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１．四半期財務情報の作成等に係る事項

 

①　会計処理の方法における簡便な方法の採用の　：有　 法人税等の計上基準に簡便的な方法を採用しております。

　　有無　

②　最近連結会計年度からの会計処理方法の変更　：無　　

    の有無

③　連結および持分法の適用範囲の異動の有無　　：無　  

 （百万円未満切捨）

２．平成19年12月期第１四半期の財務・業績概況（平成19年１月１日～平成19年３月31日）

(1）経営成績（連結）の進捗状況  

売上高 営業利益 経常利益 四半期（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年12月期第１四半期 21,258 10.2 △793 － △771 － △376 －

18年12月期第１四半期 19,295 △3.5 △1,254 － △1,203 － △773 －

（参考）18年12月期 99,587 0.6 1,448 △44.2 1,558 △41.8 1,860 32.0

１株当たり四半期
（当期）純利益

潜在株式調整後
１株当たり四半期
（当期）純利益

 円　銭  円　銭

19年12月期第１四半期  △2.82  －

18年12月期第１四半期  △5.80  －

（参考）18年12月期  13.96  －

　（注）　売上高、営業利益、経常利益、四半期（当期）純利益におけるパーセント表示は、対前年同四半期比増減率

　〔経営成績（連結）の進捗状況に関する定性的情報等〕

　当第１四半期（平成19年１月１日から３月31日まで）の連結売上高は、21,258百万円（前年同期比10.2％増）となり

ました。利益につきましては、連結営業損失は793百万円、連結経常損失は771百万円、連結純損失は376百万円となりま

した。

　【酒類事業】

　（洋酒部門）

　国産ワイン市場は、堅調に推移しました。当社グループの国産ワイン全体では、前年同期の売上を大きく上回りま

した。特に健康系デイリーワインの「おいしい酸化防止剤無添加ワイン」は、「ボン・ルージュ」とともに話題の“野

菜ソムリエ”とタイアップした無農薬野菜などが当たるキャンペーンを展開し、前年同期の売上を大きく上回りまし

た。また、ワイン市場の活性化を狙い、若い世代をターゲットとしたワインに果汁をブレンドしたカジュアルで飲み

やすい新製品「サングリア・ポコ　バレンシアオレンジ」、「同　ピーチ」を３月上旬に発売しました。さらにシニ

ア世代向けには、健康・機能性を全面に押し出し、ポリフェノールの一種“リスベラトロール”やアミノ酸の一種“ギャ

バ”を豊富に含み、まろやかな口当たりに仕上げた「自然の恵み　黒ぶどう酒」、「同　金ぶどう酒」を３月下旬に

発売し、どちらの製品も順調な滑り出しとなりました。

　輸入ワイン市場は、懸念されたボージョレ・ヌーヴォーの店頭在庫の影響はなく、中高級ワインを中心に順調に推

移しました。当社グループでは、フランス、チリ、オーストラリアをはじめとした主要輸入ワインの売上が前年同期

を上回りました。特にチリNo.１ワインメーカー、コンチャ・イ・トロ社の「サンライズ」は、スクリューキャップを

採用したリニューアルや“サンライズ　ハッピーグッズプレゼント”キャンペーンを展開し、大幅に売上を伸ばしま
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した。また、加工用酒類分野では米国産牛肉の輸入再開などにより、調理用ワインが順調に推移しました。市場の回

復や各種販売施策の成功もあり、ワイン全体の売上は前年同期を大きく上回りました。

　低アルコール飲料市場は、価格競争が厳しくなるなか、前年を下回り推移しました。当社グループでは、「こだわ

り・品質」の基幹製品「本搾りチューハイ」や「ギュギュッと搾った。フルーツのお酒」をリニューアルし、さらに

アイテム追加を行ったものの、全体としては前年同期を下回りました。

　梅酒市場は業務用を中心に伸びており、当社グループでも紀州和歌山産完熟梅のピューレを加えたにごりタイプの

「あらごしにごり梅酒」、カロリー５０％カット(当社比)の「かろやか梅酒」をそれぞれ３月下旬に新発売し、順調

に売上を伸ばしました。梅酒全体では前年同期を上回りました。デ・カイパー社のリキュールは、「ピーチツリー」

が前年同期を下回り、輸入ウイスキー類も低迷を脱することができず前年同期を割込みました。

 

　（和酒部門）

  焼酎市場は、甲類焼酎から乙類・甲乙混和焼酎への消費移行が進みました。特に甲乙混和焼酎は順調に売上を伸ば

し前年を上回りました。当社グループでは、甲類・乙類焼酎ともに販売数量を追い求めず、市場の低価格競争から一

線を画した付加価値の高い商品の販売に努めましたが、前年同期を下回りました。甲乙混和焼酎は市場を反映し、昨

年発売した「いも焼酎　火唐(ぽから)黒パック」が好調に推移しましたが、焼酎全体では前年同期を下回る結果とな

りました。

　その他の和酒では、合成清酒が昨年の酒税改定前の仮需の影響で前年同期を大きく下回りました。紹興酒「古越龍

山」主体の中国酒は、業務用市場の低迷が続くなか健闘し、前年同期を上回りました。

　加工用酒類市場は、当期も暖冬による冬物商材の消費低迷が続き、みりんの売上に影響を及ぼしましたが、アルコー

ル製剤が昨年からの好調を維持し売上を伸ばし、加工用酒類全体では前年同期を上回りました。

　アルコール事業は、他社との価格競争が激化するなか、酒類原料用アルコール、工業用アルコール共に販売が順調

に推移し、アルコール事業全体では前年同期を大きく上回りました。

 

　これらの結果、酒類事業の売上高は、15,758百万円（前年同期比8.3％増）となりました。

　【医薬・化学品事業】

  抗生物質「ジョサマイシン」は、中国・欧州向けが堅調に推移しました。抗腫瘍性抗生物質「ピラルビシン」は前

年同期に前倒しによる集中出荷があった影響と国内向けおよび中国向けが減少したことにより、前年同期を大きく下

回りました。その他の制癌剤は、前年同期を上回りましたが、動物薬、溶剤は下回りました。

　  これらの結果、医薬・化学品事業の売上高は、1,266百万円（前年同期比8.2％減）となりました。

　【飼料事業】

畜産部門の配合飼料は、生乳減産による市場低迷のなか、畜産農家密着型の販売活動と原料高騰にともなう値上げ

効果、および４月からの再値上げに対する仮需が影響し、前年同期の売上を大きく上回りました。サプリメントは、

生乳減産の影響により、需要が伸びず前年同期を大きく下回りました。水産部門では、真鯛および銀鮭用の主力製品

「ソフトＥＰ」が高水温による魚餌摂取量の増加と相場の安定により好調に推移し、前年同期を大幅に上回りました。

　これらの結果、飼料事業の売上高は、3,709百万円（前年同期比25.2％増）となりました。

　【その他】

　その他の事業の売上高は、524百万円（前年同期比30.3％増）となりました。

(2）財政状態（連結）の変動状況

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

19年12月期第１四半期 87,139 47,937 54.7  357.70

18年12月期第１四半期 82,364 46,035 55.9  345.35

（参考）18年12月期 95,418 48,887 50.9  364.63
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 （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

現金および現金
同等物期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

19年12月期第１四半期 2,815 △1,875 △636 5,520

18年12月期第１四半期 4,243 △1,953 △652 5,484

（参考）18年12月期 1,952 △2,449 1,831 5,214

　〔財政状態（連結）の変動状況に関する定性的情報等〕

　当第１四半期末の総資産は、売上債権・たな卸資産の増加等により、前年同期に比べて4,774百万円増加し、87,139百

万円となりました。純資産につきましては、その他有価証券評価差額金の減少、および為替換算調整勘定の増加等によ

り、前年同期に比べて1,901百万円増加し、47,937百万円となりました。この結果、自己資本比率は、前年同期末の

55.9％から54.7％となりました。

 

 　〔 キャッシュフローの状況〕　

　　当第１四半期における各キャッシュ・フロ－の状況とそれらの要因は次のとおりであります。

　（営業キャッシュ・フロー）

　　主として、売上債権の減少などにより、営業活動の結果獲得した資金は2,815百万円（前年同期比33.6％減）となり

　　ました。

　（投資キャッシュ・フロー）

　　投資活動の結果使用した資金は1,875百万円（前年同期比4.0％減）となりました。

　（財務キャッシュ・フロー）

　　財務活動の結果使用した資金は636百万円（前年同期比2.5％減）となりました。

 ［参考］

業績予想

　当社グループの売上高および利益につきましては、第４四半期の比重が大きいといった特性があることなどから、現

時点において２月に発表した業績予想に修正はありません。

　　但し、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協議をかさねており、予想数値は、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、大幅に異なる可能性が

あることをご承知おきください。

以　上
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１．（要約）四半期連結貸借対照表

前年同四半期
平成18年３月31日

当四半期
平成19年３月31日

（参考）
前連結会計年度
平成18年12月31日

区分 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

現金および預金 5,513 5,551 5,245

受取手形および
売掛金

21,655 23,861 34,134

たな卸資産 19,237 21,424 19,844

その他 4,116 4,500 4,330

流動資産合計 50,524 61.3 55,338 63.5 63,553 66.6

Ⅱ　固定資産

有形固定資産 21,054 25.6 21,646 24.8 21,958 23.0

無形固定資産 2,016 2.5 2,042 2.4 2,048 2.2

投資その他の資産 8,769 10.6 8,110 9.3 7,858 8.2

固定資産合計 31,840 38.7 31,800 36.5 31,864 33.4

資産合計 82,364 100.0 87,139 100.0 95,418 100.0

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

支払手形および
買掛金

5,912 7,405 7,978

短期借入金 5,445 5,632 5,531

１年内返済予定
長期借入金

55 16 22

未払金 7,082 6,848 12,212

その他 9,566 7,236 8,353

流動負債合計 28,063 34.1 27,139 31.2 34,098 35.8

Ⅱ　固定負債

長期借入金 6,152 9,102 9,119

退職給付引当金 189 165 181

役員退職慰労引当金 515 169 575

その他 1,185 2,624 2,556

固定負債合計 8,043 9.8 12,061 13.8 12,432 13.0

負債合計 36,106 43.8 39,201 45.0 46,530 48.8

（少数株主持分）

少数株主持分 222 0.3 － － － －
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前年同四半期
平成18年３月31日

当四半期
平成19年３月31日

（参考）
前連結会計年度
平成18年12月31日

区分 金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（資本の部）

Ⅰ　資本金 20,972 25.5 － － － －

Ⅱ　資本剰余金 16,825 20.4 － － － －

Ⅲ　利益剰余金 7,475 9.1 － － － －

Ⅳ　その他有価証券評価
差額金

822 1.0 － － － －

Ⅴ　為替換算調整勘定 39 0.0 － － － －

Ⅵ　自己株式 △100 △0.1 － － － －

資本合計 46,035 55.9 － － － －

負債、少数株主持分
および資本合計

82,364 100.0 － － － －

（純資産の部）       

Ⅰ　株主資本       

資本金 － － 20,972 24.1 20,972 22.0

資本剰余金 － － 16,834 19.3 16,834 17.6

利益剰余金 － － 9,066 10.4 10,109 10.6

自己株式 － － △116 △0.1 △108 △0.1

株主資本合計 － － 46,757 53.7 47,807 50.1

Ⅱ　評価・換算差額等       

その他有価証券評価
差額金

－ － 733 0.8 644 0.7

繰延ヘッジ損益 － － 16 0.0 7 0.0

為替換算調整勘定 － － 170 0.2 149 0.1

評価・換算差額等合計 － － 920 1.0 802 0.8

Ⅲ　少数株主持分   259 0.3 277 0.3

純資産合計 － － 47,937 55.0 48,887 51.2

負債、純資産合計 － － 87,139 100.0 95,418 100.0
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２．（要約）四半期連結損益計算書

前年同四半期
（平成18年１月１日から
平成18年３月31日まで）

当四半期
（平成19年１月１日から
平成19年３月31日まで）

（参考）
前連結会計年度

（平成18年１月１日から
平成18年12月31日まで）

区分 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 19,295 100.0 21,258 100.0 99,587 100.0

Ⅱ　売上原価 13,766 71.3 15,622 73.5 70,863 71.2

売上総利益 5,528 28.7 5,636 26.5 28,724 28.8

Ⅲ　販売費および一般管理
費

6,783 35.2 6,429 30.2 27,275 27.3

営業利益または
営業損失（△）

△1,254 △6.5 △793 △3.7 1,448 1.5

Ⅳ　営業外収益 96 0.5 104 0.5 379 0.4

Ⅴ　営業外費用 44 0.2 81 0.4 269 0.3

経常利益または
経常損失（△）

△1,203 △6.2 △771 △3.6 1,558 1.6

Ⅵ　特別利益 30 0.1 99 0.4 4,984 5.0

Ⅶ　特別損失 92 0.5 5 0.0 3,198 3.2

税金等調整前四半期
（当期）純利益
または四半期純損失
（△）

△1,265 △6.6 △676 △3.2 3,344 3.4

税金費用 △493 △2.6 △282 △1.3 1,425 1.4

少数株主利益または
少数株主損失（△）

1 0.0 △17 △0.1 57 0.1

四半期（当期）
純利益または四半期
純損失（△）

△773 △4.0 △376 △1.8 1,860 1.9
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３．（要約）四半期連結株主資本等変動計算書

当第１四半期連結会計期間（平成19年１月１日から　平成19年３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

平成18年12月31日　残高

（百万円）
20,972 16,834 10,109 △108 47,807

第１四半期中の変動額

剰余金の配当 － － △666 － △666

四半期純利益 － － △376 － △376

自己株式の取得 － － － △7 △7

自己株式の処分 － 0 － 0 0

株主資本以外の項目の

第１四半期中の変動額（純額）
－ － － － －

第１四半期中の変動額合計

（百万円）
－ 0 △1,042 △7 △1,050

平成19年３月31日　残高

（百万円）
20,972 16,834 9,066 △116 46,757

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

繰延ヘッジ損益
為替換算
調整勘定

評価・換算
差額等合計

平成18年12月31日　残高

（百万円）
644 7 149 802 277 48,887

第１四半期中の変動額

剰余金の配当 － － － － － △666

四半期純利益 － － － － － △376

自己株式の取得 － － － － － △7

自己株式の処分 － － － － － 0

株主資本以外の項目の

第１四半期中の変動額（純額）
88 8 20 117 △17 100

第１四半期中の変動額合計

（百万円）
88 8 20 117 △17 △950

平成19年３月31日　残高

（百万円）
733 16 170 920 259 47,937
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（参考）前連結会計年度の連結株主資本等変動計算書（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

平成17年12月31日　残高

(百万円) 
20,972 16,825 8,941 △131 46,609

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当 － － △666 － △666

利益処分による役員賞与 － － △26 － △26

当期純利益 － － 1,860 － 1,860

自己株式の取得 － － － △25 △25

自己株式の処分 － 8 － 47 56

株主資本以外の項目の

連結会計年度中の変動額(純額)
－ － － － －

連結会計年度中の変動額合計

(百万円) 
－ 8 1,167 22 1,198

平成18年12月31日　残高

(百万円) 
20,972 16,834 10,109 △108 47,807

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

繰延ヘッジ損益
為替換算
調整勘定

評価・換算
差額等合計

平成17年12月31日　残高

(百万円) 
956 － 26 983 52 47,644

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当 － － － － － △666

利益処分による役員賞与 － － － － － △26

当期純利益 － － － － － 1,860

自己株式の取得 － － － － － △25

自己株式の処分 － － － － － 56

株主資本以外の項目の

連結会計年度中の変動額(純額)
△312 7 123 △181 225 44

連結会計年度中の変動額合計

(百万円) 
△312 7 123 △181 225 1,243

平成18年12月31日　残高

(百万円) 
644 7 149 802 277 48,887

－ 8 －



４．（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

前年同四半期
（平成18年１月１日から
平成18年３月31日まで）

当四半期
（平成19年１月１日から
平成19年３月31日まで）

（参考）
前連結会計年度

（平成18年１月１日から
平成18年12月31日まで）

区分 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

税金等調整前四半期（当
期）純利益または四半期
純損失（△）

△1,265 △676 3,344

減価償却費 615 731 2,760

売上債権の減少額 12,507 10,274 33

たな卸資産の増加額 △1,875 △1,568 △2,418

仕入債務の増加・減少額
（△）

△1,118 △571 946

その他 △4,565 △4,926 △2,592

小計 4,297 3,261 2,074

法人税等の支払額 △53 △446 △121

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

4,243 2,815 1,952

Ⅱ　投資活動によるキャッ
シュ・フロー

定期預金の純収支 △20 △0 △21

有価証券・投資有価証券
の純収支

90 136 39

有形固定資産の純収支 △1,232 △1,797 △1,361

子会社追加取得による純
収支

23 － 23

貸付金の純収支 △90 △50 △56

利息および配当金の
受取額

3 9 99

その他 △727 △172 △1,172

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

△1,953 △1,875 △2,449

－ 9 －



前年同四半期
（平成18年１月１日から
平成18年３月31日まで）

当四半期
（平成19年１月１日から
平成19年３月31日まで）

（参考）
前連結会計年度

（平成18年１月１日から
平成18年12月31日まで）

区分 金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円）

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

借入金の純収支 42 81 2,739

自己株式による純収支 △2 △7 △23

配当金の支払額 △666 △666 △666

利息の支払額 △24 △43 △217

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

△652 △636 1,831

Ⅳ　現金および現金同等物に係
る換算差額

0 2 34

Ⅴ　現金および現金同等物の増
加・減少（△）額

1,638 306 1,368

Ⅵ　現金および現金同等物の期
首残高

3,845 5,214 3,845

Ⅶ　現金および現金同等物の期
末残高

5,484 5,520 5,214

－ 10 －



５．セグメント情報

［事業の種類別セグメント情報］

 

前第１四半期（平成18年１月１日から　平成18年３月31日まで）

酒類
（百万円）

医薬・
化学品

（百万円）

飼料
（百万円）

その他
（百万円）

計
（百万円）

消去また
は全社
（百万円）

連結
（百万円）

売上高および営業損益

売上高

(1）外部顧客に対する

売上高
14,550 1,379 2,962 402 19,295 － 19,295

(2）セグメント間の内部

売上高
－ － － － － － －

計 14,550 1,379 2,962 402 19,295 － 19,295

営業費用 15,986 1,181 2,971 410 20,550 － 20,550

営業利益または営業損失（△） △1,436 198 △9 △7 △1,254 － △1,254

当第１四半期（平成19年１月１日から　平成19年３月31日まで）

酒類
（百万円）

医薬・
化学品

（百万円）

飼料
（百万円）

その他
（百万円）

計
（百万円）

消去また
は全社
（百万円）

連結
（百万円）

売上高および営業損益

売上高

(1）外部顧客に対する

売上高
15,758 1,266 3,709 524 21,258 － 21,258

(2）セグメント間の内部

売上高
0 － － 62 62 (62) －

計 15,758 1,266 3,709 587 21,321 (62) 21,258

営業費用 16,760 1,133 3,732 486 22,113 (60) 22,052

営業利益または営業損失（△） △1,002 132 △22 100 △792 (1) △793

－ 11 －



前連結会計年度（平成18年１月１日から　平成18年12月31日まで）

 
酒類

（百万円）

医薬・
化学品

（百万円）

飼料
（百万円）

その他
（百万円）

計
（百万円）

消去また
は全社
（百万円）

連結
（百万円）

Ⅰ　売上高および営業損益        

売上高        

(1）外部顧客に対する

　　売上高
78,150 5,461 13,761 2,213 99,587 － 99,587

(2）セグメント間の内部

売上高
0 － － 900 901 (901) －

計 78,151 5,461 13,761 3,114 100,489 (901) 99,587

営業費用 77,817 4,891 13,404 2,925 99,039 (899) 98,139

営業利益 333 570 357 188 1,450 (1) 1,448

Ⅱ　資産、減価償却費

　　および資本的支出
       

資産 62,499 6,553 11,464 1,696 82,214 13,203 95,418

減価償却費 1,819 304 283 47 2,454 306 2,760

資本的支出 6,312 860 302 30 7,506 646 8,153

－ 12 －



生産、受注および販売の状況

　１．生産実績

　　当第１四半期における生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称
当四半期

（平成19年１月１日から
平成19年３月31日まで）

 
　　　前年同期比（％） 

 

酒類（百万円） 10,702 △2.1

医薬・化学品（百万円） 735 14.5

飼料（百万円） 2,799 30.0

合計（百万円） 14,237 3.7

　（注）１　金額は、販売価格によっております。

２　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

 

　２．受注状況

　　当社グループ（当社および連結子会社）では受注生産はほとんど行っていないため、記載しておりません。

 

　３．販売実績

　　当第１四半期における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称
当四半期

（平成19年１月１日から
平成19年３月31日まで）

 
　　　前年同期比（％） 

 

酒類（百万円） 15,758 8.3

医薬・化学品（百万円） 1,266 △8.2

飼料（百万円） 3,709 25.2

その他（百万円） 524 30.3

合計（百万円） 21,258 10.2

　（注）　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。また、セグメント間の取引は除外しております。

－ 13 －


