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１．平成19年７月中間期の連結業績（平成19年１月21日～平成19年７月20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７月中間期 77,583 1.1 1,609 89.6 1,681 218.3 906 934.7

18年７月中間期 76,711 2.7 848 △54.7 528 △71.1 87 △89.6

19年１月期 155,889 － 4,254 － 4,071 － 2,006 －

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７月中間期 54 72 －  

18年７月中間期 5 29 －  

19年１月期 121 10 －  

（参考）持分法投資損益 19年７月中間期 △31百万円 18年７月中間期 0百万円 19年１月期 43百万円

(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７月中間期 106,725 69,981 64.8 4,171 62

18年７月中間期 105,121 67,726 63.8 4,046 01

19年１月期 104,052 69,740 66.3 4,161 00

（参考）自己資本 19年７月中間期 69,115百万円 18年７月中間期 67,034百万円 19年１月期 68,939百万円

(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７月中間期 1,188 △4,048 △431 30,577

18年７月中間期 △938 5,033 △860 25,047

19年１月期 1,839 11,432 △1,217 33,868

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

19年１月期 20 00 30 00 50 00

20年１月期 20 00 －
50 00

20年１月期（予想） － 30 00

３．平成20年１月期の連結業績予想（平成19年１月21日～平成20年１月20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 160,000 2.6 4,700 10.5 4,700 15.4 2,350 17.1 141 84
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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、21～22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の変更」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７月中間期 16,568,500株 18年７月中間期 16,568,500株 19年１月期 16,568,500株

②　期末自己株式数 19年７月中間期 415株 18年７月中間期 383株 19年１月期 413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、31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７月中間期の個別業績（平成19年１月21日～平成19年７月20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７月中間期 67,071 △1.2 729 － 916 － 500 －

18年７月中間期 67,894 △0.9 △25 － △302 － △245 －

19年１月期 136,178 － 1,873 － 1,739 － 879 －

１株当たり中間
（当期）純利益

円 銭

19年７月中間期 30 19

18年７月中間期 △14 83

19年１月期 53 06

(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７月中間期 94,534 61,030 64.6 3,683 60

18年７月中間期 94,500 60,147 63.6 3,630 33

19年１月期 91,355 61,258 67.1 3,697 41

（参考）自己資本 19年７月中間期 61,030百万円 18年７月中間期 60,147百万円 19年１月期 61,258百万円

２．平成20年１月期の個別業績予想（平成19年１月21日～平成20年１月20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 139,000 2.1 2,600 38.8 2,600 49.5 1,300 47.9 78 46

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

上記の業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、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。業績予想に関する事項につきましては、添付資

料の３ページを参照してください。
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１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

 　 （当中間期の経営成績）

  当中間連結会計期間のわが国経済は、輸出の増加などにより、企業収益は改善し、景気は緩やかな拡大を続けてま

いりました。また、個人消費につきましては、雇用者所得がゆるやかな増加を続けるもとで、底堅い推移をみせまし

た。

  飲料業界におきましては、概ね天候にも恵まれ堅調に推移したものの、依然として激しい企業間の販売競争は続い

ており、それに伴う販売経費の増加により収益が圧迫される厳しい市場環境となりました。

  このような状況下、当社グループは、商品並びに事業基盤である自販機網のさらなる強化を図り、中長期的視野に

立った効率的かつ効果的な営業体制の整備を進めました。

　また、飲料受託製造部門では、将来にわたって安定した受注を確保するため、ＯＥＭ生産の受注が見込まれる有力

メーカーに向けての製品開発の提案営業を積極的に展開いたしました。

  以上の結果、当中間連結会計期間の売上高は77,583百万円（前年同期比1.1％増）、営業利益1,609百万円（前年同

期比89.6％増）、経常利益1,681百万円（前年同期比218.3％増）、中間純利益906百万円（前年同期比934.7％増）と

なりました。

 　　 事業部門別の状況は次のとおりであります。

    ①  飲料販売部門

 　　   商品面では、昨年３月に発売し、初年度に1,000万ケースを突破した「D-1 COFFEE」のブランドをより一層定着化

していくために、本年３月にリニューアルを実施し、業界トップグループのコーヒーブランドとしての地位の確保

に注力いたしました。また、急成長するミネラルウォーター市場においてのさらなるシェア拡大とコーヒー飲料に

次ぐ第二の柱となる商品分野の育成を目指し、海洋深層水を使用した自然派ウォーターブランドとして、「ＭＩＵ」

の全面的リニューアルも実施いたしました。

 　     自販機投資におきましては、当社No.1オペレーションの基本方針に沿って、消費者に支持される注目度の高い新

しい自販機の積極投入と、投資効果に主眼を置いた設置ロケーションの選定を行い、また個々のロケーションにあっ

たきめ細かい商品セッティング採算管理を徹底し、質の高い強固な自販機網の確立に努めました。

 　     以上の結果、飲料販売部門の売上高は75,023百万円（前年同期比1.1％増）となりました。

 　 ②  飲料受託製造部門

 　　   ドリンク剤のＯＥＭ生産に特化した企業として、安全で信頼される製品の供給のための体制整備に努めるととも

に、受注拡大のための幅広い分野の医薬品等の有力メーカーに向けて、積極的に提案営業を展開いたしました。

 　　   当中間連結会計期間は、ドリンク剤市場が引き続き厳しい状況の中、「美容と健康」を謳った健康分野品目の受

注獲得に成果が挙がりました。

        以上の結果、飲料受託製造部門の売上高は2,559百万円（前年同期比0.9％増）となりました。

    （通期の見通し）

  下半期におきましても激しい企業間競争が続き、種々の原材料価格の上昇によりさらに厳しい収益環境となること

が予想されますが、全国に展開する自販機網の更なる拡充に一層注力しながら、ブランドの育成と商品ラインナップ

の強化を図ってまいります。

　以上により、通期の連結業績の見通しといたしましては、連結売上高は160,000百万円（前年同期比2.6％増）、連

結営業利益4,700百万円（前年同期比10.5％増）、連結経常利益4,700百万円（前年同期比15.4％増）、連結当期純利

益2,350百万円（前年同期比17.1％増）を見込んでおります。
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(2）財政状態に関する分析

①  資産、負債及び純資産の状況

    当中間連結会計期間末の総資産は、有価証券や有形・無形固定資産の増加などにより、前中間連結会計期間末と

比較して1,603百万円増加し、106,725百万円となりました。

 　　   負債は、未払金の減少などにより、前中間連結会計期間末と比較して650百万円減少し、36,744百万円となりまし

た。

 　　   純資産は、利益剰余金の増加などにより、前中間連結会計期間末と比較して2,254百万円増加し、69,981百万円と

なりました。

    ②  キャッシュ・フローの状況

科目
前中間期

（自　平成18年１月21日
至　平成18年７月20日）

当中間期
（自　平成19年１月21日
至　平成19年７月20日）

増減

営業活動によるキャッシュ・フロー（百万円） △938 1,188 2,127

投資活動によるキャッシュ・フロー（百万円） 5,033 △4,048 △9,081

財務活動によるキャッシュ・フロー（百万円） △860 △431 429

現金及び現金同等物に係る換算差額（百万円） 0 △0 △0

現金及び現金同等物の中間期末残高（百万円） 25,047 30,577 5,530

      当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前中間連結会計期間末に比べ5,530

百万円増加し、30,577百万円となりました。

 　　 当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

    （営業活動によるキャッシュ・フロー）

税金等調整前中間純利益が1,681百万円（前年同期比1,153百万円増）となったことや、仕入債務の増加などにより、

営業活動により得られた資金は1,188百万円（前年同期は938百万円の支出）となりました。 

    （投資活動によるキャッシュ・フロー）

有価証券の売却による収入が減少したことなどにより、投資活動により支出した資金は4,048百万円（前年同期は

5,033百万円の収入）となりました。 

 　 （財務活動によるキャッシュ・フロー）

配当金の支払いなどにより、財務活動により支出した資金は431百万円（前年同期は860百万円の支出）となりまし

た。 
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 （参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移

平成17年７月
中間期

平成18年７月
中間期

平成19年７月
中間期

平成18年１月期 平成19年１月期

自己資本比率（％） 63.4 63.8 64.8 65.1 66.3 

時価ベースの自己資本比率

（％）
62.1 74.5 73.1 70.1 75.3 

債務償還年数（年） － － 1.2 0.5 1.5 

インタレスト・カバレッジ・

レシオ（倍）
－ － 148.7 1,584.0 1,130.7 

自己資本比率：自己資本／総資産 

  時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

  債務償還年数：有利子負債／キャッシュ・フロー

  （中間期については、営業キャッシュ・フローを年額に換算するため２倍しております。）

  インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い

  （注１）いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。

  （注２）株式時価総額は、自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。

  （注３）キャッシュ・フローは、連結（中間連結）キャッシュ・フロー計算書の営業キャッシュ・フローを使用してお

ります。

（注４）有利子負債は、連結（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支払っている全ての負債を対

象としております。

（注５）利払いは、連結（中間連結）キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。

（注６）平成17年７月中間期及び平成18年７月中間期については、営業活動によるキャッシュ・フローがマイナスのた

め、債務償還年数及びインタレスト・カバレッジ・レシオの表示はしておりません。

(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経営上の重要な課題のひとつと認識し、利益配分につきましては、将来の戦略

的事業投資と連結業績、事業見通し、配当性向等を総合的に考慮して、安定配当を継続することを基本方針としてお

ります。このような方針のもと、当期の中間配当金につきましては、１株につき20円の配当を実施することといたし

ました。また、期末配当金は１株につき30円を予定しており、これにより当期の年間配当金は、当初の予定どおり１

株につき50円となる見込みです。

なお、内部留保につきましては、当社の安定的な収益・財務基盤から生じた株主の皆様との「信頼の基盤」である

と考えておりますが、企業価値を高めるための投資（自販機網の拡充等）への有効活用については、好機を捉え対応

してまいる所存であります。

(4）事業等のリスク

  当社グループの経営成績及び財政状態などに重要な影響を及ぼす可能性があるリスクには、以下のようなものがあ

ります。なお、以下に記載している将来に関する事項は、当中間連結会計期間末において当社グループが判断したも

のであり、事業等のリスクはこれらに限られるものではありません。

①  販売の自販機チャネルへの集中及びコーヒー飲料への依存

        当社グループは、「自販機で缶コーヒーを売る」ことを事業の柱として発展してまいりました。その結果、当

中間連結会計期間において、自販機による売上比率が86.8％、コーヒー飲料の売上比率が53.1％となり、いずれ

も業界平均をはるかに上回る状況となっております。

　　    自販機による販売は、消費者に直接販売することで「価格安定性」と「販売安定性」に優れ、また、コーヒー

飲料という強力な商材をもつことは、当社の事業の特徴であり強みであるといえますが、市場の成熟化とともに

業界内の競争が激化し、自販機の設置については既に飽和状態に近く、特にアウトロケーションにおいて顕著と

なっております。そのため、有望な新規設置場所の獲得が困難となり、業績に影響を及ぼす可能性があります。

また、その自販機販売を支えるコーヒー飲料は、市場規模が大きいことに加え、嗜好性が強く、安定したヘビー

ユーザーへの販売が期待できる商材であるため、業界各社とも同分野の商品開発には特に力を入れております。当

社は、主力商品として常にコーヒー飲料の開発強化に努めておりますが、顧客の支持を得られる魅力ある商品を提

供できない場合は、自販機による販売全体に悪影響を及ぼし、収益の低下を招く可能性があります。
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    ②　原材料・資材の調達

        当社グループの商品には、多種多様な原料・資材が使用されておりますが、中でも主要原料のコーヒー豆は国際

市況商品であり、その価格は、商品相場だけではなく為替レートの変動の影響も受けます。当社グループは、先を

見越して国内焙煎業者と取引価格を契約し、調達価格の安定化を図っておりますが、その範囲を超えた長期の価格

変動には対応できず、その場合、業績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。

        価格変動の影響を受けることについては、他の原材料についても同様であり、一部の原材料について突発的な需

要拡大が発生し、当社グループの商品生産に必要な数量が確保できない場合、当該原材料により構成される商品の

販売機会喪失の可能性もあります。

 　 ③　生産体制

        当社グループが販売する大部分の清涼飲料につきましては、当社が商品企画までを行い、その仕様に基づきグルー

プ外の複数のパッカー（飲料製造業者）に製造を委託する生産体制をとっております。委託先については、不測の

事態が発生した場合に備えて全国各地のパッカーと契約し、互いに補完できる体制をとっておりますが、自然災害

等による生産への影響を完全に排除できる保証はなく、委託先にて十分な生産が確保できない場合、業績及び財政

状態に悪影響を及ぼす可能性があります。

    ④  天候・自然災害

        当社グループが取り扱う清涼飲料やドリンク剤は、天候や気温により需要が変動します。特に異常気象と言われ

るほどの冷夏や暖冬の場合には、売上の低迷をもたらし、業績及び財政状態が悪化する可能性があります。

        また、地震や台風等の大規模な自然災害が発生した場合、被災した自販機の修理もしくは廃棄、代替機の調達及

び設置の安全強化等の対策が必要となり、それらに要する費用が業績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性があり

ます。

    ⑤　法的規制等

        当社グループの事業においては、食品衛生法、薬事法、不当景品類及び不当表示防止法、環境・リサイクル関連

法規等、様々な法的規制を受けております。当社グループでは、すべての法的規制等を遵守すべく体制整備に取り

組んでおりますが、その範囲を超えた事象が発生した場合、また、規制が強化され、規制遵守に係るコスト負担が

増加した場合、業績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。

    ⑥　食の安全・品質管理

 　　　 当社グループは安全で高品質な商品の提供のため、品質管理、鮮度管理を徹底し万全の体制で臨んでおります。

        しかしながら、異物混入、健康被害を与える可能性のある商品、表示不良品の流通等が発生した場合、それが当

社グループ内での問題であるときはもとより、グループ外で発生した問題であっても、商品のイメージが損なわれ

ることにより、業績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。

        また、品質管理、鮮度管理の強化のための対策実施に多大な費用がかかり、業績と財政状態に悪影響を及ぼす可

能性があります。

    ⑦　有価証券の時価変動

        当社グループは、安全性重視の堅実運用のスタンスで有価証券投資を行っておりますが、市場の悪化による時価

の下落や投資先の信用悪化等によって減損処理が必要となることも考えられます。その場合、当社グループの業績

及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。
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２．企業集団の状況
  当社グループは、当社及び子会社８社、関連会社２社により構成されており、飲料の製造・販売を主たる業務として

おります。

  (1）飲料販売部門　　　　当社及び販売会社８社が、主に、当社が企画開発しグループ外のパッカー(飲料製造業者)に

容器等の資材を支給して製造委託した各種清涼飲料を自販機とコンビニエンスストア等の店頭

を通して消費者に販売しております。また、大同薬品工業㈱(連結子会社)が製薬会社と業務提

携して製造するドリンク剤(医薬部外品)を自販機で販売しております。

  (2）飲料受託製造部門　　大同薬品工業㈱が、主にグループ外の製薬会社等から受託したドリンク剤(医薬品・医薬部外

品・清涼飲料水表示)の製造を行うほか、一部、当社グループで販売する清涼飲料を製造してお

ります。

ダイドー・タケナカビバレッジ㈱(持分法適用関連会社) は、当社グループで販売する海洋深

層水を原料に使用した清涼飲料の製造を行っております。

 

 

ダ  イ  ド  ー  ド  リ  ン  コ  ㈱ 

製造会社（ドリンク剤） 

    ※１ 大同薬品工業㈱ 

製造会社（清涼飲料） 

※10 ﾀﾞｲﾄﾞｰ・ﾀｹﾅｶﾋﾞﾊﾞﾚｯｼﾞ㈱ 

消             費             者 

パ   ッ   カ   ー 

製薬会社等 

食品問屋等 

コンビニエンスストア等 

製
造
委
託 

（
清
涼
飲
料
） 

製
造
委
託
（
ド
リ
ン
ク
剤
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全
般
）
） 

製
造
委
託 

 
 

 
 

（
清
涼
飲
料
） 

製
造
委
託 

（
清
涼
飲
料
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ド
リ
ン
ク
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(

医
薬
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外
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※２ ㈱ダイドービバレッジ静岡 

※３ ㈱ダイドービバレッジ東京 

※４  ㈱ダイドービバレッジ・イースト 

※５  ㈱ダイドービバレッジ大阪 

※６  イー・ドリンコ㈱ 

※７  イー・カナゾン㈱ 

※８ センタンビバレッジ㈱ 

※９ ㈱ダイドードリンコサービス栃木 

販
売
会
社 

一般小売店・自販機オペレーター 

製薬会社 

※１、２、３、４、５、６、７、８連結子会社     ※９、10 持分法適用関連会社 

製
造
委
託 
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３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

　当社は、コーポレートマインド（企業理念）に「社会に対し『本物のおいしさ』を手軽に手頃に提供すること」を

存在意義として謳い、「わたしたちに関わる人々に対し共存共栄すること」をプロミスとして掲げ、コーヒーを中心

とする清涼飲料を生産し、主に自販機で販売する「自販機ビジネス」を推進することにより成長してまいりました。    

　そして、生産や配送を外部委託する当社独自のビジネスモデルを確立し、経営資源を商品の企画と販売に集中投入

することにより、コーヒー等の製品づくりのみならず、現在では、業界有数の29万台の自販機を全国に設置し、地域

や消費者に密着したきめ細かい自販機運営で自販機オペレーターとしても高い評価を受けております。

　また、連結子会社の大同薬品工業㈱は、「人々の健康と幸福に貢献すること」を企業理念に掲げ、ドリンク剤（医

薬品・医薬部外品・清涼飲料水表示）の開発・製造・販売と製薬会社等からのＯＥＭ生産を行い、業界における確固

たる地位を築いております。

　当社グループは、今後とも、清涼飲料からドリンク剤までの幅広い飲料のメーカーとして、かつ多数の自販機によ

る独自の安定した販売・流通網を有する「メーカー＆オペレーター」であることの強みを十分に活かした事業戦略に

より企業価値の持続的向上を図り、消費者、株主並びに当社に係わる全ての皆様から信頼される魅力ある企業であり

続けることを経営の基本方針としております。

(2）目標とする経営指標

 当社グループは、当連結会計年度における連結売上高1,600億円、連結営業利益47億円を経営目標としております。

(3）中長期的な会社の経営戦略と対処すべき課題

  飲料業界は、既に成熟市場であり、業界各社の積極的な販促活動や販売競争が年々激化しております。

　また昨今、法令及び社会的規範遵守の高揚の中で、製品の安全性並びに品質管理体制等に、より一層消費者の厳し

い目が向けられております。

  このような中、当社は全国広範囲にわたり設置した29万台の自販機網を主要販路として、収益性の高いコーヒー飲

料を主力商品とする独自のビジネスモデルと安定したキャッシュ・フローや長年にわたって積み上げてきた内部留保

に基づく強固な財務内容により、関係者から高い評価と信頼を得、安定した事業基盤の構築に努めてまいりました。

  これらの当社の強みを活かし、「お客様とともに歩む企業をめざして」の経営方針のもと、より一層安定した業績

を継続していくため、以下の項目を中心に取り組んでまいります。

① 主力商品群の強化

 コーヒーはヘビーユーザーに支えられる飲料市場の最大カテゴリーであり、当社グループを代表する商品群であり

ます。昨年３月に発売した「D-1 COFFEE」は、発売初年度において1,000万ケースを突破するヒット商品となりまし

た。さらにブランドをより一層定着化していくために、本年３月にリニューアルを実施し、業界トップグループの

コーヒーブランドとしての地位の確保に注力してまいりました。今後とも「本物のおいしさ」を追求した高品質の

コーヒーの開発に注力し、さらに魅力ある商品ラインナップを作り上げ、自販機の販売力を強化してまいります。

② その他商品群の育成、強化

 昨今のミネラルウォーター好調の要因としては、ニーズの多様化や健康志向の高まりとともに、消費者のナチュラ

ル飲料への回帰から市場の裾野が広がっているためと考えられます。様々な時代背景を反映しながら、ミネラルウォー

ターは着実に日本人の生活の中に浸透してまいりました。多面的な生活スタイルにあった飲み水を様々な生活シーン

に応じて選び、使い分けるようになってきております。

　当社といたしましては、幅広い消費者をターゲットとした「自然感、健康ベネフィット」を両立させた新しい自然

派ウォーターとして、全面的リニューアルを実施した新生「ＭｉＵ」（ＭｉＵスポーツウォーター、ＭｉＵピュア

ウォーター、ＭｉＵウォーターレモン）を基幹ブランドに育成してまいります。
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③ 自販機網のシェア拡大と収益性の強化　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　            

 当社の強みである自販機網につきましては、今後とも徹底した量的拡大と一台当たりの売上増という質的拡大に注

力してまいります。

　自販機網の拡大につきましては、他社と差別化した自販機を開発するとともに、それらを有利性のあるツールとし

て活用し、新規優良ロケーションの獲得を積極的に推進してまいります。

  また、収益性の強化につきましては、経営資源の効果的な配分を行い、既設ロケーションのスクラップ＆ビルドを

積極的に推進し、質の高い強固な自販機網の構築を図り、より効率的・効果的な販売基盤の拡充に注力してまいりま

す。

④ 時代にあったコスト構造への対応

 当社は工場を持たないファブレス方式により、設備投資リスクの軽減を図るとともに、各拠点を中心とした配送効

率の高い体制をとっております。また、ルート効率向上のため「エリア再編」や「販社化政策」などにより、販売効

率の高い体制の構築に努めております。さらに、昨今の原油価格、原材料、人件費等の高騰や時代の趨勢によるオペ

レーション形態の変容に対し、常に時代に沿ったコスト構造への対応に注力してまいります。

⑤ グループ経営による一層の効率性の向上と相乗効果の促進

 グループ各社ごとの個性と特徴を最大限に活かし、グループ全体最適を考慮した連結主体の経営にウエイトシフト

し、より一層の効率性の向上と相乗効果の促進に注力してまいります。

　製造子会社である大同薬品工業㈱においては「ＩＳＯ9001」の認証を取得し、大手製薬メーカーからのＯＥＭ生産

に対応できる生産能力を有しております。今後は、そうしたＯＥＭ生産はもとより当社の顧客ニーズに応えた製品づ

くりを実施し、製造・販売をグループ内で自己完結できるような事業基盤の拡充に注力してまいります。

　また、販売子会社については、当社とのエリアと役割の棲み分けを推進し、より効率性の高い販売基盤の拡充に注

力してまいります。

⑥ 食の安全の推進

 製品の安全性並びに品質管理体制については、従来より厳しい社内規則を設け、新鮮でおいしい商品のお届けに万

全をつくしております。今後ともこうした社内チェック体制をより強固なものとし、全社一丸となって法令及び社会

的規範を遵守してまいります。
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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７月20日）

当中間連結会計期間末
（平成19年７月20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19年１月20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 ※２  15,673   15,953    16,694  

２．受取手形及び売掛金 ※３  16,006   15,934    14,702  

３．有価証券   14,794   22,998    20,799  

４．債権信託受益権   1,000   －    －  

５．たな卸資産   8,021   8,151    5,355  

６．繰延税金資産   731   548    615  

７．その他   1,958   1,702    2,076  

貸倒引当金   △23   △20    △22  

流動資産合計   58,162 55.3  65,268 61.2 7,106  60,222 57.9

Ⅱ　固定資産            

１．有形固定資産 ※１  7,193   7,794  600  7,701  

２．無形固定資産   1,941   2,462  521  2,109  

３．投資その他の資産            

(1）投資有価証券  32,257   26,206    28,852   

(2）繰延税金資産  419   376    169   

(3）その他  5,182   4,649    5,019   

貸倒引当金  △34 37,823  △32 31,199  △6,624 △22 34,018  

固定資産合計   46,958 44.7  41,456 38.8 △5,502  43,829 42.1

資産合計   105,121 100.0  106,725 100.0 1,603  104,052 100.0
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前中間連結会計期間末
（平成18年７月20日）

当中間連結会計期間末
（平成19年７月20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19年１月20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   23,507   23,485    18,765  

２．一年内返済長期借入金 ※２  49   69    49  

３．未払金   6,391   5,525    6,449  

４．未払法人税等   761   850    1,596  

５．賞与引当金   671   691    873  

６．役員賞与引当金   9   14    －  

７．その他   2,488   2,518    3,105  

流動負債合計   33,879 32.3  33,155 31.0 △724  30,840 29.7

Ⅱ　固定負債            

１．長期借入金 ※２  79   103    54  

２．預り保証金   2,671   2,699    2,632  

３．退職給付引当金   402   373    390  

４．役員退職慰労引当金   362   412    393  

固定負債合計   3,515 3.3  3,588 3.4 73  3,471 3.3

負債合計   37,395 35.6  36,744 34.4 △650  34,311 33.0

            

（純資産の部）

Ⅰ　株主資本         

１．資本金  1,924  1,924  － 1,924  

２．資本剰余金  1,464  1,464  － 1,464  

３．利益剰余金  63,530  65,527  1,997 65,117  

４．自己株式  △0  △1  △0 △1  

株主資本合計  66,917 63.6 68,914 64.6 1,996 68,505 65.8

Ⅱ　評価・換算差額等         

１．その他有価証券評価
差額金

 117  201  84 434  

評価・換算差額等合計  117 0.1 201 0.2 84 434 0.4

Ⅲ　少数株主持分  691 0.7 865 0.8 173 800 0.8

純資産合計  67,726 64.4 69,981 65.6 2,254 69,740 67.0

負債及び純資産合計  105,121 100.0 106,725 100.0 1,603 104,052 100.0
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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21日
至　平成18年７月20日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年１月21日
至　平成19年７月20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21日
至　平成19年１月20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   76,711 100.0  77,583 100.0 872  155,889 100.0

Ⅱ　売上原価   35,904 46.8  36,159 46.6 255  72,780 46.7

売上総利益   40,806 53.2  41,423 53.4 616  83,108 53.3

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１  39,957 52.1  39,813 51.3 △144  78,854 50.6

営業利益   848 1.1  1,609 2.1 760  4,254 2.7

Ⅳ　営業外収益            

１．受取利息  256   263    507   

２．有価証券売却益  26   4    10   

３．持分法による投資利益  0   －    43   

４．受取補償金  －   －    92   

５．その他  85 369 0.5 169 437 0.6 68 198 853 0.5

Ⅴ　営業外費用            

１．支払利息  4   6    8   

２．商品廃棄損  595   280    793   

３．資材廃棄損  62   21    102   

４．持分法による投資損失  －   31    －   

５．固定資産除却損  －   －    109   

６．その他  27 689 0.9 25 365 0.5 △324 22 1,037 0.6

経常利益   528 0.7  1,681 2.2 1,153  4,071 2.6

税金等調整前中間(当
期)純利益

  528 0.7  1,681 2.2 1,153  4,071 2.6

法人税、住民税及び
事業税

 544   689    1,908   

法人税等調整額  △179 364 0.5 18 708 0.9 343 △28 1,879 1.2

少数株主利益   76 0.1  67 0.1 △9  185 0.1

中間(当期)純利益   87 0.1  906 1.2 819  2,006 1.3
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(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21日　至　平成18年７月20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

前連結会計年度末残高

 （百万円）
1,924 1,464 64,293 △0 67,681

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当   △828  △828

利益処分による役員賞与   △22  △22

中間純利益   87  87

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）
    －

中間連結会計期間中の変動額合計

（百万円）
－ － △763 － △763

当中間連結会計期間末残高

（百万円）
1,924 1,464 63,530 △0 66,917

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

評価・換算差額等合
計

前連結会計年度末残高

（百万円）
517 517 624 68,823

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当    △828

利益処分による役員賞与    △22

中間純利益    87

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）
△400 △400 67 △333

中間連結会計期間中の変動額合計

（百万円）
△400 △400 67 △1,097

当中間連結会計期間末残高

（百万円）
117 117 691 67,726
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当中間連結会計期間（自　平成19年１月21日　至　平成19年７月20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

前連結会計年度末残高

 （百万円）
1,924 1,464 65,117 △1 68,505

当中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当   △497  △497

中間純利益   906  906

自己株式の取得    △0 △0

株主資本以外の項目の当中間連

結会計期間中の変動額（純額）
    －

当中間連結会計期間中の変動額合計

（百万円）
－ － 409 △0 409

当中間連結会計期間末残高

（百万円）
1,924 1,464 65,527 △1 68,914

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

評価・換算差額等合
計

前連結会計年度末残高

（百万円）
434 434 800 69,740

当中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当    △497

中間純利益    906

自己株式の取得    △0

株主資本以外の項目の当中間連

結会計期間中の変動額（純額）
△233 △233 64 △169

当中間連結会計期間中の変動額合計

（百万円）
△233 △233 64 240

当中間連結会計期間末残高

（百万円）
201 201 865 69,981
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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21日　至　平成19年１月20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

前連結会計年度末残高

 （百万円）
1,924 1,464 64,293 △0 67,681

当連結会計年度中の変動額

剰余金の配当（注）   △828  △828

剰余金の配当   △331  △331

役員賞与（注)   △22  △22

当期純利益   2,006  2,006

自己株式の取得    △0 △0

株主資本以外の項目の当連結会

計年度中の変動額（純額）
    －

当連結会計年度中の変動額合計

（百万円）
－ － 823 △0 823

当連結会計年度末残高

（百万円）
1,924 1,464 65,117 △1 68,505

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

評価・換算差額等合
計

前連結会計年度末残高

（百万円）
517 517 624 68,823

当連結会計年度中の変動額

剰余金の配当（注）    △828

剰余金の配当    △331

役員賞与（注）    △22

当期純利益    2,006

自己株式の取得    △0

株主資本以外の項目の当連結会

計年度中の変動額（純額）
△83 △83 176 93

当連結会計年度中の変動額合計

（百万円）
△83 △83 176 916

当連結会計年度末残高

（百万円）
434 434 800 69,740

 （注）平成18年度４月18日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21日
至　平成18年７月20日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年１月21日
至　平成19年７月20日）

対前中間期比

前連結会計年度の連結
キャッシュ・フロー計算
書
（自　平成18年１月21日
至　平成19年１月20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

 528 1,681 1,153 4,071

減価償却費  570 714 143 1,165

役員退職慰労引当金の増加額  91 18 △73 123

貸倒引当金の増減額(△は減少)  5 7 2 △8

賞与引当金の増減額(△は減少)  △194 △181 13 7

役員賞与引当金の増加額  9 14 4 －

受取利息及び配当金  △262 △273 △10 △517

支払利息  4 6 1 8

持分法による投資利益  △0 － 0 △43

持分法による投資損失  － 31 31 －

有価証券売却益  △26 △4 22 △10

売上債権の増加額  △1,571 △1,231 340 △267

たな卸資産の増減額(△は増加)  △2,105 △2,797 △691 564

仕入債務の増加額(△は減少)  2,447 4,719 2,271 △2,293

未払金の増減額(△は減少)  1,169 △1,151 △2,321 1,243

役員賞与の支払額  △24 － 24 △24

その他の資産の減少額  471 496 24 395

その他の負債の増加額  252 254 1 44

小計  1,365 2,305 939 4,456

利息及び配当金の受取額  247 281 33 514

利息の支払額  △1 △7 △6 △1

法人税等の支払額  △2,550 △1,389 1,160 △3,129

営業活動によるキャッシュ・フ
ロー

 △938 1,188 2,127 1,839
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前中間連結会計期間

（自　平成18年１月21日
至　平成18年７月20日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年１月21日
至　平成19年７月20日）

対前中間期比

前連結会計年度の連結
キャッシュ・フロー計算
書
（自　平成18年１月21日
至　平成19年１月20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

     

定期預金の預入れによる支出  △145 △1,747 △1,601 △404

定期預金の払戻しによる収入  198 150 △48 316

有価証券の取得による支出  △899 － 899 △4,399

有価証券の売却による収入  10,799 1,300 △9,499 19,694

有形・無形固定資産の取得によ
る支出

 △1,094 △2,081 △986 △1,544

有形固定資産の売却による収入  4 0 △3 5

投資有価証券の取得による支出  △9,457 △6,533 2,924 △11,610

投資有価証券の売却による収入  5,487 4,879 △607 9,288

関係会社株式取得による支出  － － － △75

長期貸付金の回収による収入  137 12 △125 171

その他  3 △28 △32 △9

投資活動によるキャッシュ・フ
ロー

 5,033 △4,048 △9,081 11,432

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フ
ロー

     

長期借入による収入  － 100 100 －

長期借入金の返済による支出  △24 △31 △6 △49

配当金の支払額  △828 △497 331 △1,159

少数株主への配当金の支払額  △7 △7 － △7

少数株主からの払込額  － 4 4 －

自己株式の取得による支出額  － △0 △0 △0

財務活動によるキャッシュ・フ
ロー

 △860 △431 429 △1,217

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差
額

 0 △0 △0 0

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額(△
は減少)

 3,233 △3,290 △6,524 12,054

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高  21,813 33,868 12,054 21,813

Ⅶ　現金及び現金同等物の中間期末
（期末）残高

 25,047 30,577 5,530 33,868
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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21日
至　平成18年７月20日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年１月21日
至　平成19年７月20日）

前連結会計年度
（自　平成18年１月21日
至　平成19年１月20日）

１．連結の範囲に関する事項 連結子会社は大同薬品工業㈱、㈱

ダイドービバレッジ静岡、㈱ダイ

ドービバレッジ東京、イー・ドリン

コ㈱、㈱ダイドービバレッジ・イー

スト、㈱ダイドービバレッジ大阪及

びイー・カナゾン㈱の７社でありま

す。

　イー・カナゾン㈱については、当

中間連結会計期間において新たに設

立したことにより、連結の範囲に含

めることといたしました。

なお、平成18年1月21日より㈱ダ

イドービバレッジ埼玉は、㈱ダイ

ドービバレッジ・イーストに商号を

変更いたしました。

連結子会社は大同薬品工業㈱、㈱

ダイドービバレッジ静岡、㈱ダイ

ドービバレッジ東京、イー・ドリン

コ㈱、㈱ダイドービバレッジ・イー

スト、㈱ダイドービバレッジ大阪、

イー・カナゾン㈱及びセンタンビバ

レッジ㈱の８社であります。

　センタンビバレッジ㈱については、

当中間連結会計期間において新たに

設立したことにより、連結の範囲に

含めることといたしました。

 連結子会社は大同薬品工業㈱、

㈱ダイドービバレッジ静岡、㈱ダイ

ドービバレッジ東京、イー・ドリン

コ㈱、㈱ダイドービバレッジ・イー

スト、㈱ダイドービバレッジ大阪及

びイー・カナゾン㈱の７社でありま

す。

 イー・カナゾン㈱については、

当連結会計年度において新たに設立

したことにより、連結の範囲に含め

ることといたしました。

 なお、平成18年1月21日より㈱ダ

イドービバレッジ埼玉は、㈱ダイ

ドービバレッジ・イーストに商号を

変更いたしました。

２．持分法の適用に関する事

項

　持分法適用の関連会社はダイ

ドー・タケナカビバレッジ㈱の１社

であります。

持分法適用の関連会社はダイ

ドー・タケナカビバレッジ㈱及び㈱

ダイドードリンコサービス栃木の2

社であります。

持分法適用の関連会社はダイ

ドー・タケナカビバレッジ㈱及び㈱

ダイドードリンコサービス栃木の2

社であります。

㈱ダイドードリンコサービス栃木

は平成18年12月の株式取得により、

当連結会計年度より関連会社となり

ました。なお、同社の期末日（平成

19年3月31日）をみなし取得日とし

ているため、当連結会計年度の損益

に与える影響はありません。

３．連結子会社の中間決算日

(決算日)等に関する事項

　連結子会社のうち㈱ダイドービバ

レッジ静岡、イー・ドリンコ㈱及び

イー・カナゾン㈱の中間期の末日は、

５月20日であります。

　中間連結財務諸表の作成に当たっ

ては、同中間決算日現在の中間財務

諸表を使用しております。ただし、

５月21日から７月20日までの期間に

発生した重要な取引については、連

結上必要な調整を行っております。

　連結子会社のうち㈱ダイドービバ

レッジ静岡、イー・ドリンコ㈱、

イー・カナゾン㈱及びセンタンビバ

レッジ㈱の中間期の末日は、５月20

日であります。

　中間連結財務諸表の作成に当たっ

ては、同中間決算日現在の中間財務

諸表を使用しております。ただし、

５月21日から７月20日までの期間に

発生した重要な取引については、連

結上必要な調整を行っております。

　連結子会社のうち、㈱ダイドービ

バレッジ静岡、イー・ドリンコ㈱及

びイー・カナゾン㈱の決算日は11月

20日であります。

　連結財務諸表の作成に当たっては、

同決算日現在の各社の財務諸表を使

用しております。ただし、11月21日

から翌年1月20日までの期間に発生

した重要な取引については、連結上

必要な調整を行っております。

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

(1）重要な資産の評価基準及び評価

方法

①　有価証券

(1）重要な資産の評価基準及び評価

方法

①　有価証券

（イ）満期保有目的の債券

　償却原価法（定額法）

（イ）満期保有目的の債券

　　　　　同左

（イ）満期保有目的の債券

　　　　　同左

（ロ）その他有価証券

時価のあるもの

　中間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）

（ロ）その他有価証券

時価のあるもの

　同左

（ロ）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

時価のないもの

同左

時価のないもの

同左
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成18年１月21日
至　平成18年７月20日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年１月21日
至　平成19年７月20日）

前連結会計年度
（自　平成18年１月21日
至　平成19年１月20日）

② たな卸資産

(イ)商品

　移動平均法による原価法

　ただし、一部の連結子会社に

ついては最終仕入原価法

② たな卸資産

(イ)商品

同左

② たな卸資産

(イ)商品

同左

(ロ)製品・原材料

　総平均法による原価法

(ロ)製品・原材料

同左

(ロ)製品・原材料

同左

(ハ)貯蔵品

　最終仕入原価法

(ハ)貯蔵品

同左

(ハ)貯蔵品

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

　ただし、一部の連結子会社につ

いては、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

　なお、耐用年数及び残存価額に

ついては、主として法人税法に規

定する方法と同一の基準によって

おります。

(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

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

同左

② 無形固定資産

　定額法

　ただし、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

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。

(3）重要な引当金の計上基準

① 貸倒引当金

同左

(3）重要な引当金の計上基準

① 貸倒引当金

同左

② 賞与引当金

　従業員に対する賞与の支給に備

えるため、将来の支給見込額のう

ち、当中間連結会計期間対応分相

当額を計上しております。

② 賞与引当金

同左

② 賞与引当金

　従業員に対する賞与の支給に備

えるため、将来の支給見込額のう

ち、当期対応分相当額を計上して

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21日
至　平成18年７月20日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年１月21日
至　平成19年７月20日）

前連結会計年度
（自　平成18年１月21日
至　平成19年１月20日）

③ 役員賞与引当金

　役員に対する賞与の支給に備え

るため、将来の支給見込額のうち、

当中間連結会計期間対応分相当額

を計上しております。 

③ 役員賞与引当金

同左

③　　　─────

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

付債務及び年金資産の見込額に基

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。

　数理計算上の差異は、各連結会

計年度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（５年）による定額法により按

分した額をそれぞれ発生の翌連結

会計年度より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

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

付債務及び年金資産の見込額に基

づき計上しております。

　数理計算上の差異については、

各連結会計年度の発生時における

従業員の平均残存勤務期間以内の

一定の年数（５年）による定額法

により按分した額をそれぞれ発生

の翌連結会計年度より費用処理す

ることとしております。

⑤ 役員退職慰労引当金

　役員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

⑤ 役員退職慰労引当金

　役員退職慰労金の支給に備える

ため、内規に基づく期末要支給額

を計上しております。

(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。

(4）重要なリース取引の処理方法

同左

(4）重要なリース取引の処理方法

同左

(5）その他中間連結財務諸表作成の

ための重要な事項

① 消費税等の会計処理

　消費税等の会計処理は税抜方式

によっております。

(5）その他中間連結財務諸表作成の

ための重要な事項

① 消費税等の会計処理

同左

(5）その他連結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

同左

② 法人税、住民税及び事業税の算

出方法

　当中間連結会計期間に係る納付

税額及び法人税等調整額は、当連

結会計年度において予定している

利益処分による特別償却準備金の

取崩しを前提として、当中間連結

会計期間に係る金額を計算してお

ります。

② 法人税、住民税及び事業税の算

出方法

　当中間連結会計期間に係る納付

税額及び法人税等調整額は、当連

結会計年度において予定している

特別償却準備金の取崩しを前提と

して、当中間連結会計期間に係る

金額を計算しております。

②　　　─────

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

　中間連結キャッシュ・フロー計算

書における資金(現金及び現金同等

物)は、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ヵ月

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 　連結キャッシュ・フロー計算書に

おける資金(現金及び現金同等物)は、

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ヵ月以内に

償還期限の到来する短期投資から

なっております。
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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21日
至　平成18年７月20日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年１月21日
至　平成19年７月20日）

前連結会計年度
（自　平成18年１月21日
至　平成19年１月20日）

１ 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

計基準委員会　平成15年10月31日　企

業会計基準適用指針第６号）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。

１ 　　　　───── １ 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

準委員会　平成15年10月31日　企業会

計基準適用指針第６号）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 営業権の償却方法

営業権については、従来、取得時に

全額償却しておりましたが、近年の事

業買収の増加に対応し、営業権の効果

の発現が予想される期間をもとに費用

収益対応の適正化を図るため、当中間

連結会計期間から均等償却に変更致し

ました。

この結果、従来の方法によった場合

に比べ販売費及び一般管理費が718百

万円減少し、営業利益、経常利益、税

金等調整前中間純利益が同額増加して

おります。

２ 　　　　───── ２ 営業権の償却方法

 営業権については、従来、取得時

に全額償却しておりましたが、近年の

事業買収の増加に対応し、営業権の効

果の発現が予想される期間をもとに費

用収益対応の適正化を図るため、当連

結会計年度から均等償却に変更いたし

ました。

 この結果、従来の方法によった場

合に比べ販売費及び一般管理費が685

百万円減少し、営業利益、経常利益、

税金等調整前当期純利益が同額増加し

ております。

３ 役員賞与に関する会計基準

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

委員会　平成17年11月29日　企業会計

基準第４号）を適用しております。

この結果、従来の方法によった場合

に比べ販売費及び一般管理費が　9百

万円増加し、営業利益、経常利益、税

金等調整前中間純利益が同額減少して

おります。

３ 　　　　───── ３ 役員賞与に関する会計基準

 当連結会計年度より、「役員賞与

に関する会計基準」（企業会計基準委

員会　平成17年11月29日　企業会計基

準第４号）を適用しております。

 この結果、従来の方法によった場

合に比べ販売費及び一般管理費が 18

百万円増加し、営業利益、経常利益、

税金等調整前当期純利益が同額減少し

ております。
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前中間連結会計期間
（自　平成18年１月21日
至　平成18年７月20日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年１月21日
至　平成19年７月20日）

前連結会計年度
（自　平成18年１月21日
至　平成19年１月20日）

４ 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」（企業会計基準委員会　平成17

年12月９日　企業会計基準第５号）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

会計基準委員会　平成17年12月９日　

企業会計基準適用指針第８号）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67,034百万円であります。

　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。

４ 　　　　───── ４ 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」（企業会計基準委員会　平成17年

12月９日　企業会計基準第５号）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

計基準委員会　平成17年12月９日　企

業会計基準適用指針第８号）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68,939百万円でありま

す。

 なお、連結財務諸表規則の改正によ

り、当連結会計期間における連結貸借

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。

５ 　　　　───── ５ 固定資産の減価償却方法の変更

当中間連結会計期間より、法人税法

の改正（（所得税法等の一部を改正す

る法律　平成19年３月30日　法律第６

号）及び（法人税法施行令の一部を改

正する政令　平成19年３月30日　政令

第83号））に伴い、平成19年４月１日

以降に取得したものについては、改正

後の法人税法に基づく方法に変更して

おります。

なお、この変更に伴う当中間連結会

計期間の損益に与える影響は軽微であ

ります。

５ 　　　　─────
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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７月20日）

当中間連結会計期間末
（平成19年７月20日）

前連結会計年度
（平成19年１月20日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額

6,747百万円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

    6,268百万円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

     5,930百万円

※２　担保に供している資産

定期預金　　　　  268百万円

※２　担保に供している資産

定期預金　　　    365百万円

※２　担保に供している資産

定期預金　　　    268百万円

このうち18百万円は、解約した

賃借不動産の賃料保証をするも

のであり、250百万円は長期借

入金129百万円（うち一年内返

済長期借入金49百万円）の担保

に供しているものであります。

このうち15百万円は、解約した

賃借不動産の賃料保証をするも

のであり、350百万円は長期借

入金172百万円（うち一年内返

済長期借入金69百万円）の担保

に供しているものであります。

このうち18百万円は、解約した

賃借不動産の賃料保証をするも

のであり、250百万円は長期借

入金104百万円（うち一年内返

済長期借入金49百万円）の担保

に供しているものであります。

※３　　　―――――――― ※３　　　―――――――― ※３　連結会計年度末日満期手形

連結会計年度末日満期手形の会

計処理については、手形交換日

をもって決済処理をしておりま

す。なお、当連結会計年度末日

が金融機関の休日であったため、

次の連結会計年度末日満期手形

が連結会計年度末残高に含まれ

ております。

受取手形　　　    665百万円

（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21日
至　平成18年７月20日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年１月21日
至　平成19年７月20日）

前連結会計年度
（自　平成18年１月21日
至　平成19年１月20日）

※１　販売費及び一般管理費のうち主

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うち主

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うち主

要な費目及び金額は次のとおり

であります。

発送配達費 2,199百万円

広告宣伝費 3,490

販売促進費 7,748

自販機維持管理費 1,717

給与手当 6,573

従業員賞与 1,204

賞与引当金繰入額 594

退職給付費用 461

役員退職慰労引当

金繰入額
160

役員賞与引当金繰

入額
9

リース料 7,264

減価償却費 369

発送配達費 2,185百万円

広告宣伝費 2,671

販売促進費 8,075

自販機維持管理費 1,751

給与手当 6,795

従業員賞与 1,193

賞与引当金繰入額 593

退職給付費用 376

役員退職慰労引当

金繰入額
24

役員賞与引当金繰

入額
14

リース料 7,424

減価償却費 430

発送配達費 4,363百万円

広告宣伝費 6,937

販売促進費 15,660

自販機維持管理費 3,308

給与手当 13,223

従業員賞与 2,914

賞与引当金繰入額 785

退職給付費用 855

役員退職慰労引当

金繰入額
191

リース料 14,482

減価償却費 759
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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21日
至　平成18年７月20日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年１月21日
至　平成19年７月20日）

前連結会計年度
（自　平成18年１月21日
至　平成19年１月20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

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

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

発行済株式 自己株式

 普通株式
（株）

 普通株式
（株）

前連結会計年度
末株式数

16,568,500 383

当中間連結会計
期間増加株式数

－ －

当中間連結会計
期間減少株式数

－ －

当中間連結会計
期間末株式数 

16,568,500 383

発行済株式 自己株式

 普通株式
（株）

 普通株式
（株）

前連結会計年度
末株式数

16,568,500 413

当中間連結会計
期間増加株式数

－ 2

当中間連結会計
期間減少株式数

－ －

当中間連結会計
期間末株式数 

16,568,500 415

発行済株式 自己株式

 普通株式
（株）

 普通株式
（株）

前連結会計年度
末株式数

16,568,500 383

当連結会計年度
増加株式数

－ 30

当連結会計年度
減少株式数

－ －

当連結会計年度
末株式数 

16,568,500 413

  （注）自己株式の株式数の増加２株は、単元

未満株式の買取による増加であります。

 （注）自己株式の株式数の増加30株は、単元

未満株式の買取による増加であります。

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する

事項

該当事項はありません。

２．　　　　―――――――― ２．　　　　――――――――

３．配当に関する事項 ３．配当に関する事項 ３．配当に関する事項

（1）配当金支払額

平成18年４月18日開催の定時株主

総会において次の通り決議しておりま

す。

（1）配当金支払額

平成19年４月18日開催の定時株主

総会において次の通り決議しておりま

す。

（1）配当金支払額

平成18年４月18日開催の定時株主

総会において次のとおり決議しており

ます。

普通株式の配当に関する事項

①配当金の総額 828百万円

②１株当たり配当額 50円

③基準日 平成18年１月20日

④効力発生日 平成18年４月19日

普通株式の配当に関する事項

①配当金の総額    497百万円

②１株当たり配当額 30円

③基準日 平成19年１月20日

④効力発生日 平成19年４月19日

普通株式の配当に関する事項

①配当金の総額    828百万円

②１株当たり配当額 50円

③基準日 平成18年１月20日

④効力発生日 平成18年４月18日

  　平成18年９月４日開催の取締役会に

おいて次のとおり決議しております。

  普通株式の配当に関する事項

①配当金の総額 331百万円

②１株当たり配当額 20円

③基準日 平成18年７月20日

④効力発生日 平成18年９月29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当中

間連結会計期間後となるもの

　平成18年９月４日開催の取締役会に

おいて次の通り決議しております。

（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当中

間連結会計期間後となるもの

　平成19年９月３日開催の取締役会に

おいて次の通り決議しております。

（2）基準日が当連結会計期間に属する配当

のうち、配当の効力発生日が翌連結会

計年度となるもの

　平成19年４月18日開催の取締役会に

おいて次のとおり決議しております。

普通株式の配当に関する事項

①配当金の総額 331百万円

②配当の原資 利益剰余金

③１株当たり配当額 20円

④基準日 平成18年７月20日

⑤効力発生日 平成18年９月29日

普通株式の配当に関する事項

①配当金の総額 331百万円

②配当の原資 利益剰余金

③１株当たり配当額 20円

④基準日 平成19年７月20日

⑤効力発生日 平成19年９月26日

普通株式の配当に関する事項

①配当金の総額 497百万円

②配当の原資 利益剰余金

③１株当たり配当額 30円

④基準日 平成19年１月20日

⑤効力発生日 平成19年４月19日
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（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21日
至　平成18年７月20日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年１月21日
至　平成19年７月20日）

前連結会計年度
（自　平成18年１月21日
至　平成19年１月20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７月20日現在） （平成19年７月20日現在） （平成19年１月20日現在）

現金及び預金勘定 15,673百万円

有価証券勘定 9,600  

預入期間が３ヵ月を

超える定期預金

△226  

現金及び現金同等物 25,047百万円

現金及び預金勘定 15,953百万円

有価証券勘定 16,916  

預入期間が３ヵ月を

超える定期預金

△2,292  

現金及び現金同等物 30,577百万円

現金及び預金勘定 16,694百万円

有価証券勘定 17,603  

預入期間が３ヵ月を

超える定期預金

△429  

現金及び現金同等物 33,868百万円
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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21日
至　平成18年７月20日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年１月21日
至　平成19年７月20日）

前連結会計年度
（自　平成18年１月21日
至　平成19年１月20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(借主側)

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(借主側)

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(借主側)

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

2,700 1,446 1,253

工具、器具及
び備品

54,005 27,621 26,383

合計 56,705 29,067 27,637

 

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

2,251 1,357 894

工具、器具及
び備品

53,926 27,921 26,004

合計 56,178 29,279 26,899

 

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

2,649 1,564 1,084

工具、器具及
び備品

55,541 29,846 25,694

合計 58,190 31,411 26,779

②　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

②　未経過リース料期末残高相当額

１年内 12,923百万円

１年超 15,619百万円

合計 28,542百万円

１年内 12,333百万円

１年超 15,408百万円

合計 27,742百万円

１年内 12,627百万円

１年超 14,980百万円

合計 27,608百万円

③　支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額

③　支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額

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 8,265百万円

減価償却費相当額 7,397百万円

支払利息相当額 832百万円

支払リース料 8,189百万円

減価償却費相当額 7,261百万円

支払利息相当額 790百万円

支払リース料 16,344百万円

減価償却費相当額14,599百万円

支払利息相当額 1,641百万円

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

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

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 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(借主側) 未経過リース料(借主側) 未経過リース料(借主側)

１年内 591百万円

１年超 1,195百万円

合計 1,786百万円

１年内 662百万円

１年超 1,279百万円

合計 1,942百万円

１年内 512百万円

１年超 1,022百万円

合計 1,534百万円

（減損損失）

　リース資産に配分された減損損失はあ

りませんので、項目等の記載は省略して

おります。

（減損損失）

同左

（減損損失）

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７月20日現在）

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの

 
中間連結貸借対照表計上
額（百万円）

時価（百万円） 差額（百万円）

（1）国債・地方債等 － － －

（2）社債 － － －

（3）その他 6,000 5,455 △544

合計 6,000 5,455 △544

２．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）

（1）株式 414 1,749 1,334

（2）債券    

国債・地方債等 16,864 16,743 △120

社債 4,297 4,257 △39

その他 8,199 7,237 △962

（3）その他 728 713 △14

合計 30,504 30,701 197

（注）減損処理にあたっては、中間連結会計期間末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うこととしております。

３．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  

キャッシュ・リザーブ・ファンド 4,900

フリー・ファイナンシャル・ファンド 3,700

キャッシュ・ファンド 1,000

非上場株式 548
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当中間連結会計期間末（平成19年７月20日現在）

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの

 
中間連結貸借対照表計上
額（百万円）

時価（百万円） 差額（百万円）

（1）国債・地方債等 － － －

（2）社債 － － －

（3）その他 3,700 3,382 △317

合計 3,700 3,382 △317

２．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）

（1）株式 695 1,759 1,063

（2）債券    

国債・地方債等 13,565 13,496 △68

社債 4,787 4,757 △30

その他 8,798 8,170 △628

（3）その他 355 358 2

合計 28,203 28,542 338

（注）減損処理にあたっては、中間連結会計期間末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うこととしております。

３．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  

キャッシュ・リクイディティ・ファンド 7,000

キャッシュ・リザーブ・ファンド 4,608

フリー・ファイナンシャル・ファンド 2,504

キャッシュ・ファンド 2,002

非上場株式 562
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前連結会計年度末（平成19年１月20日現在）

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの

 
連結貸借対照表計上額

（百万円）
時価（百万円） 差額（百万円）

（1）国債・地方債等 ― ― ―

（2）社債 ― ― ―

（3）その他 5,500 5,226 △273

合計 5,500 5,226 △273

２．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）

（1）株式 412 1,714 1,301

（2）債券    

国債・地方債等 14,866 14,819 △46

社債 3,892 3,875 △16

その他 8,400 7,876 △523

（3）その他 375 391 16

合計 27,946 28,678 731

（注）減損処理にあたっては、期末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

を行うこととしております。

３．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  

キャッシュ・リザーブ・ファンド 7,601

フリー・ファイナンシャル・ファンド 5,002

キャッシュ・ファンド 2,000

非上場株式 554
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（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21日　至平成18年７月20日）、当中間連結会計期間（自平成19年１月21日

至平成19年７月20日）及び前連結会計年度（自平成18年１月21日　至平成19年１月20日）において、デリバティブ

取引を利用していないので、該当事項はありません。

（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21日　至平成18年７月20日）

　該当事項はありません。

当中間連結会計期間（自平成19年１月21日　至平成19年７月20日）

　該当事項はありません。

前連結会計年度（自平成18年１月21日　至平成19年１月20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21日　至平成18年７月20日）、当中間連結会計期間（自平成19年１月21

日　至平成19年７月20日）及び前連結会計年度（自平成18年１月21日　至平成19年１月20日）において、飲料事

業以外に事業の種類がない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21日　至平成18年７月20日）、当中間連結会計期間（自平成19年１月21

日　至平成19年７月20日）及び前連結会計年度（自平成18年１月21日　至平成19年１月20日）において、本邦以

外の国また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21日　至平成18年７月20日）、当中間連結会計期間（自平成19年１月21

日　至平成19年７月20日）及び前連結会計年度（自平成18年１月21日　至平成19年１月20日）において、海外売

上高がないため、該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

前中間連結会計期間
（自　平成18年１月21日
至　平成18年７月20日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年１月21日
至　平成19年７月20日）

前連結会計年度
（自　平成18年１月21日
至　平成19年１月20日）

１株当たり純資産額 4,046.01円

１株当たり中間純利益 5.29円

１株当たり純資産額 4,171.62円

１株当たり中間純利益 54.72円

１株当たり純資産額 4,161.00円

１株当たり当期純利益 121.10円

　なお、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 　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。

　（注）１．１株当たり純資産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末
（平成18年７月20日）

当中間連結会計期間末
（平成19年７月20日）

前連結会計年度
(平成19年１月20日）

純資産の部の合計額（百万円） 67,726 69,981 69,740

純資産の部の合計額から控除する金額

(百万円)
691 865 800

（うち少数株主持分） (691) (865) (800)

普通株式に係る中間期末（期末）の純

資産額（百万円）
67,034 69,115 68,939

中間期末（期末）の普通株式の数

（株）
16,568,117 16,568,085 16,568,087

　　　　２．１株当たり中間（当期）純利益金額算定上の基礎は、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21日
至　平成18年７月20日)

当中間連結会計期間
(自　平成19年１月21日
至　平成19年７月20日)

前連結会計年度
(自　平成18年１月21日
至　平成19年１月20日)

中間（当期）純利益（百万円） 87 906 2,006

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）
87 906 2,006

期中平均株式数（株） 16,568,117 16,568,085 16,568,107

（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７月20日）
当中間会計期間末

（平成19年７月20日）
対前中間
期比

前事業年度の要約貸借対照表
（平成19年１月20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 ※２ 6,842   7,120    6,624   

２．受取手形 ※４ 2,147   2,013    2,627   

３．売掛金  14,160   14,260    12,386   

４．有価証券  14,794   22,998    20,799   

５．債権信託受益権  1,000   －    －   

６．たな卸資産  7,010   6,982    4,312   

７．繰延税金資産  574   329    468   

８．その他  3,421   3,129    3,367   

貸倒引当金  △2   △1    △2   

流動資産合計   49,948 52.9  56,833 60.1 6,885  50,585 55.4

Ⅱ　固定資産            

１．有形固定資産 ※１ 3,312   3,244   △68 3,267   

２．無形固定資産  1,175   1,524   348 1,403   

３．投資その他の資産            

(1）投資有価証券  32,005   25,474    28,486   

(2）関係会社株式  1,974   2,049    2,049   

(3）繰延税金資産  339   221    80   

(4）その他  5,773   5,204    5,496   

貸倒引当金  △29   △18    △14   

投資その他の資産合計  40,063   32,931   △7,131 36,099   

固定資産合計   44,552 47.1  37,700 39.9 △6,851  40,770 44.6

資産合計   94,500 100.0  94,534 100.0 34  91,355 100.0
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前中間会計期間末

（平成18年７月20日）
当中間会計期間末

（平成19年７月20日）
対前中間
期比

前事業年度の要約貸借対照表
（平成19年１月20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  1,701   1    1   

２．買掛金  20,566   22,199    17,367   

３．未払金  6,290   5,511    6,288   

４．未払法人税等  210   360    837   

５．賞与引当金  590   515    713   

６．役員賞与引当金  7   10    －   

７．その他 ※３ 1,910   1,882    1,845   

流動負債合計   31,278 33.1  30,482 32.2 △795  27,054 29.6

Ⅱ　固定負債            

１．預り保証金  2,429   2,368    2,378   

２．退職給付引当金  321   298    322   

３．役員退職慰労引当金  323   355    341   

固定負債合計   3,074 3.3  3,021 3.2 △52  3,042 3.3

負債合計   34,352 36.4  33,504 35.4 △848  30,097 32.9

            

（純資産の部）  

Ⅰ　株主資本         

１．資本金  1,924  1,924  － 1,924  

２．資本剰余金  

(1）資本準備金  1,464 1,464 1,464

資本剰余金合計  1,464  1,464  － 1,464  

３．利益剰余金  

(1）利益準備金  137 137 137

(2）その他利益剰余金     

特別償却準備金  20 2 2

別途積立金  55,650 55,650 55,650

繰越利益剰余金  852 1,667 1,664

利益剰余金合計  56,660  57,457  796 57,454  

４．自己株式  △0  △1  △0 △1  

株主資本合計  60,048 63.5 60,844 64.4 796 60,841 66.6

Ⅱ　評価・換算差額等         

１．その他有価証券評価
差額金

 99  185  86 417  

評価・換算差額等合計  99 0.1 185 0.2 86 417 0.5

純資産合計  60,147 63.6 61,030 64.6 882 61,258 67.1

負債及び純資産合計  94,500 100.0 94,534 100.0 34 91,355 100.0

ダイドードリンコ㈱（2590）平成 20 年１月期　中間決算短信

－ 33 －



(2) 中間損益計算書

  
前中間会計期間

（自　平成18年１月21日
至　平成18年７月20日）

当中間会計期間
（自　平成19年１月21日
至　平成19年７月20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21日
至　平成19年１月20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   67,894 100.0  67,071 100.0 △823  136,178 100.0

Ⅱ　売上原価   33,902 49.9  33,691 50.2 △211  68,152 50.0

売上総利益   33,992 50.1  33,380 49.8 △612  68,025 50.0

Ⅲ　販売費及び一般管理費   34,018 50.1  32,651 48.7 △1,367  66,152 48.6

営業利益又は営業損
失（△）

  △25 △0.0  729 1.1 754  1,873 1.4

Ⅳ　営業外収益 ※１  395 0.6  507 0.8 111  809 0.6

Ⅴ　営業外費用 ※２  671 1.0  320 0.5 △351  942 0.7

経常利益又は経常損
失（△）

  △302 △0.4  916 1.4 1,218  1,739 1.3

税引前中間(当期)純利益又

は中間純損失（△）
  △302 △0.4  916 1.4 1,218  1,739 1.3

法人税、住民税及び
事業税

 40   260    809   

法人税等調整額  △96 △56 △0.0 155 415 0.7 472 51 860 0.7

中間(当期)純利益又
は中間純損失（△）

  △245 △0.4  500 0.7 745  879 0.6
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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21日　至　平成18年７月20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

利益準備
金

その他利益剰余金
利益剰余
金合計特別償却

準備金
別途積立
金

繰越利益
剰余金

前事業年度末残高

（百万円）
1,924 1,464 1,464 137 39 54,650 2,926 57,752 △0 61,140

中間会計期間中の変動額

特別償却準備金の取崩し     △18  18 －  －

別途積立金の積立て      1,000 △1,000 －  －

剰余金の配当       △828 △828  △828

利益処分による役員賞与       △17 △17  △17

中間純損失       △245 △245  △245

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）
－ － － － △18 1,000 △2,073 △1,092 － △1,092

当中間会計期間末残高

（百万円）
1,924 1,464 1,464 137 20 55,650 852 56,660 △0 60,048

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

前事業年度末残高

（百万円）
498 498 61,639

中間会計期間中の変動額

特別償却準備金の取崩し   －

別途積立金の積立て   －

剰余金の配当   △828

利益処分による役員賞与   △17

中間純損失   △245

株主資本以外の項目の中間会計期

間中の変動額（純額）
△399 △399 △399

中間会計期間中の変動額合計

（百万円）
△399 △399 △1,491

当中間会計期間末残高

（百万円）
99 99 60,147
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当中間会計期間（自　平成19年１月21日　至　平成19年７月20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

利益準備
金

その他利益剰余金
利益剰余
金合計特別償却

準備金
別途積立
金

繰越利益
剰余金

前事業年度末残高

（百万円）
1,924 1,464 1,464 137 2 55,650 1,664 57,454 △1 60,841

当中間会計期間中の変動額

剰余金の配当       △497 △497  △497

中間純利益       500 500  500

自己株式の取得         △0 △0

株主資本以外の項目の当中間会計

期間中の変動額（純額）
         －

当中間会計期間中の変動額合計

（百万円）
－ － － － － － 3 3 △0 3

当中間会計期間末残高

（百万円）
1,924 1,464 1,464 137 2 55,650 1,667 57,457 △1 60,844

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

前事業年度末残高

（百万円）
417 417 61,258

当中間会計期間中の変動額

剰余金の配当   △497

中間純利益   500

自己株式の取得   △0

株主資本以外の項目の当中間会計

期間中の変動額（純額）
△231 △231 △231

当中間会計期間中の変動額合計

（百万円）
△231 △231 △228

当中間会計期間末残高

（百万円）
185 185 61,030
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前事業年度の株主資本等変動計算書（自　平成18年１月21日　至　平成19年１月20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

利益準備
金

その他利益剰余金
利益剰余
金合計特別償却

準備金
別途積立
金

繰越利益
剰余金

前事業年度末残高

（百万円）
1,924 1,464 1,464 137 39 54,650 2,926 57,752 △0 61,140

当事業年度中の変動額

特別償却準備金の取崩し（注）     △18  18 －  －

特別償却準備金の取崩し     △18  18 －  －

別途積立金の積立て（注）      1,000 △1,000 －  －

剰余金の配当（注）       △828 △828  △828

剰余金の配当       △331 △331  △331

役員賞与（注）       △17 △17  △17

当期純利益       879 879  879

自己株式の取得         △0 △0

株主資本以外の項目の当事業年度

中の変動額（純額）
         －

当事業年度中の変動額合計

（百万円）
－ － － － △36 1,000 △1,261 △298 △0 △298

当事業年度末残高

（百万円）
1,924 1,464 1,464 137 2 55,650 1,664 57,454 △1 60,841

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

前事業年度末残高

（百万円）
498 498 61,639

当事業年度中の変動額

特別償却準備金の取崩し（注）   －

特別償却準備金の取崩し   －

別途積立金の積立て（注）   －

剰余金の配当（注）   △828

剰余金の配当   △331

役員賞与（注）   △17

当期純利益   879

自己株式の取得   △0

株主資本以外の項目の当事業年度

中の変動額（純額）
△81 △81 △81

当事業年度中の変動額合計

（百万円）
△81 △81 △380

当事業年度末残高

（百万円）
417 417 61,258

（注）平成18年４月18日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21日
至　平成18年７月20日）

当中間会計期間
（自　平成19年１月21日
至　平成19年７月20日）

前事業年度
（自　平成18年１月21日
至　平成19年１月20日）

１．資産の評価基準及び評価

方法

(1）有価証券

①満期保有目的の債券

　償却原価法（定額法）

(1）有価証券

①満期保有目的の債券

同左

(1)有価証券

①満期保有目的の債券

同左

②子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法

②子会社株式及び関連会社株式

同左

②子会社株式及び関連会社株式

同左

③その他有価証券

時価のあるもの

　中間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）

③その他有価証券

時価のあるもの

同左

③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

時価のないもの

同左

時価のないもの

同左

(2）たな卸資産

①商品

移動平均法による原価法

(2）たな卸資産

①商品

同左

(2)たな卸資産

①商品

同左

②貯蔵品

最終仕入原価法

②貯蔵品

同左

②貯蔵品

同左

２．固定資産の減価償却の方

法

(1）有形固定資産

　定率法

　なお、耐用年数及び残存価額に

ついては、主として法人税法に規

定する方法と同一の基準によって

おります。

(1）有形固定資産

同左

(1）有形固定資産

同左

(2）無形固定資産

　定額法

　ただし、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

(2）無形固定資産

同左

(2）無形固定資産

同左

３．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金

　債権の貸倒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）賞与引当金

　従業員に対する賞与の支給に備

えるため、将来の支給見込額のう

ち、当中間会計期間対応分相当額

を計上しております。

(2）賞与引当金

同左

(2）賞与引当金

　従業員に対する賞与の支給に備

えるため、将来の支給見込額のう

ち、当期対応分相当額を計上して

おります。
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項目
前中間会計期間

（自　平成18年１月21日
至　平成18年７月20日）

当中間会計期間
（自　平成19年１月21日
至　平成19年７月20日）

前事業年度
（自　平成18年１月21日
至　平成19年１月20日）

(3）役員賞与引当金

　役員に対する賞与の支給に備え

るため、将来の支給見込額のうち、

当中間会計期間対応分相当額を計

上しております。 

(3）役員賞与引当金

同左

(3）　　─────

(4）役員退職慰労引当金

　役員退職慰労金の支給に備える

ため、内規に基づく当中間会計期

間末要支給額を計上しております。

(4）役員退職慰労引当金

同左

(4）役員退職慰労引当金

　役員退職慰労金の支給に備える

ため、内規に基づく期末要支給額

を計上しております。

(5）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

務及び年金資産の見込額に基づき、

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。

　数理計算上の差異は、各事業年

度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

（５年）による定額法により按分

した額をそれぞれ発生の翌事業年

度より費用処理することとしてお

ります。

(5）退職給付引当金

同左

(5）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及び

年金資産の見込額に基づき計上し

ております。

　数理計算上の差異については、

各事業年度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（５年）による定額法によ

り按分した額をそれぞれ発生の翌

事業年度より費用処理することと

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．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

(1)消費税等の会計処理

　消費税等の会計処理は、税抜方

式によっております。

(1)消費税等の会計処理

同左

(1)消費税等の会計処理

同左

(2)法人税、住民税及び事業税の算

出方法

　当中間会計期間に係る納付税額

及び法人税等調整額は、当期にお

いて予定している利益処分による

特別償却準備金の取崩しを前提と

して、当中間会計期間に係る金額

を計算しております。

(2)法人税、住民税及び事業税の算

出方法

　当中間会計期間に係る納付税額

及び法人税等調整額は、当期にお

いて予定している特別償却準備金

の取崩しを前提として、当中間会

計期間に係る金額を計算しており

ます。

(2)　　　─────
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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の変更

前中間会計期間
（自　平成18年１月21日
至　平成18年７月20日）

当中間会計期間
（自　平成19年１月21日
至　平成19年７月20日）

前事業年度
（自　平成18年１月21日
至　平成19年１月20日）

１ 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

基準委員会　平成15年10月31日　企業

会計基準適用指針第６号）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。

１ 　　　　───── １ 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

委員会　平成15年10月31日　企業会計

基準適用指針第６号）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 営業権の償却方法

営業権については、従来、取得時に

全額償却しておりましたが、近年の事

業買収の増加に対応し、営業権の効果

の発現が予想される期間をもとに費用

収益対応の適正化を図るため、当中間

会計期間から均等償却に変更致しまし

た。

この結果、従来の方法によった場合

に比べ販売費及び一般管理費が9百万

円減少し、営業損失、経常損失、税引

前中間純損失が同額減少しております。

２ 　　　　───── ２ 営業権の償却方法

営業権については、従来、取得時に

全額償却しておりましたが、近年の事

業買収の増加に対応し、営業権の効果

の発現が予想される期間をもとに費用

収益対応の適正化を図るため、当事業

年度から均等償却に変更致しました。

この結果、従来の方法によった場合

に比べ販売費及び一般管理費が55百万

円減少し、営業利益、経常利益、税引

前当期純利益が同額増加しております。

３ 役員賞与に関する会計基準

当中間会計期間より、「役員賞与に

関する会計基準」（企業会計基準委員

会　平成17年11月29日　企業会計基準

第４号）を適用しております。

この結果、従来の方法によった場合

に比べ販売費及び一般管理費が7百万

円増加し、営業損失、経常損失、税引

前中間純損失が同額増加しております。

３ 　　　　───── ３ 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」（企業会計基準委員会　

平成17年11月29日　企業会計基準第４

号）を適用しております。

この結果、従来の方法によった場合

に比べ販売費及び一般管理費が14百万

円増加し、営業利益、経常利益、税引

前当期純利益が同額減少しております。
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前中間会計期間
（自　平成18年１月21日
至　平成18年７月20日）

当中間会計期間
（自　平成19年１月21日
至　平成19年７月20日）

前事業年度
（自　平成18年１月21日
至　平成19年１月20日）

４ 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」（企業会計基準委員会　平成17年

12月９日　企業会計基準第５号）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

計基準委員会　平成17年12月９日　企

業会計基準適用指針第８号）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60,147百万円であります。

　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。

４ 　　　　───── ４ 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」

（企業会計基準委員会　平成17年12月

９日　企業会計基準第５号）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

準委員会　平成17年12月９日　企業会

計基準適用指針第８号）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61,258百万円であります。

　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。

５ 　　　　───── ５ 固定資産の減価償却の方法の

変更

当中間会計期間より、法人税法の改

正（（所得税法等の一部を改正する法

律　平成19年３月30日　法律第６号）

及び（法人税法施行令の一部を改正す

る政令　平成19年３月30日　政令第83

号））に伴い、平成19年４月1日以降

に取得したものについては、改正後の

法人税法に基づく方法に変更しており

ます。

なお、この変更に伴う当中間会計期

間の損益に与える影響は軽微でありま

す。

５ 　　　　─────
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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７月20日）

当中間会計期間末
（平成19年７月20日）

前事業年度
（平成19年１月20日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額

2,053百万円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

1,941百万円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

1,891百万円

※２　担保に供している資産

定期預金　　　　　18百万円

※２　担保に供している資産

定期預金　　　　　15百万円

※２　担保に供している資産

定期預金　　　　　18百万円

上記は、解約をした賃借不動産

の賃料保証をするものでありま

す。

上記は、解約をした賃借不動産

の賃料保証をするものでありま

す。

上記は、解約した賃借不動産の

賃料保証をするものであります。

※３　消費税等の取扱い

仮払消費税等及び仮受消費税等

は相殺のうえ、金額の重要性が

乏しいため、流動負債の「その

他」に含めて表示しております。

※３　消費税等の取扱い

同左

※３　　　──────

※４　　　────── ※４　　　────── ※４　期末日満期手形

　期末日満期手形の会計処理に

ついては、手形交換日をもって

決済処理をしております。なお、

当期末日が金融機関の休日で

あったため、次の期末日満期手

形が期末残高に含まれておりま

す。

　受取手形　　　 659百万円

（中間損益計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成18年１月21日
至　平成18年７月20日）

当中間会計期間
（自　平成19年１月21日
至　平成19年７月20日）

前事業年度
（自　平成18年１月21日
至　平成19年１月20日）

※１　営業外収益のうち重要なもの ※１　営業外収益のうち重要なもの ※１　営業外収益のうち重要なもの

受取利息 11百万円

有価証券利息 249百万円

受取利息 9百万円

有価証券利息 258百万円

受取利息 23百万円

有価証券利息 496百万円

※２　営業外費用のうち重要なもの ※２　営業外費用のうち重要なもの ※２　営業外費用のうち重要なもの

商品廃棄損 593百万円

資材廃棄損 52百万円

商品廃棄損 279百万円

資材廃棄損 20百万円

商品廃棄損 790百万円

資材廃棄損 91百万円

　３　減価償却実施額 　３　減価償却実施額 　３　減価償却実施額

有形固定資産 59百万円

無形固定資産 206百万円

有形固定資産 56百万円

無形固定資産 254百万円

有形固定資産 118百万円

無形固定資産 432百万円
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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21日
至　平成18年７月20日）

当中間会計期間
（自　平成19年１月21日
至　平成19年７月20日）

前事業年度
（自　平成18年１月21日
至　平成19年１月20日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項 自己株式の種類及び株式数に関する事項 自己株式の種類及び株式数に関する事項

自己株式の種類  普通株式（株）

前事業年度末株式数 383

当中間会計期間増加株
式数

－

当中間会計期間減少株
式数

－

当中間会計期間末株式
数 

383

自己株式の種類  普通株式（株）

前事業年度末株式数 413

当中間会計期間増加株
式数

2

当中間会計期間減少株
式数

－

当中間会計期間末株式
数 

415

（注）自己株式の株式数の増加２株は、単元

未満株式の買取による増加であります。

自己株式の種類  普通株式（株）

前事業年度末株式数 383

当事業年度増加株式数 30

当事業年度減少株式数 －

当事業年度末株式数 413

（注）自己株式の株式数の増加30株は、単元

未満株式の買取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21日
至　平成18年７月20日）

当中間会計期間
（自　平成19年１月21日
至　平成19年７月20日）

前事業年度
（自　平成18年１月21日
至　平成19年１月20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(借主側)

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(借主側)

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(借主側)

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)

車両運搬具 1,861 981 880

工具、器具及
び備品

53,885 27,566 26,319

合計 55,747 28,547 27,199

 

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)

車両運搬具 1,606 985 620

工具、器具及
び備品

53,771 27,848 25,923

合計 55,378 28,834 26,544

 

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)

車両運搬具 1,729 1,008 721

工具、器具及
び備品

55,415 29,788 25,626

合計 57,145 30,797 26,347

②　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

②　未経過リース料期末残高相当額

１年内 12,746百万円

１年超 15,345百万円

合計 28,091百万円

１年内 12,162百万円

１年超 15,190百万円

合計 27,353百万円

１年内 12,454百万円

１年超 14,714百万円

合計 27,168百万円

③　支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額

③　支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額

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 8,164百万円

減価償却費相当額 7,305百万円

支払利息相当額 825百万円

支払リース料 8,087百万円

減価償却費相当額 7,168百万円

支払利息相当額 784百万円

支払リース料 16,144百万円

減価償却費相当額14,418百万円

支払利息相当額 1,627百万円

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

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

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 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(借主側) 未経過リース料(借主側) 未経過リース料(借主側)

１年内 388百万円

１年超 823百万円

合計 1,212百万円

１年内 444百万円

１年超 885百万円

合計 1,330百万円

１年内 393百万円

１年超 779百万円

合計 1,172百万円

（減損損失）

　リース資産に配分された減損損失はあ

りませんので、項目等の記載は省略して

おります。

（減損損失）

同左

（減損損失）

同左
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（有価証券関係）

　前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業年度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。

（１株当たり情報）

　中間連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。
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６．生産、受注及び販売の状況
(1）生産実績

　当中間連結会計期間の生産実績を事業部門別に示すと次のとおりであります。

事業部門の名称 金額（百万円） 前年同期比（％）

飲料受託製造部門 3,590 111.0

合計 3,590 111.0

　（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）商品仕入実績

　当中間連結会計期間の商品仕入実績を事業部門別に示すと次のとおりであります。

事業部門の名称 金額（百万円） 前年同期比（％）

飲料販売部門 35,918 101.8

飲料受託製造部門 104 108.2

合計 36,022 101.8

　（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(3）受注状況

　当中間連結会計期間の受注状況を事業部門別に示すと次のとおりであります。

事業部門の名称
受注高

（百万円）
前年同期比（％）

受注残高
（百万円）

前年同期比（％）

飲料受託製造部門 3,079 93.1 947 77.5

合計 3,079 93.1 947 77.5

　（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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(4）販売実績

　当中間連結会計期間の販売実績を事業部門別に示すと次のとおりであります。

事業部門の名称 金額（百万円） 前年同期比（％）

飲料販売部門 75,023 101.1

飲料受託製造部門 2,559 100.9

合計 77,583 101.1

　（注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

２．飲料分野別内訳は次のとおりであります。

区分 販売実績（百万円） 比率（％）

飲料販売

部門

コーヒー飲料 41,176 53.1

茶系飲料 10,658 13.7

果汁飲料 7,395 9.5

炭酸飲料 5,714 7.4

ミネラルウォーター 2,225 2.9

機能性飲料 1,853 2.4

ドリンク剤 1,411 1.8

その他飲料 4,589 5.9

小計 75,023 96.7

飲料受託

製造部門

ドリンク剤 2,443 3.2

飲料資材 115 0.1

小計 2,559 3.3

合計 77,583 100.0
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