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１．平成19年12月期第３四半期の連結業績（平成19年１月１日　～　平成19年９月30日）

(1）連結経営成績 （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年12月期第３四半期 71,058 6.7 △807 － △706 － △302 －

18年12月期第３四半期 66,570 △0.4 △914 － △876 － △909 －

18年12月期 99,587 － 1,448 － 1,558 － 1,860 －

１株当たり四半期
（当期）純利益

潜在株式調整後
１株当たり四半期
（当期）純利益

 円　銭  円　銭

19年12月期第３四半期  △2.27  －

18年12月期第３四半期  △6.82  －

18年12月期  13.96  －

(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12月期第３四半期 88,458 47,910 53.9  357.77

18年12月期第３四半期 87,924 46,052 52.1  343.94

18年12月期 95,418 48,887 50.9  364.63

(3）連結キャッシュ・フローの状況（平成19年１月１日　～　平成19年９月30日）  

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12月期第３四半期 5,513 △2,400 △839 7,472

18年12月期第３四半期 4,213 △5,616 2,370 4,827

18年12月期 1,952 △2,449 1,831 5,214
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２．配当の状況

 ・現金配当 １株当たり配当金

期末 年間

円 銭 円 銭

18年12月期 5.00 5.00

19年12月期（実績） －  

19年12月期（予想） 5.00 5.00

 

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）　

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

　　現時点において７月に発表した通期の業績予想に修正はありません。

 

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）会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無　　　　　　　　　　　　　　：　有

(3）最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無　　　　　　　　　　　　：　有

（注）詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

　予想の数値は本資料の発表日現在における将来の見通し、計画のもととなる前提、予測を含んでおります。実際

の業績は、今後様々な要因によって予想値とは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等については、４ページ【定性的情報・財務諸表等】３.連結業績予想に関する定性情

報をご覧下さい。

メルシャン㈱ (２５３６) 平成 19 年 12 月期 第３四半期財務・業績の概況
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【定性的情報・財務諸表等】

１．連結経営成績に関する定性的情報

　当第３四半期（平成19年１月１日から９月30日まで）の連結売上高は、71,058百万円（前年同期比6.7％増）となりま

した。利益面では連結営業損失は807百万円、連結経常損失は706百万円、連結純損失は302百万円となりました。

 

 (酒類事業)

  ワイン市場は、国産・輸入ともに上期からの回復傾向を維持し堅調に推移しました。

  当社グループの国産ワインは、健康系デイリーワインの「おいしい酸化防止剤無添加ワイン」が好調に売上を伸ばし、

国産ワイン全体を牽引しました。手頃感のある「ビストロ」は既存の７２０ml瓶からボックスタイプへのシフトが進み、

低価格市場のワインが低調にあるなか堅実に推移し前年同期並みとしました。主軸の「ボン・ルージュ」は発売１１年

目を迎え、リニューアルキャンペーンを行いましたが、新規ユーザーの獲得には繋がらず微減傾向が続きました。品質

の高さを評価されている国産ファインワインは、稀少性と広告効果により「シャトー・メルシャン　桔梗ヶ原メルロー

シグナチャー」が大きく伸長しました。また、ワインセミナーで丹念に商品説明をした「シャトー・メルシャン　甲州

グリ・ド・グリ」がその味わいを評価され大きく売上を伸ばしましたが、主力の「シャトー・メルシャン　ジェイ・

フィーヌ」は前年までの急拡大の反動により前年同期を大幅に下回る結果となりました。国産ワイン全体では、前年同

期を大きく上回りました。

  輸入ワインは、手軽に楽しめるスクリューキャップを採用したチリNo．1ワインメーカーのコンチャ・イ・トロ社の

「サンライズ」、「フロンテラ」、オーストラリアワインの「イーグルホーク」などが前年同期に比べ大きく伸長しま

した。伝統国強化の一環として全面リニューアルし、“ベスト・バリュー・ボルドー”をコンセプトに造られた「ドゥ

ルトｂボルドー」も前年同期を上回り、輸入ワイン全体で前年同期を上回る結果となりました。ワイン事業全体では、

麒麟麦酒株式会社からの移管商品「カフェ・ド・パリ」、「フランジア」なども加わり前年同期を上回りました。

  中国酒は、中国食品の安全性の問題が取り上げられ、中国料理店への影響が少なからずありましたが、昨年発売した

低価格商品「古繊道」などが料飲店に定着し着実に売上を伸ばし、前年同期並みに推移しました。

　加工用酒類市場は、残暑の影響で調理麺類の売上が大幅増となったものの、その他の弁当・惣菜類については厳しい

状況が続きました。当社グループの加工用酒類事業では、みりん、加工用ワインの売上が堅調に推移し前年同期を上回っ

たほか、製菓用洋酒も麒麟麦酒株式会社から移管を受けた「マイヤーズ・ラム」が寄与し、前年同期に比べ大幅に伸長

しました。また、アルコール製剤についても新規ユーザーの獲得により前年同期の売上を大きく伸ばし、加工用酒類事

業全体で前年同期を上回りました。

　アルコール事業では、酎ハイなどに使用されるリキュール用アルコールの販売を促進し、清酒用アルコールの減少を

補った結果、酒類原料用アルコールは前年同期を上回りました。一方、工業用アルコールは堅実な販売を展開し前年同

期並みを確保しました。アルコール事業全体では、前年同期を上回りました。

  ７月より麒麟麦酒株式会社に販売を移管し、同社からの受託生産をすることとなった国産ウイスキー、梅酒、低アル

コール飲料、焼酎類は、金額ベースでの単純な前年比較をすることが出来ませんが、出荷数量ベースで比較しますとカ

テゴリーによりバラつきはあるものの、受託生産品全体では、ほぼ前年同期並みの出荷量で推移しました。

　これらの結果、酒類事業の売上高は、53,170百万円(前年同期比3.6％増)となりました。

 (医薬・化学品事業)

　抗生物質「ジョサマイシン」は、上期に引き続き、中国・欧州向けともに堅調に推移しました。抗腫瘍性抗生物質「ピ

ラルビシン」は国内向けが減少し前年同期を下回りましたが、その他の制癌剤が順調に売上を伸ばし、制癌剤全体では

前年同期を大幅に伸長しました。溶剤その他の商品についても前年同期を上回りました。

　これらの結果、医薬・化学品事業の売上高は、4,439百万円(前年同期比9.0％増)となりました。

 (飼料事業)

　畜産飼料事業では配合飼料において、生乳生産調整に対応した栄養成分を調整した製品とプレミアム製品の発売、お

よび生産者個別対応の技術営業戦略が功を奏したほか、値上げ効果も加わり前年同期に比べ大きく伸長しました。一方、

サプリメントは生乳減産の影響をまともに受けて減少し、前年同期を大きく下回りました。水産飼料事業では台風・高

水温・赤潮などの自然現象の影響で各地の販売量が大幅に減少しましたが、配合飼料と競合する冷凍生餌の価格高騰で、

主力品のソフトＥＰが増加し、前年同期を上回る売上となりました。

　これらの結果、飼料事業の売上高は、11,954百万円(前年同期比21.2％増)となりました。

 (その他)

　その他の売上は、㈱メルシャンクリンテックの環境衛生業の売上などで、1,494百万円(前年同期比15.1％増)となりま

した。
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２．連結財政状態に関する定性的情報

  資産、負債及び純資産の状況

  当第３四半期末の総資産は、麒麟麦酒株式会社から輸入ワインが移管されたこと等により、棚卸資産が増加しました

が、支払いサイト短縮により売上債権が減少し、前年並みの88,458百万円となりました。負債につきましては、麒麟麦

酒株式会社との業務提携に伴い、未払値引等が減少し、前年同期比1,323百万円減の40,547百万円となりました。純資産

につきましては、利益剰余金等の増加により、前年同期比1,857百万円増の47,910百万円となりました。この結果、自己

資本比率は、53.9％となりました。

 

　キャッシュフローの状況　

当第３四半期における各キャッシュ・フロ－の状況とそれらの要因は次のとおりであります。

（営業キャッシュ・フロー）

　主として、売上債権の減少により、営業活動の結果獲得した資金は5,513百万円（前年同期比30.8％増）となりまし

た。

（投資キャッシュ・フロー）

　主として、有形固定資産の取得により、投資活動の結果使用した資金は2,400百万円（支出が前年同期比57.3％減）と

なりました。

（財務キャッシュ・フロー）

　主として、配当金の支払いにより、財務活動の結果使用した資金は839百万円（前期は2,370百万円の獲得）となりま

した。

３．連結業績予想に関する定性的情報

  平成19年12月期の業績予想は、為替変動や天候不順等、不確定要素はあるものの、引き続き売上の拡大、原価低減、

効率化に努めコスト削減を図ることにより、平成19年７月31日に発表した通期の業績予想に修正はありません。

 

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）

   該当事項はありません。

 

(2）会計処理の方法における簡便な方法の採用

   法人税等の計上基準に簡便的な方法を採用しております。

 

(3）最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更

 　当連結会計年度より、平成19年度の税制改正による減価償却方法を適用しており、平成19年４月１日以降取得し　

 た建物(附属品は除く)については定額法、その他の有形固定資産については定率法を採用しております。ただし、

 既存資産については従来通り旧定額法、旧定率法によっております。

 　なお、この変更による影響額は軽微であります。
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５．(要約) 四半期連結財務諸表

(1）（要約）四半期連結貸借対照表

前年同四半期末
(平成18年９月30日)

当四半期末
(平成19年９月30日)

増減
（参考）

前連結会計年度末
(平成18年12月31日)

区分 金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額
（百万円）

増減率
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

現金および預金 4,857 7,503 2,646 5,245

受取手形および

売掛金
23,506 18,344 △5,161 34,134

たな卸資産 19,136 23,120 3,984 19,844

その他 7,141 8,418 1,276 4,330

流動資産合計 54,642 62.2 57,387 64.9 2,744 5.0 63,553 66.6

Ⅱ　固定資産

有形固定資産 22,430 25.5 21,093 23.9 △1,337 △6.0 21,958 23.0

無形固定資産 2,046 2.3 2,137 2.4 91 4.5 2,048 2.2

投資その他の資産 8,804 10.0 7,840 8.8 △964 △11.0 7,858 8.2

固定資産合計 33,281 37.8 31,071 35.1 △2,210 △6.6 31,864 33.4

資産合計 87,924 100.0 88,458 100.0 534 0.6 95,418 100.0

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

支払手形および

買掛金
6,106 7,611 1,504 7,978

短期借入金 5,637 5,613 △23 5,531

１年内返済予定

長期借入金
34 5 △29 22

未払金 8,789 7,036 △1,752 12,212

その他 10,361 8,290 △2,070 8,353

流動負債合計 30,929 35.2 28,557 32.3 △2,371 △7.7 34,098 35.8

Ⅱ　固定負債

長期借入金 9,119 9,085 △34 9,119

退職給付引当金 180 170 △10 181

役員退職慰労引当

金
562 169 △392 575

その他 1,079 2,564 1,485 2,556

固定負債合計 10,941 12.4 11,989 13.5 1,048 9.6 12,432 13.0

負債合計 41,871 47.6 40,547 45.8 △1,323 △3.2 46,530 48.8
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前年同四半期末
(平成18年９月30日)

当四半期末
(平成19年９月30日)

増減
（参考）

前連結会計年度末
(平成18年12月31日)

区分 金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額
（百万円）

増減率
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（純資産の部）         

Ⅰ　株主資本         

資本金 20,972 23.9 20,972 23.7 － － 20,972 22.0

資本剰余金 16,826 19.1 16,834 19.0 8 0.0 16,834 17.6

利益剰余金 7,339 8.3 9,140 10.3 1,801 24.5 10,109 10.6

自己株式 △108 △0.1 △141 △0.1 △32 － △108 △0.1

株主資本合計 45,029 51.2 46,806 52.9 1,777 3.9 47,807 50.1

Ⅱ　評価・換算差額等         

その他有価証券評

価差額金
684 0.8 703 0.8 19 2.9 644 0.7

繰延ヘッジ損益 40 0.0 18 0.0 △22 △54.2 7 0.0

為替換算調整勘定 84 0.1 126 0.2 42 49.5 149 0.1

評価・換算差額等合

計
809 0.9 849 1.0 39 4.9 802 0.8

Ⅲ　少数株主持分 213 0.3 254 0.3 40 19.0 277 0.3

純資産合計 46,052 52.4 47,910 54.2 1,857 4.0 48,887 51.2

負債、純資産合計 87,924 100.0 88,458 100.0 534 0.6 95,418 100.0
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(2）（要約）四半期連結損益計算書

前年同四半期
（平成18年１月１日から
平成18年９月30日まで）

当四半期
（平成19年１月１日から
平成19年９月30日まで）

増減

（参考）
前連結会計年度

（平成18年１月１日から
平成18年12月31日まで）

区分 金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

金額
（百万円）

増減率
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 66,570 100.0 71,058 100.0 4,488 6.7 99,587 100.0

Ⅱ　売上原価 47,396 71.2 53,450 75.2 6,054 12.8 70,863 71.2

売上総利益 19,174 28.8 17,608 24.8 △1,566 △8.2 28,724 28.8

Ⅲ　販売費および一般管

理費
20,089 30.2 18,416 25.9 △1,673 △8.3 27,275 27.3

営業利益または

営業損失（△）
△914 △1.4 △807 △1.1 106 － 1,448 1.5

Ⅳ　営業外収益 216 0.3 356 0.5 139 64.5 379 0.4

Ⅴ　営業外費用 178 0.3 255 0.4 76 43.0 269 0.3

経常利益または

経常損失（△）
△876 △1.3 △706 △1.0 169 － 1,558 1.6

Ⅵ　特別利益 116 0.2 560 0.8 444 382.9 4,984 5.0

Ⅶ　特別損失 725 1.1 352 0.5 △373 △51.4 3,198 3.2

税金等調整前四半

期（当期）純利益

または四半期純損

失（△）

△1,486 △2.2 △498 △0.7 987 － 3,344 3.4

税金費用 △570 △0.9 △173 △0.3 397 － 1,425 1.4

少数株主利益また

は少数株主損失

（△）

△6 △0.0 △23 △0.0 △16 － 57 0.1

四半期（当期）

純利益または四半

期純損失（△）

△909 △1.4 △302 △0.4 607 － 1,860 1.9
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(3）（要約）四半期連結株主資本等変動計算書

前年同四半期連結会計期間（平成18年１月１日から　平成18年９月30日まで）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成17年12月31日　残高

（百万円）
20,972 16,825 8,941 △131 46,609

第３四半期中の変動額

剰余金の配当 － － △666 － △666

利益処分による役員賞与 － － △26 － △26

四半期純利益 － － △909 － △909

自己株式の取得 － － － △12 △12

自己株式の処分 － 0 － 34 34

株主資本以外の項目の

第３四半期中の変動額（純額）
－ － － － －

第３四半期中の変動額合計

（百万円）
－ 0 △1,602 22 △1,579

平成18年９月30日　残高

（百万円）
20,972 16,826 7,339 △108 45,029

評価・換算差額等

少数株主持分 純資産合計
その他有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ損益
為替換算
調整勘定

評価・換算
差額等合計

平成17年12月31日　残高

（百万円）
956 － 26 983 52 47,644

第３四半期中の変動額

剰余金の配当 － － － － － △666

利益処分による役員賞与 － － － － － △26

四半期純利益 － － － － － △909

自己株式の取得 － － － － － △12

自己株式の処分 － － － － － 34

株主資本以外の項目の

第３四半期中の変動額（純額）
△272 40 58 △173 161 △12

第３四半期中の変動額合計

（百万円）
△272 40 58 △173 161 △1,592

平成18年９月30日　残高

（百万円）
684 40 84 809 213 46,052
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当四半期連結会計期間（平成19年１月１日から　平成19年９月30日まで）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年12月31日　残高

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

第３四半期中の変動額

剰余金の配当 － － △666 － △666

四半期純利益 － － △302 － △302

自己株式の取得 － － － △37 △37

自己株式の処分 － 0 － 4 5

株主資本以外の項目の

第３四半期中の変動額（純額）
－ － － － －

第３四半期中の変動額合計

（百万円）
－ 0 △968 △32 △1,001

平成19年９月30日　残高

（百万円）
20,972 16,834 9,140 △141 46,806

評価・換算差額等

少数株主持分 純資産合計
その他有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ損益
為替換算
調整勘定

評価・換算
差額等合計

平成18年12月31日　残高

（百万円）
644 7 149 802 277 48,887

第３四半期中の変動額

剰余金の配当 － － － － － △666

四半期純利益 － － － － － △302

自己株式の取得 － － － － － △37

自己株式の処分 － － － － － 5

株主資本以外の項目の

第３四半期中の変動額（純額）
59 10 △23 47 △23 23

第３四半期中の変動額合計

（百万円）
59 10 △23 47 △23 △977

平成19年９月30日　残高

（百万円）
703 18 126 849 254 47,910
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（参考）前連結会計年度の連結株主資本等変動計算書（平成18年１月１日から　平成18年12月31日まで）

  

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成17年12月31日　残高

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

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当 － － △666 － △666

利益処分による役員賞与 － － △26 － △26

当期純利益 － － 1,860 － 1,860

自己株式の取得 － － － △25 △25

自己株式の処分 － 8 － 47 56

株主資本以外の項目の

連結会計年度中の変動額(純額)
－ － － － －

連結会計年度中の変動額合計

(百万円) 
－ 8 1,167 22 1,198

平成18年12月31日　残高

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

評価・換算差額等

少数株主持分 純資産合計
その他有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ損益
為替換算
調整勘定

評価・換算
差額等合計

平成17年12月31日　残高

(百万円) 
956 － 26 983 52 47,644

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当 － － － － － △666

利益処分による役員賞与 － － － － － △26

当期純利益 － － － － － 1,860

自己株式の取得 － － － － － △25

自己株式の処分 － － － － － 56

株主資本以外の項目の

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

連結会計年度中の変動額合計

(百万円) 
△312 7 123 △181 225 1,243

平成18年12月31日　残高

(百万円) 
644 7 149 802 277 48,887
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(4）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

前年同四半期
（平成18年１月１日から
平成18年９月30日まで）

当四半期
（平成19年１月１日から
平成19年９月30日まで）

（参考）
前連結会計年度

（平成18年１月１日から
平成18年12月31日まで）

区分 金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円）

Ⅰ　営業活動によるキャッ
シュ・フロー

税金等調整前四半期（当
期）純利益または四半期
純損失（△）

△1,486 △498 3,344

減価償却費 2,004 2,257 2,760

売上債権の減少額 10,651 15,788 33

たな卸資産の増加額 △1,750 △3,481 △2,418

仕入債務の増加・減少額
（△）

△923 △364 946

その他 △4,239 △7,255 △2,592

小計 4,255 6,445 2,074

法人税等の支払額 △41 △932 △121

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

4,213 5,513 1,952

Ⅱ　投資活動によるキャッ
シュ・フロー

有価証券・投資有価証券
の純収支

27 159 39

有形固定資産の純収支 △4,192 △1,988 △1,361

貸付金の純収支 △119 △48 △56

利息および配当金の
受取額

84 62 99

その他 △1,416 △585 △1,169

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

△5,616 △2,400 △2,449
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前年同四半期
（平成18年１月１日から
平成18年９月30日まで）

当四半期
（平成19年１月１日から
平成19年９月30日まで）

（参考）
前連結会計年度

（平成18年１月１日から
平成18年12月31日まで）

区分 金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円）

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

借入金の純収支 3,166 27 2,739

自己株式による純収支 △10 △19 △23

配当金の支払額 △666 △666 △666

利息の支払額 △118 △180 △217

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

2,370 △839 1,831

Ⅳ　現金および現金同等物に係
る換算差額

13 △15 34

Ⅴ　現金および現金同等物の増
加額

981 2,257 1,368

Ⅵ　現金および現金同等物の期
首残高

3,845 5,214 3,845

Ⅶ　現金および現金同等物の期
末残高

4,827 7,472 5,214
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(5）セグメント情報

［事業の種類別セグメント情報］

 

前年同四半期（平成18年１月１日から　平成18年９月30日まで）

酒類
（百万円）

医薬・
化学品

（百万円）

飼料
（百万円）

その他
（百万円）

計
（百万円）

消去また
は全社
（百万円）

連結
（百万円）

売上高および営業損益

売上高

(1）外部顧客に対する

売上高
51,330 4,073 9,867 1,298 66,570 － 66,570

(2）セグメント間の内部

売上高
0 － － 656 657 (657) －

計 51,331 4,073 9,867 1,955 67,228 (657) 66,570

営業費用 52,959 3,653 9,661 1,866 68,141 (656) 67,485

営業利益または営業損失（△） △1,628 420 205 88 △913 (1) △914

当四半期（平成19年１月１日から　平成19年９月30日まで）

酒類
（百万円）

医薬・
化学品

（百万円）

飼料
（百万円）

その他
（百万円）

計
（百万円）

消去また
は全社
（百万円）

連結
（百万円）

売上高および営業損益

売上高

(1）外部顧客に対する

売上高
53,170 4,439 11,954 1,494 71,058 － 71,058

(2）セグメント間の内部

売上高
2 － － 692 694 (694) －

計 53,172 4,439 11,954 2,186 71,753 (694) 71,058

営業費用 54,692 3,907 11,895 2,063 72,558 (691) 71,866

営業利益または営業損失（△） △1,519 532 59 123 △804 (3) △807
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(参考) 前連結会計年度（平成18年１月１日から　平成18年12月31日まで）

 
酒類

（百万円）

医薬・
化学品

（百万円）

飼料
（百万円）

その他
（百万円）

計
（百万円）

消去また
は全社
（百万円）

連結
（百万円）

Ⅰ　売上高および営業損益        

売上高        

(1）外部顧客に対する

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

(2）セグメント間の内部

売上高
0 － － 900 901 (901) －

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

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

営業利益 333 570 357 188 1,450 (1) 1,448
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