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１．平成19年６月中間期の連結業績（平成19年１月１日～平成19年６月30日）

(1) 連結経営成績 （％表示は対前年中間期増減率）

売 上 高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年６月中間期 120,649 7.3 3,107 △12.3 2,725 △15.2 1,614 1.8

18年６月中間期 112,488 2.3 3,541 10.4 3,214 11.8 1,586 4.1

18年12月期 231,567 － 10,070 － 9,384 － 4,022 －

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

円 銭 円 銭

19年６月中間期 30 70 － －

18年６月中間期 30 17 － －

18年12月期 76 50 － －

（参考）持分法投資損益 19年６月中間期 － 百万円 18年６月中間期 － 百万円 18年12月期 － 百万円

(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

19年６月中間期 130,907 32,892 25.1 625 56

18年６月中間期 116,049 29,485 25.4 560 75

18年12月期 117,678 31,561 26.8 600 23

（参考）自己資本 19年６月中間期 32,892 百万円 18年６月中間期 29,485 百万円 18年12月期 31,561 百万円

(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

19年６月中間期 459 △2,426 △1,661 5,580

18年６月中間期 △2,283 △3,700 △85 1,279

18年12月期 8,671 △5,810 △1,001 9,209

２．配当の状況

１株当たり配当金

（基準日） 中間期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭

18年12月期 6 00 6 00 12 00

19年12月期 6 00 －

19年12月期（予想） － 6 00 12 00

３．平成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）

（％表示は対前期増減率）

売 上 高 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通 期 244,000 5.4 10,500 4.3 9,800 4.4 5,300 31.8 100 80
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４．その他

(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）　無

(2) 中間連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（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に記載されるもの）

①　会計基準等の改正に伴う変更　有

②　①以外の変更　　　　　　　　無

（注）詳細は、15ページ「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」をご覧ください。

(3) 発行済株式数（普通株式）

①　期末発行済株式数

（自己株式を含む）
19年６月中間期 52,585,000株 18年６月中間期 52,585,000株 18年12月期52,585,000株

②　期末自己株式数 19年６月中間期 3,366株 18年６月中間期 3,034株 18年12月期 3,266株

（注）１株当たり中間（当期）純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、26ページ「１株当たり情報」

をご覧ください。

（参考）個別業績の概要

１．平成19年６月中間期の個別業績（平成19年１月１日～平成19年６月30日）

(1) 個別経営成績 （％表示は対前年中間期増減率）

売 上 高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年６月中間期 112,886 7.3 2,959 △26.9 2,578 △30.9 1,451 △30.3

18年６月中間期 105,216 2.3 4,047 6.5 3,731 7.7 2,081 8.4

18年12月期 215,966 － 10,477 － 9,811 － 4,439 －

１株当たり中間
（当期）純利益

円 銭

19年６月中間期 27 60

18年６月中間期 39 58

18年12月期 84 43

(2) 個別財政状態

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

19年６月中間期 131,927 33,587 25.5 638 77

18年６月中間期 117,224 30,421 26.0 578 55

18年12月期 118,243 32,418 27.4 616 54

（参考）自己資本 19年６月中間期 33,587 百万円 18年６月中間期 30,421 百万円 18年12月期 32,418 百万円

２．平成19年12月期の個別業績予想（平成19年１月１日～平成19年12月31日）

（％表示は対前期増減率）

売 上 高 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通 期 227,500 5.3 10,000 △4.6 9,300 △5.2 4,800 8.1 91 29

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

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おります。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、４ページ「１．経営成績

(１)経営成績に関する分析」を参照してください。

なお、当期の業績見通しについて、平成19年２月６日に発表した業績予想を修正しております。
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１．経営成績
(1) 経営成績に関する分析

(a) 中間期の業績の概況（平成19年１月１日～平成19年６月30日）

　当中間連結会計期間のわが国経済は、雇用環境の改善による個人消費の拡大や企業収益の改善、需要の拡大に伴

う設備投資の増加などにより、緩やかな回復基調となりました。

　飲料業界におきましては、メーカー各社の積極的な新商品展開や、概ね天候に恵まれたことなどにより、業界全

体として前年に比べ４％程度増加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、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、新たな挑戦への第一歩を踏み出しました。

　「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いたしま

した。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・育成を推進いたしました。

　「構造改革」につきましては、アサヒビールグループ内の連携による最適生産・物流体制の構築や、更なる原価

低減を実現する技術開発に取り組みました。

　「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に挑戦しております。

　これらの経営戦略を展開した結果、当中間連結会計期間の連結売上高は前期比8,160百万円増の120,649百万円と

なりましたが、利益につきましては基幹ブランドの盤石化を図るべく、販売促進費及びマーケティング投資を戦略

的に投入したこと及び原材料の高騰などにより、連結営業利益は前期比434百万円減の3,107百万円、連結経常利益

は前期比489百万円減の2,725百万円、連結中間純利益は法人税等の影響により前期比28百万円増の1,614百万円とな

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「三ツ矢」につきましては、「三ツ矢サイダー」を中心として積極的な広告展開や販売促進活

動を行うとともに、果汁入り炭酸飲料の「レモンを搾った三ツ矢サイダー」を発売するなど、「三ツ矢」ブラ

ンド全体の強化を行った結果、売上高は炭酸飲料合計で前年同期比15.9%増の30,176百万円となりました。

＜果実・野菜飲料＞

　「バヤリース」ブランドにつきましては、引き続き「とろける」シリーズの商品展開を行うとともに、果実

を食べているような食感を楽しめる「バヤリース　新食感果汁　感じるマンゴー」を新発売するなど、「バヤ

リース」ブランドの活性化を行った結果、売上高は果実・野菜飲料合計で前年同期比20.7％増の11,701百万円

となりました。

＜コーヒー飲料＞

　基幹ブランド「ワンダ」につきましては、「ワンダ　モーニングショット」を基軸としつつ、微糖タイプの

「ワンダ　アフターショット」や高速高温抽出機を採用した「ワンダ　圧力仕立て」などの積極的な商品展開

及び販売促進施策を実施した結果、売上高はコーヒー飲料合計で前年同期比2.8％増の31,321百万円となりまし

た。

＜お茶飲料＞

　基幹ブランド「アサヒ　十六茶」につきましては、おいしさと健康の両立という価値を更に高めるために商

品・広告の大幅な刷新を行い、積極的な広告展開や販売促進活動を行いましたが、「アサヒ　若武者」が減少

したこともあり、売上高はお茶飲料合計で前年同期比3.0％減の28,515百万円となりました。

＜健康・機能性飲料＞

　健康・機能性飲料では「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、売上

高は健康・機能性飲料合計で前年同期比14.1％増の10,086百万円となりました。

＜その他飲料＞

　ミネラルウォーターは前期に引き続いて「アサヒ　富士山のバナジウム天然水」が販売増に寄与し、売上高

はその他飲料合計で前年同期比10.5％増の7,486百万円となりました。
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(b) 通期の業績の見通し（平成19年１月１日～平成19年12月31日）

　当期の飲料市場は、上期に概ね天候に恵まれたことや、各メーカーの積極的な商品上市や販売促進活動の展開に

より、販売数量は前年比プラスになるものと予想されます。

　このような状況の中で、当社は「成長戦略」「構造改革」「新規領域への挑戦」によって、平成21年12月期を最

終年度とする中期経営計画の経営目標を達成できるよう取り組んでまいります。

　平成19年度通期の業績につきましては、連結売上高2,440億円、連結営業利益105億円、連結経常利益98億円、連

結当期純利益53億円を予定しております。

(2) 財政状態に関する分析

当中間連結会計期間末の総資産残高は、売上高の増加及び当中間連結会計期間末日が金融機関の休日であった影響

による売上債権が増加したこと等により、前年同期と比較して14,858百万円増加し、130,907百万円となりました。

純資産は、既往１年間の連結純利益による増加により、前年同期と比較して3,407百万円増加し、32,892百万円とな

りました。

以上の結果、自己資本比率は前年同期と比較して0.3％減少し25.1％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、当中間連結会計期間末日が金融機関の休日であった影響による仕入債務等

が増加したことにより、前年同期と比較して2,742百万円増加し、459百万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、有形固定資産取得による支出の減少等により、前年同期と比較して1,273百

万円増加し、2,426百万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、主に長期借入金の減少等により、前年同期と比較して1,576百万円減少し、

1,661百万円の支出となりました。

以上の結果、当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前年同期と比較して4,300百万円増加し、5,580

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17年６月中間期 平成18年６月中間期 平成19年６月中間期

自己資本比率（％） 21.6 25.4 25.1

時価ベース自己資本比率（％） 59.8 77.5 73.3

キャッシュ・フロー対有利子負債比率 － － 15.1

インタレスト・カバレッジ・レシオ － － 4.5

　（注) 　自己資本比率＝自己資本／総資産

時価ベース自己資本比率＝株式時価総額／総資産

キャッシュ・フロー対有利子負債比率＝有利子負債／（営業キャッシュ・フロー×２）

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、中間期末株価終値×中間期末発行済株式数（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、中間連結キャッシュ・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、中間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全ての負債を対象としてお

ります。

４．平成17年６月中間期及び平成18年６月中間期のキャッシュ・フロー対有利子負債比率及びインタレスト・カバ

レッジ・レシオは、営業活動によるキャッシュ・フローがマイナスであるため記載しておりません。
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(3) 利益配分に関する基本方針及び当期の配当

　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。

　当社は、中間配当と期末配当の年２回の剰余金の配当を行うことを基本方針としており、これらの剰余金の配当の

決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。

　内部留保資金につきましては、今後予想される経営環境の変化に対応すべく、将来の事業展開を図るために有効投

資していく考えであります。

　なお、当期の中間配当金につきましては、期初の予定どおり１株当たり６円とさせていただきます。また、期末配

当金につきましては、１株当たり６円とし、中間配当と合わせて年間で12円の配当を予定しております。

(4) 事業等のリスク

最近の有価証券報告書（平成19年３月23日提出）における記載から、新たに顕在化した速やかに伝達すべきリスク

はありませんので、記載を省略しております。

２．企業集団の状況
最近の有価証券報告書（平成19年３月23日提出）における「事業系統図（事業の内容）」及び「関係会社の状況」か

ら重要な変更がないため記載を省略しております。

３．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、中期のビジョンとして、「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) 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

(3) 中長期的な会社の経営戦略及び会社の対処すべき課題

　国内飲料市場は飛躍的な成長が望めない中、各社の新商品開発・販売競争は一層激しさを増しております。また、

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、市場を取り巻く環境はますます厳しくなっておりま

す。

　こうした状況の中で当社グループは、「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

な成長へ挑戦してまいります。

　　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、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、オリジナリティ豊かな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。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。
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　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。
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４．中間連結財務諸表
(1) 中間連結貸借対照表

前中間連結会計期間末

（平成18年６月30日）

当中間連結会計期間末

（平成19年６月30日）

対前中
間期比

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（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
（％）

増減
(百万円)

金額（百万円）
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ　流動資産           

１．現金及び預金  1,279   1,586  306  1,010  

２．受取手形及び売掛金 ※３  40,742   48,476  7,733  36,096  

３．たな卸資産  11,119   11,808  689  9,283  

４．未収入金  8,181   9,816  1,634  7,223  

５．繰延税金資産  1,854   2,034  179  2,013  

６．その他 ※４  1,701   6,182  4,480  9,963  

貸倒引当金  △179   △196  △16  △158  

流動資産合計  64,699 55.8  79,707 60.9 15,008  65,433 55.6

Ⅱ　固定資産           

１．有形固定資産 ※１           

(1) 建物及び構築物 ※２ 9,986   9,629    10,060   

(2) 機械装置及び運搬具 9,701   7,894    9,262   

(3) 土地 ※２ 21,336   21,336    21,336   

(4) その他 448   531    445   

有形固定資産合計  41,472 35.7  39,391 30.1 △2,080  41,104 34.9

２．無形固定資産  2,754 2.4  2,697 2.0 △57  2,889 2.5

３．投資その他の資産           

(1) 繰延税金資産 3,203   4,259    4,290   

(2) その他 3,985   4,954    4,055   

貸倒引当金 △66   △101    △94   

投資その他の資産合計  7,122 6.1  9,111 7.0 1,988  8,251 7.0

固定資産合計  51,349 44.2  51,200 39.1 △149  52,245 44.4

資産合計  116,049 100.0  130,907 100.0 14,858  117,678 100.0

 

アサヒ飲料㈱（2598）平成 19 年 12 月期　中間決算短信

－ 7 －



前中間連結会計期間末

（平成18年６月30日）

当中間連結会計期間末

（平成19年６月30日）

対前中
間期比

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（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
（％）

増減
(百万円)

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 ※３  22,929   28,416  5,487  23,929  

２．短期借入金  600   －  △600  －  

３．１年以内返済予定長期借入金 ※２  1,591   5,484  3,893  6,491  

４．未払金  28,694   34,185  5,491  25,769  

５．未払法人税等  1,667   1,219  △447  2,636  

６．未払費用  5,851   8,053  2,202  6,561  

７．役員賞与引当金  16   16  0  33  

８．その他 ※３  1,526   1,700  173  1,572  

流動負債合計  62,876 54.2  79,075 60.4 16,199  66,993 56.9

Ⅱ　固定負債           

１．長期借入金 ※２  13,654   8,412  △5,242  8,754  

２．退職給付引当金  8,737   9,194  457  9,008  

３．役員退職慰労引当金  61   －  △61  76  

４．長期預り保証金  1,234   1,213  △21  1,285  

５．その他  －   119  119  －  

固定負債合計  23,687 20.4  18,939 14.5 △4,748  19,123 16.3

負債合計  86,563 74.6  98,015 74.9 11,451  86,116 73.2

          

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

１．資本金  11,081 9.6  11,081 8.4 －  11,081 9.4

２．資本剰余金  9,307 8.0  9,307 7.1 －  9,307 7.9

３．利益剰余金  8,992 7.7  12,412 9.5 3,420  11,113 9.4

４．自己株式  △3 △0.0  △4 △0.0 △0  △4 △0.0

株主資本合計  29,377 25.3  32,797 25.0 3,419  31,498 26.7

Ⅱ　評価・換算差額等           

１．その他有価証券評価差額金  107 0.1  95 0.1 △12  62 0.1

評価・換算差額等合計  107 0.1  95 0.1 △12  62 0.1

純資産合計  29,485 25.4  32,892 25.1 3,407  31,561 26.8

負債・純資産合計  116,049 100.0  130,907 100.0 14,858  117,678 100.0
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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18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間連結会計期間

（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

対前中
間期比

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（自　平成18年１月１日
至　平成18年12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
（％）

増減
(百万円)

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高  112,488 100.0  120,649 100.0 8,160  231,567 100.0

Ⅱ　売上原価  45,888 40.8  50,265 41.7 4,377  95,442 41.2

売上総利益  66,599 59.2  70,383 58.3 3,783  136,124 58.8

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１  63,057 56.1  67,275 55.7 4,217  126,053 54.5

営業利益  3,541 3.1  3,107 2.6 △434  10,070 4.3

Ⅳ　営業外収益           

１．受取利息 0   8    4   

２．受取配当金 10   8    15   

３．投資有価証券売却益 2   －    2   

４．受取賃貸料 19   19    38   

５．受入技術支援料 10   8    19   

６．保証金取崩益 －   18    0   

７．支払手数料返戻金 13   －    13   

８．雑収入 19 74 0.1 48 111 0.1 36 30 125 0.1

Ⅴ　営業外費用           

１．支払利息 79   82    163   

２．たな卸資産廃棄損 256   300    519   

３．雑支出 66 401 0.3 111 493 0.4 91 128 811 0.3

経常利益  3,214 2.9  2,725 2.3 △489  9,384 4.1

Ⅵ　特別利益           

１．事業譲渡益  － － － 31 31 0.0 31 － － －

Ⅶ　特別損失           

１．固定資産売却除却損 ※２ 79   29    192   

２．その他特別損失  － 79 0.1 2 32 0.0 △47 1,785 1,978 0.9

税金等調整前中間
（当期）純利益

 3,134 2.8  2,724 2.3 △410  7,406 3.2

法人税、住民税及び
事業税

※３ 1,548   1,109    4,623   

法人税等調整額 － 1,548 1.4 － 1,109 1.0 △438 △1,240 3,383 1.5

中間（当期）純利益  1,586 1.4  1,614 1.3 28  4,022 1.7

 

アサヒ飲料㈱（2598）平成 19 年 12 月期　中間決算短信

－ 9 －



(3) 中間連結株主資本等変動計算書

前中間連結会計期間（自平成18年１月１日　至平成18年６月30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

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当　（注）   △394  △394   △394

役員賞与　（注）   △33  △33   △33

中間純利益   1,586  1,586   1,586

自己株式の取得    △1 △1   △1

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）
     △50 △50 △50

中間連結会計期間中の変動額合計

（百万円）
－ － 1,158 △1 1,157 △50 △50 1,106

平成18年６月30日　残高

（百万円）
11,081 9,307 8,992 △3 29,377 107 107 29,485

（注）平成18年３月24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。

当中間連結会計期間（自平成19年１月１日　至平成19年６月30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18年12月31日　残高

（百万円）
11,081 9,307 11,113 △4 31,498 62 62 31,561

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当   △315  △315   △315

中間純利益   1,614  1,614   1,614

自己株式の取得    △0 △0   △0

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）
     32 32 32

中間連結会計期間中の変動額合計

（百万円）
－ － 1,299 △0 1,298 32 32 1,331

平成19年６月30日　残高

（百万円）
11,081 9,307 12,412 △4 32,797 95 95 32,892
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前連結会計年度の連結株主資本等変動計算書（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18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間連結会計期間

（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

対前中
間期比

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18年１月１日
至　平成18年12月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）
増減

(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 3,134 2,724 △410 7,406

減価償却費 2,242 1,883 △358 4,388

貸倒引当金の増加額 66 45 △21 73

退職給付引当金の増加額 272 186 △86 543

役員退職慰労引当金の増加額
（△減少額）

△2 △76 △74 12

受取利息及び受取配当金 △10 △17 △6 △20

支払利息 79 82 2 163

固定資産売却除却損 79 29 △49 193

売上債権の増加額 △7,972 △12,372 △4,400 △3,353

たな卸資産の増加額 △3,465 △2,707 757 △1,629

仕入債務の増加額 621 4,487 3,866 1,621

未払金の増加額 6,158 9,032 2,873 2,527

その他流動資産の増加額 △1,826 △2,791 △965 △903

その他流動負債の増加額 1,214 1,936 722 2,088

その他固定負債の増加額 23 47 23 73

役員賞与の支払額 △33 － 33 △33

事業譲渡益 － △31 △31 －

その他 393 622 228 917

小計 977 3,081 2,103 14,068

利息及び配当金の受取額 10 13 2 19

利息の支払額 △103 △103 0 △166

法人税等の支払額 △3,168 △2,532 635 △5,250

営業活動によるキャッシュ・フロー △2,283 459 2,742 8,671
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前中間連結会計期間

（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間連結会計期間

（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

対前中
間期比

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18年１月１日
至　平成18年12月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）
増減

(百万円)
金額（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 △3,311 △1,062 2,249 △4,306

無形固定資産の取得による支出 △325 △322 3 △782

投資有価証券の取得による支出 △5 △564 △559 △29

長期前払費用の取得による支出 △490 △1,119 △629 △1,206

事業譲渡による収入 － 213 213 －

その他 432 428 △3 514

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,700 △2,426 1,273 △5,810

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー     

短期借入金の純増加額（△純減少
額）

100 － △100 △500

長期借入金の借入による収入 500 1,000 500 1,000

長期借入金の返済による支出 △291 △2,349 △2,058 △791

配当金の支払額 △393 △312 80 △708

その他 △1 △0 1 △1

財務活動によるキャッシュ・フロー △85 △1,661 △1,576 △1,001

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（△減
少額）

△6,070 △3,629 2,440 1,860

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 7,349 9,209 1,860 7,349

Ⅶ　現金及び現金同等物の中間期末（期
末）残高

※ 1,279 5,580 4,300 9,209
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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18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

１．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㈱

連結子会社数　　１社

会社名

アサヒビバレッジサービス㈱

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 同左

３．連結子会社の中間決算日（決

算日）等に関する事項

連結子会社の中間会計期間の末

日は、中間連結決算日と一致して

おります。

同左 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。

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

中間連結決算日前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。

① 有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

同左

① 有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

連結決算日前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。

時価のないもの

同左

時価のないもの

同左

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。）

② デリバティブ

同左

② デリバティブ

同左

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

③ たな卸資産

同左

③ たな卸資産

同左
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

(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

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

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

（会計方針の変更）

法人税法の改正に伴い、当中間

連結会計期間より、平成19年４月

１日以後に取得した有形固定資産

について、改正後の法人税法に基

づく減価償却の方法に変更してお

ります。

なお、この変更に伴う営業利益、

経常利益、税金等調整前中間純利

益に与える影響は軽微であります。

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。

② 無形固定資産

同左

② 無形固定資産

同左

(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

① 貸倒引当金

同左

② 役員賞与引当金

当社は、役員に対して支給する

賞与の支出に充てるため、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、経常利益及び税

金等調整前中間純利益は16百万円

減少しております。

② 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、支給見込額の当中間

連結会計期間負担額を計上してお

ります。

② 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。
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

③ 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、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。

③ 退職給付引当金

同左

③ 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 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、内規に基づく当中間連結

会計期間末の要支給額を引当計上

しております。

④ 役員退職慰労引当金

──────

④ 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。

（追加情報） 

平成19年２月６日開催の取締役

会において、取締役及び監査役の

退職慰労金制度を平成19年３月23

日開催の定時株主総会終結時の時

をもって廃止することを決議いた

しました。なお、役員退職慰労金

制度廃止日（同定時株主総会終結

時）までの在任期間を対象とする

退職慰労金の打ち切り支給につい

ては、各取締役及び各監査役の退

任時に支給することとし、平成19

年３月23日開催の定時株主総会に

おいて承認されました。

これに伴い、前連結会計年度末

役員退職慰労引当金残高76百万円

のうち、当中間連結会計期間中の

目的取崩額を除く金額66百万円に

ついては、長期未払金として固定

負債の「その他」に含めて計上し

ております。

(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 同左
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18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

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

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

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

④ ヘッジ有効性評価の方法

同左

(6) その他中間連結財務諸表

（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。

なお、仮払消費税等及び仮受

消費税等は相殺のうえ、流動負

債の「その他」に含めて表示し

ております。

消費税等の会計処理

同左

消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

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 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18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

（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））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。

────── （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）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

29,485百万円であります。

　なお、中間連結財務諸表規則の改正により、

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、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。

────── （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。
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注記事項

（中間連結貸借対照表関係）

前中間連結会計期間末
（平成18年６月30日）

当中間連結会計期間末
（平成19年６月30日）

前連結会計年度
（平成18年12月31日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額

31,834 百万円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

33,245 百万円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

33,194 百万円

※２　担保に供している資産

建物及び構築物 3,302 百万円

土地 9,188

計 12,490

※２　担保に供している資産

建物及び構築物 3,115 百万円

土地 9,188

計 12,303

※２　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

　上記資産は、１年以内返済予定長期借入金

291百万円と長期借入金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

84百万円と長期借入金412百万円の担保（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

291百万円と長期借入金1,754百万円の担保（担

保予約）に供しております。

※３  　　　　────── ※３　中間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、当中間連結会計期間末日は金融

機関の休日のため、次のとおり中間期末日

満期手形が当中間連結会計期間末残高に含

まれております。

※３　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 0 百万円

（流動負債）

支払手形及び買掛金 117 百万円

その他 14 百万円

（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 百万円

その他 7 百万円

※４  　　　　────── ※４　このうち現先取引による短期貸付金は

3,993百万円であり、当該現先取引にかか

る担保受入有価証券の時価は3,994百万円

であります。

※４　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。
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（中間連結損益計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目

及び金額

販売促進費 29,541 百万円

運搬費 6,512  

販売器具費 7,094  

広告宣伝費 6,973  

貸倒引当金繰入額 69  

従業員給料・賞与 5,643  

退職給付費用 302  

役員賞与引当金繰入額 16  

役員退職慰労引当金
繰入額

14  

減価償却費 166  

研究開発費 430  

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目

及び金額

販売促進費 33,206 百万円

運搬費 6,151  

販売器具費 7,283  

広告宣伝費 6,995  

貸倒引当金繰入額 57  

従業員給料・賞与 5,963  

退職給付費用 281  

役員賞与引当金繰入額 16  

減価償却費 34  

研究開発費 519  

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目

及び金額

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  

※２　固定資産売却除却損の内訳

建物及び構築物 46 百万円

機械装置及び運搬具 31

その他 2

計 79

※２　固定資産売却除却損の内訳

建物及び構築物 4 百万円

機械装置及び運搬具 24

その他 0

計 29

※２　固定資産売却除却損の内訳

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

※３　税効果会計

　当中間連結会計期間における税金費用

については、簡便法による税効果会計を

適用しているため、法人税等調整額は

「法人税、住民税及び事業税」に含めて

表示しております。

※３　税効果会計

同左

※３　税効果会計

──────
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（中間連結株主資本等変動計算書関係）

前中間連結会計期間（自　平成18年１月１日　至　平成18年６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（株）

当中間連結会計期間
増加株式数（株）

当中間連結会計期間
減少株式数（株）

当中間連結会計期間
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） 2,220 814 － 3,034

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加814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 7.50 平成17年12月31日 平成18年３月27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８月１日

取締役会
普通株式 315 利益剰余金 6.00 平成18年６月30日 平成18年９月12日

当中間連結会計期間（自　平成19年１月１日　至　平成19年６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（株）

当中間連結会計期間
増加株式数（株）

当中間連結会計期間
減少株式数（株）

当中間連結会計期間
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） 3,266 100 － 3,366

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加100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19年３月23日

定時株主総会
普通株式 315 6.00 平成18年12月31日 平成19年３月26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19年８月２日

取締役会
普通株式 315 利益剰余金 6.00 平成19年６月30日 平成19年９月７日
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前連結会計年度（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 7.50 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 6.00 平成18年６月30日 平成18年９月12日

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

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 6.00 平成18年12月31日 平成19年３月26日

（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18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12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18年６月30日現在）

現金及び預金勘定 1,279 百万円

現金及び現金同等物 1,279

（平成19年６月30日現在）

現金及び預金勘定 1,586 百万円

（流動資産）

その他（現先取引） 3,993

現金及び現金同等物 5,580

（平成18年12月31日現在）

現金及び預金勘定 1,010 百万円

（流動資産）

その他（現先取引） 8,199

現金及び現金同等物 9,209
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（リース取引関係）

前中間連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

１．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

中間期末残高相当額

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額、減損損失累計額相当額及び

中間期末残高相当額

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額、減損損失累計額相当額及び

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)

中間期末
残高相当
額
(百万円)

機械装置
及び運搬具

4,196 3,433 763

その他

(工具器具
備品)

30,926 15,037 15,888

合計 35,122 18,471 16,651

取得価額
相当額
(百万円)

減価償却
累計額相
当額
(百万円)

中間期末
残高相当
額
(百万円)

機械装置
及び運搬具

3,330 2,964 365

その他

(工具器具
備品)

32,847 16,371 16,476

合計 36,177 19,335 16,841

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

(2) 未経過リース料中間期末残高相当額等 (2) 未経過リース料中間期末残高相当額等 (2) 未経過リース料期末残高相当額等

未経過リース料中間期末残高相当額 未経過リース料中間期末残高相当額 未経過リース料期末残高相当額

１年内 6,679 百万円

１年超 10,897

合計 17,576

１年内 6,869 百万円

１年超 10,782

合計 17,651

１年内 6,743 百万円

１年超 10,467

合計 17,211

(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、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、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

支払リース料 4,139 百万円

減価償却費相当額 3,671

支払利息相当額 412

支払リース料 4,184 百万円

減価償却費相当額 3,701

支払利息相当額 425

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

(4）減価償却費相当額の算定方法 (4）減価償却費相当額の算定方法 (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。

同左 同左

(5）利息相当額の算定方法 (5）利息相当額の算定方法 (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。 

同左 同左

２．オペレーティング・リース取引 ２．オペレーティング・リース取引 ２．オペレーティング・リース取引

未経過リース料 未経過リース料 未経過リース料

１年内 211 百万円

１年超 440

合計 652

（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 243 百万円

１年超 534

合計 777

（減損損失について）

同左

１年内 222 百万円

１年超 490

合計 712

（減損損失について）

同左
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（有価証券関係）

前中間連結会計期間末（平成18年６月30日現在）

１．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）

株式 927 1,108 181

合計 927 1,108 181

(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、当中間連結会計期間において、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、中間連結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

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 99

当中間連結会計期間末（平成19年６月30日現在）

１．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）

株式 926 1,079 152

合計 926 1,079 152

(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、当中間連結会計期間において、その他有価証券で

時価のある株式について、26百万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、中間連結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

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 141

非上場債券 520
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前連結会計年度末（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

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）

株式 931 1,037 106

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、連結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

（企業結合等関係）

当中間連結会計期間（自　平成19年１月１日　至　平成19年６月30日）

重要性が乏しいため、記載を省略しております。

（デリバティブ取引関係）

前中間連結会計期間（自　平成18年１月１日　至　平成18年６月30日）、当中間連結会計期間（自　平成19年１月

１日　至　平成19年６月30日）及び前連結会計年度（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。

 なお、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。

（ストック・オプション等関係）

前中間連結会計期間（自　平成18年１月１日　至　平成18年６月30日）、当中間連結会計期間（自　平成19年１月

１日　至　平成19年６月30日）及び前連結会計年度（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。

（セグメント情報）

ａ．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18年１月１日　至　平成18年６月30日）、当中間連結会計期間（自　平成19年１

月１日　至　平成19年６月30日）及び前連結会計年度（自　平成18年１月１日　至　平成18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。

ｂ．所在地別セグメント情報

前中間連結会計期間（自　平成18年１月１日　至　平成18年６月30日）、当中間連結会計期間（自　平成19年１

月１日　至　平成19年６月30日）及び前連結会計年度（自　平成18年１月１日　至　平成18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。

ｃ．海外売上高

前中間連結会計期間（自　平成18年１月１日　至　平成18年６月30日）、当中間連結会計期間（自　平成19年１

月１日　至　平成19年６月30日）及び前連結会計年度（自　平成18年１月１日　至　平成18年12月31日）

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。
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（１株当たり情報）

項目
前中間連結会計期間

（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

１株当たり純資産額 560.75円       625.56円       600.23円

１株当たり中間（当期）純利益金額 30.17円      30.70円      76.50円

潜在株式調整後１株当たり中間

（当期）純利益金額

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 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、以下のとおりであります。

前中間連結会計期間
(自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日)

前連結会計年度
(自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日)

中間（当期）純利益(百万円) 1,586 1,614 4,022

普通株主に帰属しない金額(百万円) － － －

普通株式に係る中間（当期）純利益

(百万円)
1,586 1,614 4,022

普通株式の期中平均株式数(株） 52,582,414 52,581,662 52,582,136

（重要な後発事象）

該当事項はありません。
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５．中間個別財務諸表
(1) 中間貸借対照表

前中間会計期間末
（平成18年６月30日）

当中間会計期間末
（平成19年６月30日）

対前中
間期比

前事業年度の要約貸借対照表
（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
（％）

増減
(百万円)

金額（百万円）
構成比
（％）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

１．現金及び預金 879 1,172  576

２．受取手形 ※３ 185 212  183

３．売掛金 41,928 49,747  36,986

４．たな卸資産 10,246 10,885  8,446

５．未収入金 8,812 10,363  7,590

６．繰延税金資産 1,632 1,800  1,800

７．その他 ※４ 1,607 6,022  9,832

　　貸倒引当金 △180 △196  △154

流動資産合計 65,112 55.5 80,007 60.6 14,895 65,261 55.2

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産 ※１

(1) 建物 ※２ 8,706 8,364  8,734

(2) 機械及び装置 9,701 7,893  9,261

(3) 土地 ※２ 21,336 21,336  21,336

(4) その他 1,721 1,793  1,765

有形固定資産合計 41,466 35.4 39,387 29.9 △2,079 41,097 34.8

２．無形固定資産 2,754 2.4 2,697 2.0 △57 2,889 2.4

３．投資その他の資産

(1) 繰延税金資産 3,203 4,259  4,290

(2) その他 4,753 5,674  4,795

　　貸倒引当金 △66 △98  △90

投資その他の資産合計 7,891 6.7 9,835 7.5 1,944 8,994 7.6

固定資産合計 52,112 44.5 51,920 39.4 △191 52,981 44.8

資産合計 117,224 100.0 131,927 100.0 14,703 118,243 100.0
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前中間会計期間末
（平成18年６月30日）

当中間会計期間末
（平成19年６月30日）

対前中
間期比

前事業年度の要約貸借対照表
（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
（％）

増減
(百万円)

金額（百万円）
構成比
（％）

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１．支払手形 ※３ 318 326 405

２．買掛金 22,598 28,077 23,513

３．短期借入金 600 － －

４．１年以内返済予定長期借入金 ※２ 1,591 5,484 6,491

５．未払金 28,129 33,632 25,249

６．未払法人税等 1,653 1,206 2,619

７．未払費用 － 7,985 6,498

８．役員賞与引当金 16 16 33

９．その他 ※３ 8,210 2,679 1,895

流動負債合計 63,119 53.8 79,408 60.2 16,289 66,705 56.4

Ⅱ　固定負債

１．長期借入金 ※２ 13,654 8,412 8,754

２．退職給付引当金 8,734 9,187 9,003

３．役員退職慰労引当金 61 － 76

４．長期預り保証金 1,234 1,213 1,285

５．その他 － 119 －

固定負債合計 23,684 20.2 18,931 14.3 △4,752 19,118 16.2

負債合計 86,803 74.0 98,340 74.5 11,537 85,824 72.6

 

（純資産の部）

Ⅰ　株主資本

１．資本金 11,081 9.5 11,081 8.4 － 11,081 9.4

２．資本剰余金

(1) 資本準備金 9,307 9,307 9,307

資本剰余金合計 9,307 7.9 9,307 7.1 － 9,307 7.9

３．利益剰余金

(1) その他利益剰余金

固定資産圧縮積立金 199 188 188

別途積立金 6,000 10,000 6,000

繰越利益剰余金 3,727 2,918 5,782

利益剰余金合計 9,927 8.5 13,106 9.9 3,178 11,970 10.1

４．自己株式 △3 △0.0 △4 △0.0 △0 △4 △0.0

株主資本合計 30,313 25.9 33,491 25.4 3,178 32,355 27.4

Ⅱ　評価・換算差額等

１．その他有価証券評価差額金 107 0.1 95 0.1 △12 62 0.0

評価・換算差額等合計 107 0.1 95 0.1 △12 62 0.0

純資産合計 30,421 26.0 33,587 25.5 3,166 32,418 27.4

負債・純資産合計 117,224 100.0 131,927 100.0 14,703 118,243 100.0
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(2) 中間損益計算書

前中間会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

対前中
間期比

前事業年度の要約損益計算書
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12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
（％）

増減
(百万円)

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 105,216 100.0 112,886 100.0 7,669 215,966 100.0

Ⅱ　売上原価 45,930 43.7 50,363 44.6 4,433 95,429 44.2

売上総利益 59,286 56.3 62,522 55.4 3,236 120,536 55.8

Ⅲ　販売費及び一般管理費 55,239 52.5 59,563 52.8 4,324 110,059 50.9

営業利益 4,047 3.8 2,959 2.6 △1,087 10,477 4.9

Ⅳ　営業外収益 ※１ 87 0.1 118 0.1 31 151 0.0

Ⅴ　営業外費用 ※２ 403 0.4 499 0.4 95 817 0.4

経常利益  3,731 3.5 2,578 2.3 △1,152 9,811 4.5

Ⅵ　特別利益 － － 31 0.0 31 － －

Ⅶ　特別損失 ※３ 79 0.0 32 0.0 △47 1,978 0.9

税引前中間(当期)
純利益

3,651 3.5 2,577 2.3 △1,074 7,832 3.6

法人税、住民税及び
事業税

※５ 1,570 1,126 4,616

法人税等調整額 － 1,570 1.5 － 1,126 1.0 △444 △1,223 3,393 1.5

中間(当期)純利益 2,081 2.0 1,451 1.3 △629 4,439 2.1
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(3) 中間株主資本等変動計算書

前中間会計期間（自平成18年１月１日　至平成18年６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

中間会計期間中の変動額

圧縮積立金の取崩　（注）    △14  14 －  －

別途積立金の積立　（注）     5,000 △5,000 －  －

剰余金の配当　（注）      △394 △394  △394

役員賞与　（注）      △33 △33  △33

中間純利益      2,081 2,081  2,081

自己株式の取得        △1 △1

株主資本以外の項目の中間会計

期間中の変動額（純額）
         

中間会計期間中の変動額合計

（百万円）
－ － － △14 5,000 △3,331 1,653 △1 1,652

平成18年６月30日　残高

（百万円）
11,081 9,307 9,307 199 6,000 3,727 9,927 △3 30,313

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

中間会計期間中の変動額

圧縮積立金の取崩　（注）   －

別途積立金の積立　（注）   －

剰余金の配当　（注）   △394

役員賞与　（注）   △33

中間純利益   2,081

自己株式の取得   △1

株主資本以外の項目の中間会計

期間中の変動額（純額）
△50 △50 △50

中間会計期間中の変動額合計

（百万円）
△50 △50 1,601

平成18年６月30日　残高

（百万円）
107 107 30,421

（注）平成18年３月24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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当中間会計期間（自平成19年１月１日　至平成19年６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

中間会計期間中の変動額

別途積立金の積立     4,000 △4,000 －  －

剰余金の配当      △315 △315  △315

中間純利益      1,451 1,451  1,451

自己株式の取得        △0 △0

株主資本以外の項目の中間会計

期間中の変動額（純額）
         

中間会計期間中の変動額合計

（百万円）
－ － － － 4,000 △2,863 1,136 △0 1,135

平成19年６月30日　残高

（百万円）
11,081 9,307 9,307 188 10,000 2,918 13,106 △4 33,491

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18年12月31日　残高

（百万円）
62 62 32,418

中間会計期間中の変動額

別途積立金の積立   －

剰余金の配当   △315

中間純利益   1,451

自己株式の取得   △0

株主資本以外の項目の中間会計

期間中の変動額（純額）
32 32 32

中間会計期間中の変動額合計

（百万円）
32 32 1,168

平成19年６月30日　残高

（百万円）
95 95 33,587

アサヒ飲料㈱（2598）平成 19 年 12 月期　中間決算短信

－ 31 －



前事業年度の株主資本等変動計算書（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

平成18年12月31日　残高

（百万円）
62 62 32,418

（注）平成18年３月24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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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前中間会計期間

（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

１．資産の評価基準及び評価方法 (1) 有価証券

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) 有価証券

子会社株式及び関連会社株式

同左

(1) 有価証券

子会社株式及び関連会社株式

同左

その他有価証券 その他有価証券 その他有価証券

時価のあるもの

　中間決算日前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。

時価のあるもの

同左

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。

時価のないもの

同左

時価のないもの

同左

(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。）

(2) デリバティブ

同左

(2) デリバティブ

同左

(3) たな卸資産

商品、製品、原材料

(3) たな卸資産

同左

(3) たな卸資産

同左

総平均法による原価法

貯蔵品

移動平均法による原価法

２．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。

(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。

(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） （主な耐用年数） （主な耐用年数）

建物　　　　　　３年～39年 建物　　　　　　３年～39年 建物　　　　　　３年～39年

機械及び装置　　２年～15年 機械及び装置　　２年～15年 機械及び装置　　２年～15年

（会計方針の変更）

法人税法の改正に伴い、当中間

会計期間より、平成19年４月１日

以後に取得した有形固定資産につ

いて、改正後の法人税法に基づく

減価償却の方法に変更しておりま

す。

なお、この変更に伴う営業利益、

経常利益、税引前中間純利益に与

える影響は軽微であります。
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項目
前中間会計期間

（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

(2) 無形固定資産 (2) 無形固定資産 (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。

同左 同左

３．引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 (1) 貸倒引当金 (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。

同左 同左

(2) 役員賞与引当金 (2) 役員賞与引当金 (2) 役員賞与引当金

　当社は、役員に対して支給す

る賞与の支出に充てるため、支

給見込額の当中間会計期間負担

額を計上しております。

　役員に対して支給する賞与の

支払に備えて、支給見込額の当

中間会計期間負担額を計上して

おります。

　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）

　当中間会計期間より、「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

及び税引前中間純利益は16百万

円減少しております。

（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) 退職給付引当金 (3) 退職給付引当金 (3) 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、当

中間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。

同左 　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。
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項目
前中間会計期間

（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

(4) 役員退職慰労引当金 (4) 役員退職慰労引当金 (4) 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

る中間期末要支給額を計上して

おります。

────── 　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。

（追加情報） 

平成19年２月６日開催の取締役

会において、取締役及び監査役の

退職慰労金制度を平成19年３月23

日開催の定時株主総会終結時の時

をもって廃止することを決議いた

しました。なお、役員退職慰労金

制度廃止日（同定時株主総会終結

時）までの在任期間を対象とする

退職慰労金の打ち切り支給につい

ては、各取締役及び各監査役の退

任時に支給することとし、平成19

年３月23日開催の定時株主総会に

おいて承認されました。

これに伴い、前事業年度末役員

退職慰労引当金残高76百万円のう

ち、当中間会計期間中の目的取崩

額を除く金額66百万円については、

長期未払金として固定負債の「そ

の他」に含めて計上しております。

４．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 同左

５．重要なヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法 (1) 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 同左

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 (2) ヘッジ手段とヘッジ対象 (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

同左 同左

(3) ヘッジ方針 (3) ヘッジ方針 (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。

同左 同左

(4) ヘッジ有効性評価の方法 (4) ヘッジ有効性評価の方法 (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。

同左 同左
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項目
前中間会計期間

（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

６．その他中間財務諸表（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

　税抜方式によっております。

　なお、仮払消費税等及び仮受消

費税等は相殺のうえ、流動負債の

「その他」に含めて表示しており

ます。

消費税等の会計処理

同左

消費税等の会計処理

　税抜方式によっております。

中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前中間会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

（固定資産の減損に係る会計基準）

当中間会計期間より、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））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。

────── （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）

当中間会計期間より、「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）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

30,421百万円であります。

　なお、中間財務諸表等規則の改正により、

当中間会計期間における中間貸借対照表の純

資産の部については、改正後の中間財務諸表

等規則により作成しております。

────── （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

前中間会計期間

（自　平成18年１月１日

至　平成18年６月30日）

当中間会計期間

（自　平成19年１月１日

至　平成19年６月30日）

────── （貸借対照表）

未払費用は、前中間会計期間まで流動負債の「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、前中間会計期間末の「未払費用」の金額は5,789百万円であ

ります。
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注記事項

（中間貸借対照表関係）

前中間会計期間末
（平成18年６月30日）

当中間会計期間末
（平成19年６月30日）

前事業年度末
（平成18年12月31日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額

31,830 百万円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

33,239 百万円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

33,188 百万円

※２　担保に供している資産

建物 3,302 百万円

土地 9,188

計 12,490

※２　担保に供している資産

建物 3,115 百万円

土地 9,188

計 12,303

※２　担保に供している資産

建物 3,210 百万円

土地 9,188

計 12,398

　上記資産は、１年以内返済予定長期借入金

291百万円と長期借入金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

84百万円と長期借入金412百万円の担保（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

291百万円と長期借入金1,754百万円の担保（担

保予約）に供しております。

※３  　　　　────── ※３　中間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、当中間会計期間末日は金融機関

の休日のため、次のとおり中間期末日満期

手形が当中間会計期間末残高に含まれてお

ります。

※３　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。

（流動資産）

受取手形 0 百万円

（流動負債）

支払手形 117 百万円

その他 14 百万円

（流動資産）

受取手形 1 百万円

（流動負債）

支払手形 200 百万円

その他 7 百万円

※４  　　　　────── ※４　このうち現先取引による短期貸付金は

3,993百万円であり、当該現先取引にかか

る担保受入有価証券の時価は3,994百万円

であります。

※４　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。
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（中間損益計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

※１　営業外収益のうち主要なもの

受取賃貸料 32 百万円

※１　営業外収益のうち主要なもの

受取賃貸料 32 百万円

※１　営業外収益のうち主要なもの

受取賃貸料 65 百万円

受入技術支援料 19

※２　営業外費用のうち主要なもの

支払利息 81 百万円

たな卸資産廃棄損 256

※２　営業外費用のうち主要なもの

支払利息 88 百万円

たな卸資産廃棄損 300

※２　営業外費用のうち主要なもの

支払利息 170 百万円

たな卸資産廃棄損 519

※３　特別損失のうち主要なもの

固定資産売却除却損

建物 45 百万円

機械及び装置 31

その他 2

計 79

※３　特別損失のうち主要なもの

固定資産売却除却損

建物 4 百万円

機械及び装置 24

その他 1

計 29

※３　特別損失のうち主要なもの

固定資産売却除却損

建物 67 百万円

機械及び装置 113

その他 10

計 192

生産体制再編費用 1,776 百万円

４　減価償却実施額

有形固定資産 1,632 百万円

無形固定資産 608

４　減価償却実施額

有形固定資産 1,402 百万円

無形固定資産 480

４　減価償却実施額

有形固定資産 3,315 百万円

無形固定資産 1,069

※５　税効果会計

　法人税、住民税及び事業税は、当中間

会計期間の税引前中間純利益に当事業年

度の税効果会計適用後の見積実効税率を

乗じて計算した額を計上しており、納付

税額及び法人税等調整額を一括して記載

しております。

※５　税効果会計

同左

※５　税効果会計

──────
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（中間株主資本等変動計算書関係）

前中間会計期間（自　平成18年１月１日　至　平成18年６月30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）

当中間会計期間増加
株式数（株）

当中間会計期間減少
株式数（株）

当中間会計期間末
株式数（株）

普通株式 （注） 2,220 814 － 3,034

合計  2,220 814 － 3,034

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加814株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

当中間会計期間（自　平成19年１月１日　至　平成19年６月30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）

当中間会計期間増加
株式数（株）

当中間会計期間減少
株式数（株）

当中間会計期間末
株式数（株）

普通株式 （注） 3,266 100 － 3,366

合計  3,266 100 － 3,366

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加100株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

前事業年度（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）

前中間会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18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、減損損失累計額相当額及び

中間期末残高相当額

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額、減損損失累計額相当額及び

中間期末残高相当額

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額、減損損失累計額相当額及び

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)

中間期
末残高
相当額
(百万円)

機械及び装置 2,444 2,313 130

そ
の
他

車輛運搬具 445 216 229

工具器具備品 30,926 15,037 15,888

合計 33,816 17,567 16,248

取得価
額相当
額
(百万円)

減価償
却累計
額相当
額
(百万円)

中間期
末残高
相当額
(百万円)

機械及び装置 1,965 1,911 53

そ
の
他

車輛運搬具 414 273 140

工具器具備品 32,847 16,371 16,476

合計 35,227 18,556 16,670

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

そ
の
他

車輛運搬具 436 253 182

工具器具備品 31,540 15,739 15,801

合計 33,943 17,873 16,070

(2) 未経過リース料中間期末残高相当額等

未経過リース料中間期末残高相当額

(2) 未経過リース料中間期末残高相当額等

未経過リース料中間期末残高相当額

(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

１年内 6,428 百万円

１年超 10,693

合計 17,122

１年内 6,727 百万円

１年超 10,725

合計 17,453

１年内 6,541 百万円

１年超 10,361

合計 16,902

(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、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、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

支払リース料 3,983 百万円

減価償却費相当額 3,539

支払利息相当額 395

支払リース料 4,070 百万円

減価償却費相当額 3,602

支払利息相当額 418

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

(4) 減価償却費相当額の算定方法 (4) 減価償却費相当額の算定方法 (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。

同左 同左

(5) 利息相当額の算定方法 (5) 利息相当額の算定方法 (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。

同左 同左

２．オペレーティング・リース取引 ２．オペレーティング・リース取引 ２．オペレーティング・リース取引

未経過リース料 未経過リース料 未経過リース料

１年内 109 百万円

１年超 160

合計 270

（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 101 百万円

１年超 177

合計 279

（減損損失について）

同左

１年内 98 百万円

１年超 162

合計 261

（減損損失について）

同左
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（有価証券関係）

前中間会計期間末（平成18年６月30日現在）、当中間会計期間末（平成19年６月30日現在）及び前事業年度末（平

成18年12月31日現在）のいずれにおいても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。

（企業結合等関係）

当中間会計期間（自　平成19年１月１日　至　平成19年６月30日）

重要性が乏しいため、記載を省略しております。

（１株当たり情報）

項目
前中間会計期間

（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

１株当たり純資産額 578.55円 638.77円 616.54円

１株当たり中間（当期）純利益金額 39.58円 27.60円 84.43円

潜在株式調整後１株当たり中間

（当期）純利益金額

　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 　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、以下のとおりであります。

前中間会計期間
(自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日)

当中間会計期間
(自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日)

前事業年度
(自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日)

中間（当期）純利益(百万円) 2,081 1,451 4,439

普通株主に帰属しない金額(百万円) － － －

普通株式に係る中間（当期）純利益

(百万円)
2,081 1,451 4,439

普通株式の期中平均株式数(株） 52,582,414 52,581,662 52,582,136

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。
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６．その他
（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、数量比で前中間連

結会計期間47.1％、当中間連結会計期間51.8％、また金額比（総製造費用に占める外注加工費の割合）で前中間連結

会計期間11.7％、当中間連結会計期間12.7％であります。

 （単位：千函未満切捨）

品目
前中間連結会計期間

（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

 
前期比（％）

 

前連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

炭酸飲料 16,058 (7,923) 17,954 (8,302) 111.8 (104.8) 29,179 (15,577)

果実飲料 6,324 (363) 7,229 (351) 114.3 (96.5) 13,138 (710)

コーヒー飲料 13,457 (9,602) 14,206 (10,624) 105.6 (110.6) 28,218 (20,971)

お茶飲料 19,525 (12,234) 18,906 (10,682) 96.8 (87.3) 35,336 (22,598)

健康・機能性飲料 5,329 (1,748) 5,914 (1,162) 111.0 (66.5) 10,965 (3,392)

その他飲料 6,120 (3,458) 6,188 (2,822) 101.1 (81.6) 12,089 (5,870)

合計 66,815 (35,331) 70,400 (33,945) 105.4 (96.1) 128,928 (69,120)

（注）１．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．当中間連結会計期間より「その他飲料」に含めておりました「健康・機能性飲料」を区分掲記しております。

(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 
前中間連結会計期間

（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

 
前期比（％）

 

前連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

金額  数量 金額 数量 金額  数量 金額 数量

製品

炭酸飲料 26,039 13,874 30,176 16,305 115.9 117.5 53,491 28,560

果実飲料 9,694 5,661 11,701 6,665 120.7 117.7 21,683 12,624

コーヒー飲料 30,468 13,905 31,321 14,410 102.8 103.6 60,171 27,626

お茶飲料 29,406 17,707 28,515 17,323 97.0 97.8 57,916 35,052

健康・機能性飲料 8,839 4,585 10,086 5,095 114.1 111.1 20,552 10,492

その他飲料 6,776 2,601 7,486 3,162 110.5 121.6 14,936 6,304

計 111,225 58,337 119,288 62,963 107.2 107.9 228,751 120,661

商品 1,262 455 1,360 520 107.8 114.4 2,815 1,026

合計 112,488 58,792 120,649 63,484 107.3 108.0 231,567 121,687

（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。

４．当中間連結会計期間より「その他飲料」に含めておりました「健康・機能性飲料」を区分掲記しております。
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平成１９年度　中間決算 補足資料

アサヒ飲料株式会社



１．<連結> 中間期損益内訳 ２．販売数量内訳

増減額 (増減率) 計画 増減額 数量 金額 数量 金額 数量 金額

百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 千函 百万円 千函 百万円 % %

売　　上　　高 120,649 112,488 8,160 (7.3%) ・販売数量増加（469万函） 117,500 3,149 炭 酸 飲 料 16,305 30,176 13,874 26,039 17.5 15.9

果 実 飲 料 6,665 11,701 5,661 9,694 17.7 20.7

売　上　原　価 50,265 45,888 4,377 (9.5%) 48,200 2,065 ｺ ｰ ﾋ ｰ 飲 料 14,410 31,321 13,905 30,468 3.6 2.8

お 茶 飲 料 17,323 28,515 17,707 29,406 △ 2.2 △ 3.0

売 上 総 利 益 70,383 66,599 3,783 (5.7%) 　・販売数量増加による　     53.0億円 69,300 1,083 健康･機能性飲料 5,095 10,086 4,585 8,839 11.1 14.1

売上総利益率(%) (58.3%) (59.2%) (△0.9%) 　・コストアップによる　   △11.5億円 (59.0%) (△0.6%) そ の 他 飲 料 3,162 7,486 2,601 6,776 21.6 10.5

売上総利益単価（円） (1,109 円) (1,133 円) (△24円) 　・品種容器構成等による 　 △3.5億円 (1,127 円) (△18円) 仕 入 品 520 1,360 455 1,262 14.4 7.8

販売費及び一般管理費 67,275 63,057 4,217 (6.7%) 65,700 1,575 合 計 63,484 120,649 58,792 112,488 8.0 7.3

販 売 促 進 費 33,206 29,541 3,664 (12.4%) 31,300 1,906

運 搬 費 6,151 6,512 △360 (△5.5%) 6,400 △ 248 ３．コストアップ内訳 　　　　　（単位：億円）

販 売 器 具 費 7,283 7,094 189 (2.7%) 7,800 △ 516 実績

広 告 宣 伝 費 6,995 6,973 21 (0.3%) 6,500 495 ①原材料コスト増加 △ 7.5

従業員給与・賞与・退繰額 6,245 5,946 299 (5.0%) 6,300 △ 54 ②最適生産体制構築 △ 4.0

減 価 償 却 費 34 166 △132 (△79.4%) 50 △ 15 △ 11.5

研 究 開 発 費 519 430 89 (20.8%) 500 19

そ の 他 6,840 6,393 446 (7.0%) 6,850 △ 9

営　業　利　益 3,107 3,541 △434 (△12.3%) 3,600 △ 492

営業利益率(%) (2.6%) (3.1%) (△0.6%) (3.1%) (△0.5%)

営業外収支 △382 △327 △54 △ 250 △ 132

金 融 収 支 △65 △69 4 △ 50 △ 15

棚 卸 資 産 廃 棄 損 △300 △256 △44 △ 200 △ 100

そ の 他 収 支 △16 △1 △15 △ 0 △ 16

経　常　利　益 2,725 3,214 △489 (△15.2%) 3,350 △ 624

経常利益率(%) (2.3%) (2.9%) (△0.6%) (2.9%) (△0.6%)

特別損益 △1 △79 78 △ 150 148

固定資産売却除却損 △29 △79 49 △ 150 120

そ の 他 特 別 損 益 28 0 28 0 28

税前中間純利益 2,724 3,134 △410 (△13.1%) 3,200 △ 475

法 人 税 等 1,109 1,548 △438 1,500 △ 390

中 間 純 利 益 1,614 1,586 28 (1.8%) 1,700 △ 85

平成19年12月期　<連結> 中間期損益実績

前期実績

年初計画比較
増 減 内 訳

前期実績比較
当期 実績

項　　目

売上総利益

品目
当期 増減前期
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１．<連結> 通期損益見通し ２．設備投資（有形固定資産）

平成19年 平成18年 増減

増減額 (増減率) 年初計画 比較 億円 億円 億円

百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 設 備 投 資 43 19 24

売　　上　　高 244,000 231,567 12,433 (5.4%) ・販売数量増加（731万函） 241,000 3,000 減 価 償 却 費 31 33 △2

売　上　原　価 102,000 95,442 6,557 (6.9%) 100,000 2,000 ３．販売数量内訳

平成19年　計画 平成18年　実績

売 上 総 利 益 142,000 136,124 5,876 (4.3%) 　・販売数量増加による　　　81.5億円 141,000 1,000 数量 金額 数量 金額 数量 金額

売上総利益率(%) (58.2%) (58.8%) (△0.6%) 　・コストアップによる　　△17.0億円 (58.5%) (△0.3%) 千函 百万円 千函 百万円 % %

売上総利益単価（円） (1,101 円) (1,119 円) (△18円) 　・品種容器構成等による　 △5.5億円 (1,110 円) (△9円) 炭 酸 飲 料 31,900 59,200 28,560 53,491 11.7 10.7

販売費及び一般管理費 131,500 126,053 5,446 (4.3%) 130,500 1,000 果 実 飲 料 12,700 21,800 12,624 21,683 0.6 0.5

販 売 促 進 費 65,500 61,242 4,257 (7.0%) 63,800 1,700 ｺ ｰ ﾋ ｰ 飲 料 29,000 63,000 27,626 60,171 5.0 4.7

運 搬 費 12,600 13,339 △740 (△5.5%) 13,000 △ 400 お 茶 飲 料 35,100 57,900 35,052 57,916 0.1 △ 0.0

販 売 器 具 費 14,600 14,117 482 (3.4%) 15,300 △ 700 健康･機能性飲料 10,800 21,400 10,492 20,552 2.9 4.1

広 告 宣 伝 費 11,300 11,177 123 (1.1%) 11,000 300 そ の 他 飲 料 8,500 18,000 6,304 14,936 34.8 20.5

従業員給与･賞与･退繰額 12,700 12,083 617 (5.1%) 12,800 △ 100 仕 入 品 1,000 2,700 1,026 2,815 △ 2.5 △ 4.1

減 価 償 却 費 100 202 △102 (△50.6%) 100 0 合 計 129,000 244,000 121,687 231,567 6.0 5.4

研 究 開 発 費 1,000 915 84 (9.2%) 1,000 0

そ の 他 13,700 12,975 725 (5.6%) 13,500 200 ４．コストアップ内訳

営業利益 10,500 10,070 430 (4.3%) 10,500 0 金額

営業利益率(%) (4.3%) (4.3%) (△0.0%) (4.4%) (△0.1%) ①原材料コスト増加 △ 11.5

営業外収支 △700 △685 △14 △ 600 △ 100 ②最適生産体制構築 △ 5.5

金 融 収 支 △150 △143 △7 △ 150 0 売上総利益 △ 17.0

棚 卸 資 産 廃 棄 損 △550 △519 △31 △ 450 △ 100

そ の 他 収 支 0 △23 24 0 0

経常利益 9,800 9,384 416 (4.4%) 9,900 △ 100

経常利益率(%) (4.0%) (4.1%) (△0.0%) (4.1%) (△0.1%)

特別損益 △600 △1,978 1,378 △ 600 0

固定資産売却除却損 △650 △192 △457 △ 600 △ 50

生 産 体 制 再 編 費 用 － △1,776 1,776 － －

そ の 他 の 特 別 損 益 50 △ 8 59 0 50

税前当期純利益 9,200 7,406 1,794 (24.2%) 9,300 △ 100

法 人 税 等 3,900 3,383 517 4,000 △ 100

当期純利益 5,300 4,022 1,277 (31.8%) 5,300 0

通期見通し 平成18年実績

　　　　　 （単位：億円）

品目
増減

項　　目

平成19年12月期 <連結> 通期損益見通し

平成19年 年初計画比較平成18年通期実績（連結）比較
増 減 内 訳

－2－



１．<個別> 中間期損益内訳 ２．<個別> 通期損益見通し

増減額 (増減率) 計画 増減額 増減額 (増減率) 年初計画 比較

百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円

売　　上　　高 112,886 105,216 7,669 (7.3%) 109,700 3,186 売　　上　　高 227,500 215,966 11,534 (5.3%) 224,600 2,900

売　上　原　価 50,363 45,930 4,433 (9.7%) 48,200 2,163 売　上　原　価 102,000 95,429 6,571 (6.9%) 100,000 2,000

売 上 総 利 益 62,522 59,286 3,236 (5.5%) 61,500 1,022 売 上 総 利 益 125,500 120,536 4,964 (4.1%) 124,600 900

売上総利益率(%) (55.4%) (56.3%) (△1.0%) (56.1%) (△0.7%) 売上総利益率(%) (55.2%) (55.8%) (△0.6%) (55.5%) (△0.3%)

売上総利益単価（円） (983 円) (1,007 円) (△24円) (1,000 円) (△17円) 売上総利益単価（円） (973 円) (990 円) (△17円) (981 円) (△8円)

販売費及び一般管理費 59,563 55,239 4,324 (7.8%) 57,600 1,963 販売費及び一般管理費 115,500 110,059 5,441 (4.9%) 114,100 1,400

販 売 促 進 費 30,234 26,626 3,607 (13.5%) 28,300 1,934 販 売 促 進 費 59,400 55,183 4,217 (7.6%) 57,700 1,700

運 搬 費 5,783 6,148 △365 (△5.9%) 6,000 △ 216 運 搬 費 11,800 12,588 △788 (△6.3%) 12,200 △ 400

販 売 器 具 費 5,888 5,830 57 (1.0%) 6,200 △ 311 販 売 器 具 費 11,800 11,517 283 (2.5%) 12,300 △ 500

広 告 宣 伝 費 6,995 6,973 21 (0.3%) 6,500 495 広 告 宣 伝 費 11,300 11,177 123 (1.1%) 11,000 300

従業員給与・賞与・退繰額 4,676 4,034 641 (15.9%) 4,700 △ 23 従業員給与・賞与・退繰額 9,500 8,490 1,010 (11.9%) 9,400 100

減 価 償 却 費 34 166 △132 (△79.4%) 50 △ 15 減 価 償 却 費 100 202 △102 (△50.5%) 100 0

研 究 開 発 費 519 430 89 (20.8%) 500 19 研 究 開 発 費 1,000 915 85 (9.3%) 1,000 0

そ の 他 5,431 5,027 404 (8.0%) 5,350 81 そ の 他 10,600 9,984 616 (6.2%) 10,400 200

営業利益 2,959 4,047 △1,087 (△26.9%) 3,900 △ 940 営業利益 10,000 10,477 △477 (△4.6%) 10,500 △ 500

営業利益率(%) (2.6%) (3.8%) (△1.2%) (3.6%) (△0.9%) 営業利益率(%) (4.4%) (4.9%) (△0.5%) (4.7%) (△0.3%)

営業外収支 △380 △316 △64 △ 250 △ 130 営業外収支 △700 △666 △34 △ 600 △ 100

金 融 収 支 △70 △71 0 △ 50 △ 20 金 融 収 支 △150 △149 △1 △ 150 0

棚 卸 資 産 廃 棄 損 △300 △256 △44 △ 200 △ 100 棚 卸 資 産 廃 棄 損 △550 △519 △31 △ 450 △ 100

そ の 他 収 支 △9 11 △20 0 △ 9 そ の 他 収 支 0 2 △2 0 0

経常利益 2,578 3,731 △1,152 (△30.9%) 3,650 △ 1,071 経常利益 9,300 9,811 △511 (△5.2%) 9,900 △ 600

経常利益率(%) (2.3%) (3.5%) (△1.3%) (3.3%) (△1.0%) 経常利益率(%) (4.1%) (4.5%) (△0.5%) (4.4%) (△0.3%)

特別損益 △1 △79 78 △ 150 148 特別損益 △600 △1,978 1,378 △ 600 0

固定資産売却除却損 △29 △79 49 △ 150 120 固定資産売却除却損 △650 △192 △458 △ 600 △ 50

生 産 体 制 再 編 費 用 － － － － － 生 産 体 制 再 編 費 用 － △1,776 1,776 － －

そ の 他 の 特 別 損 益 28 － 28 － 28 固定資産売却除却損 50 △8 58 － 50

税前中間純利益 2,577 3,651 △1,074 (△29.4%) 3,500 △ 922 税前当期純利益 8,700 7,832 868 (11.1%) 9,300 △ 600

法 人 税 等 1,126 1,570 △444 1,500 △ 373 法 人 税 等 3,900 3,393 507 4,000 △ 100

中間純利益 1,451 2,081 △629 (△30.3%) 2,000 △ 548 当期純利益 4,800 4,439 361 (8.1%) 5,300 △ 500

平成19年12月期　<個別> 中間期損益実績 及び通期損益見通し

前期実績

年初計画比較前期実績比較
当期 実績

平成19年 平成18年通期実績比較 年初計画比較

通期見通し 平成18年実績
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