金繰入限度超過額    174百万円

役員退職慰労引当金 224　〃

減損損失 646　〃

会員権評価減否認額 31　〃

投資有価証券評価減否認額 35　〃

その他 1　〃

繰延税金資産（固定）小計  1,114百万円

評価性引当額    △283百万円

繰延税金資産（固定）合計    831百万円

繰延税金負債（固定）との相殺額    △831百万円

繰延税金資産（固定）純額 －百万円

（繰延税金負債（流動））  

未収事業税 14百万円

繰延税金負債（流動）合計額 14百万円

繰延税金資産（流動）との相殺額 △14百万円

　繰延税金負債（流動）純額 －百万円

（繰延税金負債（流動））  

繰延ヘッジ損益   5百万円

繰延税金負債（流動）合計額   5百万円

繰延税金資産（流動）との相殺額   △5百万円

　繰延税金負債（流動）純額 －百万円

（繰延税金負債（固定））  

前払年金費用 721百万円

固定資産圧縮積立金 417　〃

その他有価証券評価差額金 623　〃

繰延税金負債（固定）合計額 1,762百万円

繰延税金資産（固定）との相殺額 △871百万円

繰延税金負債（固定）純額 891百万円

（繰延税金負債（固定））  

前払年金費用    704百万円

固定資産圧縮積立金 1,884　〃

その他有価証券評価差額金 425　〃

繰延税金負債（固定）合計額  3,013百万円

繰延税金資産（固定）との相殺額 △831百万円

繰延税金負債（固定）純額   2,182百万円
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前事業年度
（平成17年12月31日）

当事業年度
（平成18年12月31日）

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％

（調整内容）  

交際費等永久に損金に算入されない

項目
3.6

受取配当金等永久に益金に算入され

ない項目
△14.9

外国税額控除 △1.7

住民税均等割等 1.5

研究開発減税 △2.3

評価性引当額 △0.6

その他 0.1

税効果会計適用後の法人税等の負

担率
26.5％

法定実効税率 40.7％

（調整内容）  

交際費等永久に損金に算入されない

項目
3.8

受取配当金等永久に益金に算入され

ない項目
△0.7

外国税額控除 △3.8

住民税均等割等 1.7

研究開発減税 △2.7

評価性引当額 1.1

その他 0.6

税効果会計適用後の法人税等の負

担率
40.7％

（１株当たり情報）

前事業年度
（平成17年１月１日から

平成17年12月31日まで）

当事業年度
（平成18年１月１日から
平成18年12月31日まで）

１株当たり純資産額 351円43銭

１株当たり当期純利益 16円80銭

１株当たり純資産額    357円76銭

１株当たり当期純利益 13円43銭

　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。

　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。

　（追加情報）

　「１株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」

（企業会計基準適用指針第４号）が平成18年１月31日付で

改正されたことに伴い、当事業年度から繰延ヘッジ損益

（税効果調整後）の金額を普通株式に係る当事業年度末の

純資産額に含めております。

　なお、前事業年度末において採用していた方法により算

定した当事業年度末の１株当たり純資産額は、357円70銭

であります。

（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。

 
前事業年度

（平成17年１月１日から
平成17年12月31日まで）

当事業年度
（平成18年１月１日から
平成18年12月31日まで）

当期純利益（百万円） 2,344 1,790

普通株主に帰属しない金額（百万円） 24 －

（うち利益処分による役員賞与金） (24) －

普通株式に係る当期純利益（百万円） 2,320 1,790

普通株式の期中平均株式数（千株） 138,107 133,370

（重要な後発事象）

 該当事項はありません。
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７．代表取締役等の異動
代表取締役を含む役員の異動は、平成19年２月７日開示済みです。
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