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１．平成19年12月期の連結業績（平成19年１月１日～平成19年12月31日）

(1）連結経営成績 （％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

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年12月期 103,329 3.8 801 △44.7 896 △42.5 483 △74.0

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

１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

自己資本
当期純利益率

総資産
経常利益率

売上高
営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

19年12月期 3.63 － 1.0 1.0 0.8

18年12月期 13.96 － 3.9 1.7 1.5

（参考）持分法投資損益 19年12月期 195百万円 18年12月期 67百万円

(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12月期 89,129 48,618 54.2 362.65

18年12月期 95,418 48,887 50.9 364.63

（参考）自己資本 19年12月期 48,303百万円 18年12月期 48,610百万円

(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12月期 4,949 △3,060 △970 6,128

18年12月期 1,952 △2,449 1,831 5,214

２．配当の状況

１株当たり配当金 配当金総額
(年間)

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）（基準日） 第１四半期末 中間期末 第３四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

18年12月期 － － － 5.00 5.00 666 35.8 1.4

19年12月期 － － － 5.00 5.00 665 137.7 1.4

20年12月期（予想） － － － 5.00 5.00 － 74.0 －

３．平成20年12月期の連結業績予想（平成20年１月１日～平成20年12月31日）

（％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率）

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

中間期 46,000 △2.7 △200 － △300 － △300 － △2.25

通期 104,000 0.6 2,200 174.6 2,100 134.4 900 86.2 6.76
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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）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（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、19ページ「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12月期 133,689,303株 18年12月期 133,689,303株

②　期末自己株式数 19年12月期 495,233株 18年12月期 375,862株

（注）１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、27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12月期の個別業績（平成19年１月１日～平成19年12月31日）

(1）個別経営成績 （％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

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年12月期 94,888 2.9 443 △51.3 614 △50.7 361 △79.8

18年12月期 92,256 △1.4 911 △55.7 1,246 △63.7 1,790 △23.6

１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

円 銭 円 銭

19年12月期 2.71 －

18年12月期 13.43 －

(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12月期 83,274 47,335 56.8 355.23

18年12月期 90,072 47,698 53.0 357.76

（参考）自己資本 19年12月期 47,335百万円 18年12月期 47,698百万円

２．平成20年12月期の個別業績予想（平成20年１月１日～平成20年12月31日）

（％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率）

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

中間期 41,000 △5.4 △400 － △300 － △200 － △1.50

通期 93,000 △2.0 1,800 305.9 1,900 209.3 900 148.8 6.75

※　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ける将来の見通し、計画のもととなる前提、予想を含んで掲載しております。

実際の業績は、今後様々な要因によって上記予測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

となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、３ページ「経営成績(経営成績に関する分

析)」をご覧ください。
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１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

  当連結会計年度のわが国経済は、上期には個人消費に弱さが見られたものの、輸出企業を中心とした企業収益の改

善や設備投資の増加に支えられ景気の回復基調が続きました。しかしながら、下期に入り原油価格の高騰やサブプラ

イムローン問題による米国経済の景気減速、円高の進行などにより、先行きの不透明な状況が続きました。

      酒類業界では、消費の減少傾向と低価格志向が続くなか、企業間の販売競争は一段と激しさを増しました。一方、

原材料価格の高騰や為替相場の影響により商品価格の値上げに踏み切らざるを得ない企業が相次ぐなど、たいへん厳

しい事業環境が続きました。

      このような状況のもとで、当社グループは、消費者のニーズを的確に把握して新しい市場の創造に努め、成長分野

での事業拡大と徹底したコスト低減に取り組みました。また、７月にはキリンホールディングス株式会社の事業会社

として新体制をスタートさせ、中期経営計画を策定いたしました。

      以上の結果、当連結会計年度の売上高は1,033億２千９百万円(前期比3.8％増)となりました。利益面では、営業利

益は、原材料・輸送費の高騰、為替円安の影響などにより、８億１百万円(前期比44.7％減)となり、経常利益は、８

億９千６百万円(前期比42.5％減)となりました。また、当期純利益は、業務提携に伴うたな卸資産・固定資産処分に

よる特別損失の発生などにより、４億８千３百万円(前期比74.0％減)となりました。

      事業別の状況は、次のとおりであります。

   (酒類事業)

      当連結会計年度のワイン市場は、国産ワインでは無添加ワインカテゴリーやヘビーユーザー向け大容量ワインが伸

長し、輸入ワインでは中高級ワインやスパークリングワインが牽引しました。ボージョレ・ヌーヴォーが対前期を大

きく割り込むなどの影響もありましたが、ワイン市場全体としては回復基調で推移しました。

 　　 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」が好調に推移したほ

か、「ボン・ルージュ　ボックス1.8L」などの大容量ワインが売上を伸ばしました。しかし、720mlのレギュラーサイ

ズでは市場の低迷もあり、主力商品の「ビストロ」、「ボン・ルージュ」が前期を下回りました。

      品質で高い評価を得ている“シャトー・メルシャン　シリーズ”では、主力商品の「シャトー・メルシャン　ジェ

イ・フィーヌ」や“日本の地ワイン　シリーズ”の新酒の不振はありましたが、ボルドー大学との共同開発で話題を

呼んだ「シャトー・メルシャン　甲州きいろ香」に続く開発商品「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注目を集め、日本固有のぶどう品種にこだわり開発した“本格スパークリングワイン”の「日

本のあわ」が好評を博するなど市場の拡大に努めました。その結果、国産ワイン全体の売上は前期を上回りました。

      輸入ワインは、チリNo.1ワインメーカー、コンチャ・イ・トロ社の「サンライズ」をスクリューキャップに一新し

て販売し、大きく売上が伸長しました。また、業界に先駆けてスクリューキャップを採用したオーストラリアワイン

の代表的ブランド「イーグルホーク」、カリフォルニアワイン「ウッドブリッジ」やコンチャ・イ・トロ社の「フロ

ンテラ」、また伝統国強化の一環としてリニューアルし、“ベスト・バリュー・ボルドー”をコンセプトに取り組ん

だ「ドゥルトｂボルドー」も手頃な本格ワインとして売上を伸ばしました。これらはいずれもスクリューキャップを

使用したワインであり、その利便性がお客様に評価された結果と考えられます。高級ワインでは活況なシャンパン市

場で「ランソン」が、高級シャトー市場では価格高騰のなか“ボルドー・シャトーワイン群”がそれぞれ売上を伸ば

しました。一方、ボージョレ・ヌーヴォーは、業界全体が発注数量を抑えた影響もあり、当社でも前期売上を大幅に

下回りました。輸入ワインも含め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」なども加わり前期を大幅に上回りました。

      中国酒は、高価格帯商品の構成比増に伴い、平均単価は上昇しましたが、中国食品の安全性の問題から厳しい状況

が続き前期を下回りました。

      加工食品の市場では、残暑の影響で調理麺類の売上が大幅増となったものの、その他の惣菜・弁当類は厳しい状況

が続きました。また、原材料の高騰とともに賞味期限偽装表示といった社会問題が加工食品メーカーにも大きな影響

を与えました。

      当社グループの加工用酒類事業は、猛暑による市場低迷のなか惣菜向けのみりんや発酵調味料が前期売上を割り込

みましたが、加工用ワインは堅調に推移しました。製菓用洋酒は、麒麟麦酒株式会社から移管を受けた「マイヤーズ

ラム」の売上が寄与し前期を上回りました。また、食の“安全・安心”意識の高まりから、サニテーション用アルコー

ル製剤が新商品の投入や新規ユーザーの獲得により大幅に前期を上回りました。これらの結果、加工用酒類事業全体

では前期売上を上回りました。
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      アルコール事業では、清酒用アルコールの需要が大幅に減少するなか、酎ハイなどに使用されるリキュール用アル

コールの販売促進に注力した結果、酒類原料用アルコールの売上は前期を上回りました。工業用アルコールは、価格

競争を避け堅実な販売を展開しました。その結果、アルコール事業全体の売上は前期を上回りました。

      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行う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、出荷数量ベースでの比較では梅酒、低アルコール飲料が前期出荷量を上回ったものの、そ

の他については前期を割り込み、受託生産品全体では前期を下回りました。

      これらの結果、酒類事業の売上高は、788億４千７百万円(前期比0.9％増)となりました。

   (医薬・化学品事業)

      抗生物質「ジョサマイシン」は、中国・欧州向け出荷がともに堅調に推移しました。坑腫瘍性抗生物質「ピラルビ

シン」は国内向けが減少し前年を下回りましたが、その他の制癌剤が海外の新規得意先開拓により売上を伸ばし、制

癌剤全体では前期より伸長しました。その他の商品についても新規導入商品が寄与し、溶剤も売上を伸ばした結果、

医薬・化学品事業全体では、前期を上回りました。

      これらの結果、医薬・化学品事業の売上高は、57億２千５百万円(前期比4.8％増)となりました。

   (飼料事業)

      畜産飼料事業では、生乳の生産調整により市場が縮小しているなか、配合飼料において栄養成分を調整し対応した

差別化商品などの拡売に努めました。また、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

売上は前期を大きく上回りました。一方、サプリメント(家畜用栄養補助飼料)は、生乳減産の影響を受けて減少し前

期割れとなりました。水産飼料事業では、台風・高水温・赤潮などの自然現象による影響があったものの、四国地区

における販売強化やビール酵母を利用した新商品の投入などにより新規養殖業者の取り込みに成功し販売量が増加し

たほか、原料高騰による値上げ効果と養殖魚などの生産物取り扱いの増加が売上を伸ばしました。飼料事業は、畜産・

水産飼料事業ともに前期を大幅に上回りました。

      これらの結果、飼料事業の売上高は、167億７千４百万円(前期比21.9％増)となりました。

   (その他の事業)

      その他の事業の売上高は、19億８千１百万円(前期比10.5％減)となりました。

 

 

(2）財政状態に関する分析

  資産、負債及び純資産の状況

  当連結会計年度の総資産は、麒麟麦酒株式会社から輸入ワインが移管されたことなどにより、棚卸資産が増加しま

したが、売掛金回収サイト短縮により売上債権が減少し、前期比62億８千８百万円減の891億２千９百万円となりまし

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、前期比60億１千９百万円減

の405億１千１百万円となりました。純資産につきましては、利益剰余金等の減少により、前期比２億６千９百万円減

の486億１千８百万円となりました。この結果、自己資本比率は、54.2％となりました。

      

　キャッシュフローの状況　

当連結会計年度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49億４千９百万円（前年同期比153.5％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30億６千万円（支出が前年同期比24.9％増）

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９億７千万円（前期は18億３千１百万円の獲得）

となりました。

 

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

  当社は、株主の皆様に対し、長期にわたり安定的な配当を継続して実施することを基本方針として利益配分を行っ

ております。

      その一方で、経営体質の強化および将来の事業展開に向けて、設備投資や研究開発等に備えるために内部留保の充

実強化も重要と考えております。

      このような方針のもとで、当期の期末配当金につきましては、１株当り５円とさせていただく予定でおります。
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２．企業集団の状況
概略図

 

製品・サ－ビス 

得意先 

非連結子会社 
㈱メルシャンサロン
（サ－ビス業） 
㈲ラ・ヴィーニュ 

持分法適用関連会社 
日本合成アルコール㈱ 

関連会社 
サンバイオ㈱ 
㈲タックス 
㈱葡萄ラボ 

その他の子会社、関連会社、関連当事者 

連結子会社 
マーカムヴィニヤーズ 

シャトーレイソン 
非連結子会社 
エムピーケー㈱ 

関連会社 
紹興古越龍山酒業有限公司 

紹興古越龍山果酒有限公司 

製品 

連結子会社 
三楽ファインケミカル㈱ 

メルシャンバイオグリーン㈱ 

製品 

関連会社 
マリーンバイオ㈱ 

製品 

連結子会社 
㈱メルシャンクリンテック 

㈱メルシャン軽井沢美術館 

三桜産業㈱ 

製品 

親会社の子会社 
  麒麟麦酒㈱ 
連結子会社 

メルコム㈱ 
日本リカー㈱ 
メルシャンケミカル㈱ 
メルシャンフィード㈱ 
南紀串本水産㈱ 

非連結子会社 
㈱京橋ワインリカーショップ 

持分法適用関連会社 
深萬楽薬業有限公司 

製品 

連結子会社 
 メルテックサービス㈱ 

製品・サービス 

輸送部門 

親会社 
 キリンホールディングス㈱ 

親会社 

酒類事業 医薬・化学品事業 飼料事業 その他事業 

メルシャン㈱ 
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３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

  当社は、1934年の創業以来、一貫して、発酵技術を活かして社会に貢献してまいりました。現在では、ワインをは

じめとする酒類事業、抗生物質や制癌剤等の医薬・化学品事業、畜産・水産の飼料事業などを展開しております。

  2007年７月には、キリンホールディングス株式会社の事業会社として新体制をスタートし、新生メルシャンの“第

二の創業”と位置づけ企業価値の一層の向上とさらなる発展をめざしてまいります。 

  【経営理念】

      メルシャン(“Ｍｅｒｃｉ＋ａｎ”＝常に感謝の気持ちを持ち続ける人)は、その社名が示すとおり、お客様への感

謝の気持ちを常に大切にし、“自然の恵みをくらしに活かす”企業活動を行ってまいります。

  【経営ビジョン】

   ・ 成長のシナリオの実現

      将来的に市場拡大の可能性がある“ワイン事業”と“加工用酒類事業”に特化し、両事業分野でのストロングNo.1

をめざします。

   ・ お客様視点の経営の実践

      メルシャンの社名が示す“お客様に常に感謝の気持ちを持って行動する会社”に名実ともに変わります。そのため

に経営のあり方や仕組みを常に変革し続けます。

   ・ 品質管理とＣＳＲ(企業の社会的責任)の向上

      企業活動の基盤となる品質管理とＣＳＲの向上に不断の努力を行ってまいります。

 

(2）目標とする経営指標

  当社が目標とする経営指標は、企業価値の向上をめざしてＥＶＡ(経済的付加価値)を中心としてその改善への取り

組みを継続してまいります。さらに企業ビジョンと戦略を明確にすることで、財務数値に表される業績だけでなく、

財務以外の経営状況や経営品質から経営を評価し、バランスのとれた業績評価を行うといった考え方を融合させてよ

り強固な経営システムとしての運用を進めてまいります。

 

(3）中長期的な会社の経営戦略

  当社は、昨年７月にキリンホールディングス株式会社の事業会社として新体制をスタートしました。キリングルー

プ長期経営構想“キリン・グループ・ビジョン２０１５”に揚げる飛躍的成長の実現に向け、当社の役割を果たすべ

く本年度より５年間に渡る中期経営計画を策定いたしました。

  今回の中期経営計画では、グループ連携の最大化とこれまでにない経営革新を断行し、激変する市場環境のなかで、

“ワイン”と“加工用酒類”のそれぞれの分野でストロングNo.1の早期実現と経営理念・経営ビジョンに沿った企業

活動の実践を図り、すべてのステークホルダーから高い評価を獲得する事をめざします。

      ワイン事業では、ワイン専門総合会社として“健全なワイン市場の形成と拡大への貢献”、“お客様支持率No.1の

獲得”の実現に向けてビジネスプロセスでお客様視点に立った価値営業の提案を行います。加工用酒類事業では、今

まで培ってきた技術力・提案力・商品開発力を十分に発揮し、業界随一の品揃えを持つ強みを活かして、お酒の持つ

天然系調味料としての“安心・安全”価値をさらに高め潜在需要の開拓に取り組んでまいります。また、医薬・化学

品および飼料事業では、安定的な事業運営の推進により事業価値の向上に努めます。

 

(4）会社の対処すべき課題

  当社がめざす、“ワイン事業と加工用酒類事業に特化し両事業分野でNo.1となること”、“お客様視点の経営を実

践する会社となること”および“品質管理とＣＳＲの向上に努めること”の３つの方針を実現するために経営のあり

方、仕組み、組織風土等を絶えず見直し革新してまいります。

   ① 経営基盤の整備

      経営基盤の整備として、昨年７月にカンパニー制を廃止し、ワイン事業と加工用酒類事業特化型のスリム化した組

織へ変更いたしました。今後は新組織でのさらなる発展に努めてまいります。また、ＣＳＲ推進部を新設し、全社リ

スクマネジメント・品質管理機能を強化し、ＣＳＲの向上を図ります。

   ② コスト競争力の強化

      コスト改善活動を全社展開するとともにワイン専門総合会社に相応しい価値訴求型事業モデルを構築します。また、

営業・販売促進・生産・ＳＣＭ(サプライチェーンマネジメント)等あらゆる分野でのグループ連携強化により大幅な

コスト削減を図ります。

   ③ 組織風土・行動の革新

      全社員の行動指針にお客様視点を浸透・実践させるとともに、“新たなワイン需要の創造と拡大”、“一人一人の

働き方の改善”の全社的運動を展開します。また、各部門で人材育成プログラムを導入し、自由闊達でいきいきした

組織風土を醸成します。
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４．連結財務諸表
(1）連結貸借対照表

  
前連結会計年度

（平成18年12月31日）
当連結会計年度

（平成19年12月31日）
　　増 減 

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額
(百万円)

増減率
(％)

（資産の部）          

Ⅰ　流動資産          

１　現金および預金   5,245   6,160  915  

２　受取手形および売掛金 ※４  34,134   26,316  △7,817  

３　有価証券   175   36  △138  

４　たな卸資産 ※２  19,844   21,836  1,992  

５　繰延税金資産   1,885   1,601  △283  

６　その他   2,289   2,367  78  

貸倒引当金   △20   △13  6  

流動資産合計   63,553 66.6  58,306 65.4 △5,247 △8.3

Ⅱ　固定資産          

１　有形固定資産 ※５         

(1）建物および構築物 ※２ 20,389   20,466     

減価償却累計額  9,883 10,505  10,366 10,099  △405  

(2）機械装置および
運搬具

※２ 36,351   36,891     

減価償却累計額  27,462 8,889  28,661 8,229  △659  

(3）土地 ※２  1,718   1,708  △9  

(4）建設仮勘定   103   459  356  

(5）その他  3,274   2,528     

減価償却累計額  2,531 742  1,937 590  △152  

有形固定資産合計   21,958 23.0  21,087 23.7 △870 △4.0

２　無形固定資産   2,048 2.2  2,112 2.4 64 3.2

３　投資その他の資産          

(1）投資有価証券 ※１  4,260   4,159  △100  

(2）前払年金費用   1,730   1,525  △204  

  (3）繰延税金資産   31   29  △1  

(4）その他 ※１  1,974   2,008  33  

貸倒引当金   △138   △100  38  

投資その他の資産合計   7,858 8.2  7,622 8.5 △235 △3.0

固定資産合計   31,864 33.4  30,823 34.6 △1,041 △3.3

資産合計   95,418 100.0  89,129 100.0 △6,288 △6.6

メルシャン㈱(2536) 平成 19 年 12 月期決算短信

－ 7 －



  
前連結会計年度

（平成18年12月31日）
当連結会計年度

（平成19年12月31日）
　　増 減 

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額
(百万円)

増減率
(％)

（負債の部）          

Ⅰ　流動負債          

１　支払手形および買掛金 ※４  7,978   8,651  673  

２　短期借入金 ※２  5,531   5,469  △62  

３　１年内返済予定長期
借入金

  22   17  △5  

４　未払金   12,212   9,063  △3,148  

 ５　未払費用   4,094   2,115  △1,979  

６　未払法人税等   639   154  △484  

７　預り金   2,956   2,721  △235  

８　賞与引当金   346   240  △105  

９　その他 ※４  316   187  △128  

流動負債合計   34,098 35.8  28,621 32.1 △5,476 △16.1

Ⅱ　固定負債          

１　長期借入金   9,119   9,155  36  

２　繰延税金負債   2,488   2,372  △115  

３　退職給付引当金   181   166  △15  

４　役員退職慰労引当金   575   169  △405  

５　長期預り金   46   14  △32  

６　その他   21   11  △10  

固定負債合計   12,432 13.0  11,889 13.4 △542 △4.4

負債合計   46,530 48.8  40,511 45.5 △6,019 △12.9

（純資産の部）          

Ⅰ　株主資本          

１　資本金   20,972 22.0  20,972 23.5 － －

２　資本剰余金   16,834 17.6  16,834 18.9 0 0.0

３　利益剰余金   10,109 10.6  9,925 11.1 △183 △1.8

４　自己株式   △108 △0.1  △143 △0.1 △35 －

　　株主資本合計   47,807 50.1  47,589 53.4 △218 △0.5

Ⅱ　評価・換算差額等          

１　その他有価証券評価差
額金

  644 0.7  591 0.7 △52 △8.2

２　繰延ヘッジ損益   7 0.0  7 0.0 △0 △2.7

３　為替換算調整勘定   149 0.1  114 0.1 △35 △23.7

　　評価・換算差額等合計   802 0.8  713 0.8 △88 △11.1

Ⅲ　少数株主持分   277 0.3  315 0.3 37 13.6

純資産合計   48,887 51.2  48,618 54.5 △269 △0.6

負債純資産合計   95,418 100.0  89,129 100.0 △6,288 △6.6
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(2）連結損益計算書

  
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）

当連結会計年度
（平成19年１月１日から
平成19年12月31日まで）

増減

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

金額
(百万円)

増減率
（％）

Ⅰ　売上高   99,587 100.0  103,329 100.0 3,741 3.8

Ⅱ　売上原価 ※２  70,863 71.2  78,146 75.6 7,282 10.3

売上総利益   28,724 28.8  25,183 24.4 △3,541 △12.3

Ⅲ　販売費および一般管理費
※１,
 ２

 27,275 27.3  24,381 23.6 △2,893 △10.6

営業利益   1,448 1.5  801 0.8 △647 △44.7

Ⅳ　営業外収益          

１　受取利息  3   15     

２　受取配当金  89   50     

３　持分法による投資利益  67   195     

４　為替差益  60   29     

５　補助金収入  －   57     

６　その他  156 379 0.4 102 450 0.4 71 18.8

Ⅴ　営業外費用          

１　支払利息  220   255     

２　売上割引  －   36     

３　その他  49 269 0.3 63 355 0.3 85 31.9

経常利益   1,558 1.6  896 0.9 △661 △42.5

Ⅵ　特別利益          

１　固定資産売却益 ※３ 4,894   491     

２　投資有価証券売却益  18   64     

 ３　国庫補助金受入額  60   －     

４　その他 ※５ 10 4,984 5.0 114 670 0.7 △4,314 △86.6
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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）

当連結会計年度
（平成19年１月１日から
平成19年12月31日まで）

増減

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

金額
(百万円)

増減率
（％）

Ⅶ　特別損失          

１　固定資産処分損 ※４ 1,240   75     

 ２　固定資産圧縮損  60   －     

３　投資有価証券評価損  80   16     

４　貸倒引当金繰入額  4   15     

 ５　事業再編成費用 ※６ －   419     

 ６　災害損失 ※７ －   150     

７　養魚用飼料回収対応費
用

 1,240   －     

８　公開買付対応費用  461   －     

９　早期退職者割増金  44   －     

10　その他 ※８ 65 3,198 3.2 1 678 0.7 △2,520 △78.8

税金等調整前当期純利
益

  3,344 3.4  888 0.9 △2,456 △73.4

法人税、住民税および
事業税

 626   169     

法人税等調整額  799 1,425 1.4 197 367 0.4 △1,058 △74.3

少数株主利益   57 0.1  37 0.0 △19 △34.6

当期純利益   1,860 1.9  483 0.5 △1,377 △74.0
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(3）連結株主資本等変動計算書

 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）
(単位：百万円) 

 

 

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 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 － 8 1,167 22 1,198

平成18年12月31日　残高 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 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 △312 7 123 △181 225 1,243

平成18年12月31日　残高 644 7 149 802 277 48,887
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 当連結会計年度（平成19年１月１日から　平成19年12月31日まで）
(単位：百万円) 

 

 

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 20,972 16,834 10,109 △108 47,807

連結会計年度中の変動額      

剰余金の配当 － － △666 － △666

当期純利益 － － 483 － 483

自己株式の取得 － － － △40 △40

自己株式の処分 － 0 － 5 5

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 － 0 △183 △35 △218

平成19年12月31日　残高 20,972 16,834 9,925 △143 47,589

 

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 644 7 149 802 277 48,887

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当 － － － － － △666

当期純利益 － － － － － 483

自己株式の取得 － － － － － △40

自己株式の処分 － － － － － 5

株主資本以外の項目の連結会計

年度中の変動額(純額)
△52 △0 △35 △88 37 △51

連結会計年度中の変動額合計 △52 △0 △35 △88 37 △269

平成19年12月31日　残高 591 7 114 713 315 48,618
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(4）連結キャッシュ・フロー計算書

 
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）

当連結会計年度
（平成19年１月１日から
平成19年12月31日まで）

区分 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   

税金等調整前当期純利益 3,344 888

減価償却費 2,760 3,077

のれん償却額 42 56

貸倒引当金の増減額 △20 △45

賞与引当金の増減額 △66 △105

退職給付引当金の増減額 △6 △15

前払年金費用の増減額 42 204

役員退職慰労引当金の増減額 51 △405

受取利息および受取配当金 △93 △65

支払利息 220 255

為替差損益 △33 4

持分法による投資利益 △67 △195

有価証券売却益 △1 △3

投資有価証券売却益 △18 △64

投資有価証券評価損 80 16

ゴルフ会員権評価損 30 －

有形固定資産除却・売却損 1,240 69

有形固定資産売却益 △4,894 △490

国庫補助金受入額 △60 －

固定資産圧縮損 60 －

事業再編成費用 － 419

売上債権の増減額 33 7,809

たな卸資産の増減額 △2,418 △2,243

その他資産の増減額 2,999 △481

仕入債務の増減額 946 680

その他負債の増減額 △2,068 △3,460

役員賞与 △27 △1

小計 2,074 5,903

法人税等の支払額 △121 △954

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,952 4,949
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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）

当連結会計年度
（平成19年１月１日から
平成19年12月31日まで）

区分 金額（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 △21 △1

有価証券の取得による支出 △227 △142

有価証券の売却による収入 195 298

有形固定資産の取得による支出 △6,607 △3,193

有形固定資産の売却による収入 5,246 661

無形固定資産の取得による支出 △1,132 △678

投資有価証券の取得による支出 △25 △2

投資有価証券の売却による収入 97 71

子会社株式追加取得による収支 23 －

貸付けによる支出 △182 △169

貸付金の回収による収入 126 124

利息および配当金の受取額 99 74

その他投資活動による支出 △39 △104

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,449 △3,060

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額 △98 46

長期借入れによる収入 3,000 －

長期借入金の返済による支出 △161 △73

自己株式の売却収入 1 5

自己株式の取得による支出 △25 △27

配当金の支払額 △666 △666

利息の支払額 △217 △255

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,831 △970

Ⅳ　現金および現金同等物に係る換算差額 34 △4

Ⅴ　現金および現金同等物の増減額 1,368 914

Ⅵ　現金および現金同等物の期首残高 3,845 5,214

Ⅶ　現金および現金同等物の期末残高 5,214 6,128
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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）

当連結会計年度
（平成19年１月１日から
平成19年12月31日まで）

１　連結の範囲に関する事項

 

(1）連結子会社数　　13社

　会社名は、「第１企業の概況４関係

会社の状況」に記載のとおりです。

　なお、前連結会計年度まで持分法適

用関連会社でありました日本リカー㈱

は株式の追加取得により、当連結会計

年度より連結の範囲に含めております。

(1）連結子会社数　　13社

　会社名は、「２.企業集団の状況」に

記載のとおりです。

　

 

 

(2）主要な非連結子会社の名称等

㈱メルシャンサロン

(2）主要な非連結子会社の名称等

同左

 

 

（非連結子会社について連結の範囲か

ら除いた理由）

　非連結子会社の総資産、売上高、当

期純損益（持分に見合う額）および利

益剰余金（持分に見合う額）等のそれ

ぞれの合計額は、連結会社の総資産、

売上高、当期純損益および利益剰余金

のそれぞれの合計額に対していずれも

５％以下であり、重要性がないため連

結の範囲から除いております。

 

 

２　持分法の適用に関する事項

 

(1）持分法適用会社

非連結子会社　　なし

関連会社　　　　２社

日本合成アルコール㈱

深圳萬楽薬業有限公司

　なお、日本リカー㈱は、当社が新

たに株式を追加取得し、連結の範囲

に含めたため、持分法の適用範囲か

ら除外しております。

(1）持分法適用会社

非連結子会社　　なし

関連会社　　　　２社

日本合成アルコール㈱

深圳萬楽薬業有限公司

　

 

 

(2）持分法非適用会社

非連結子会社

　㈱メルシャンサロン　他３社

関連会社

　サンバイオ㈱　他５社

（非連結子会社および関連会社につい

て持分法を適用しない理由）

　持分法非適用会社は、当期純損益お

よび利益剰余金等に与える影響が軽微

であり、かつ全体としても重要性がな

いため、持分法の適用から除いており

ます。

(2）持分法非適用会社

同左

 

 

 

 

 (3）持分法適用会社のうち、決算日が連

結決算日と異なる会社については、各

社の会計期間に係る財務諸表を使用し

ております。

(3)　　　　　　  同左
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項目
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）

当連結会計年度
（平成19年１月１日から
平成19年12月31日まで）

３　連結子会社の事業年度等に

　関する事項

　連結子会社のうち、シャトー・レイソ

ンの決算日は、10月31日であります。連

結財務諸表の作成にあたっては同日現在

の財務諸表を使用し、連結決算日との間

に生じ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。

  また、日本リカー㈱の決算日は、３月

31日であります。当期連結財務諸表を作

成するに当たっては12月31日現在で決算

に準じた仮決算を行った財務諸表を使用

しております。

　他の連結子会社の決算日は、連結決算

日と一致しております。

同左

  

　

４　会計処理基準に関する事項   

(1）重要な資産の評価基準お

　よび評価方法

 

(イ）有価証券

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）

(イ）有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

同左

　

 

 

時価のないもの

　移動平均法による原価法

(ロ）デリバティブ

　時価法

(ハ）たな卸資産

　移動平均法による原価法

時価のないもの

同左

(ロ）デリバティブ

同左

(ハ）たな卸資産

同左

(2）重要な減価償却資産の減

　価償却の方法

 

(イ）有形固定資産

　定率法

　ただし、平成10年４月１日以降に取

得した建物については定額法によって

おります。

　なお、主な耐用年数は以下のとおり

であります。

(イ）有形固定資産

　定率法

　ただし、平成10年４月１日以降に取

得した建物については定額法によって

おります。

　なお、主な耐用年数は以下のとおり

であります。

建物および構築物 15～45年

機械装置および運搬具 ４～12年

建物および構築物 10～45年

機械装置および運搬具 ４～12年

 

 

(ロ）無形固定資産

　定額法

　なお、ソフトウエア（自社利用分）

については、社内における利用可能期

間（５年）に基づく定額法によってお

ります。

(ロ）無形固定資産

同左

(3）重要な引当金の計上基準 (イ）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。

(イ）貸倒引当金

同左
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項目
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）

当連結会計年度
（平成19年１月１日から
平成19年12月31日まで）

 

 

(ロ）賞与引当金

　従業員の賞与の支給に備えるため、

将来の賞与支給見込額のうち当連結会

計年度の負担額を計上しております。

(ロ）賞与引当金

同左

 

 

(ハ）役員賞与引当金

　役員の賞与の支給に備えるため、支

給見込額のうち当連結会計年度に負担

すべき額を計上しております。

(ハ）役員賞与引当金

同左

 

 

 

(ニ）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

および年金資産の見込額に基づき、計

上しております。

　なお、会計基準変更時差異（3,249百

万円）については、15年による按分額

を費用処理しております。

　また、数理計算上の差異は、各連結

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（10

年）による定額法により、それぞれ発

生の翌連結会計年度から損益処理して

おります。

　過去勤務債務は、その発生時の従業

員の平均残存勤務期間以内の一定の年

数（10年）による定額法により損益処

理しております。

(ニ）退職給付引当金

同左

　

　

　

 

 

(ホ）役員退職慰労引当金

　役員、執行役員および執行理事の退

職慰労金の支出に備えるため、内規に

基づく期末要支給額を計上しておりま

す。

(ホ）役員退職慰労引当金

同左

(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

(5）重要なヘッジ会計の方法 (イ）ヘッジ会計の方法 (イ）ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理によっております。

　なお、振当処理の要件を満たしてい

る為替予約および通貨オプションにつ

いては振当処理を、特例処理の要件を

満たしている金利スワップについては

特例処理によっております。

繰延ヘッジ処理によっております。

　なお、振当処理の要件を満たしてい

る為替予約については振当処理を、特

例処理の要件を満たしている金利ス

ワップについては特例処理によってお

ります。
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項目
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）

当連結会計年度
（平成19年１月１日から
平成19年12月31日まで）

 

 

(ロ）ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段

　デリバティブ取引（為替予約取引、金

利スワップ取引、通貨オプション取引）

(ロ）ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段

　デリバティブ取引（為替予約取引、金

利スワップ取引）

 

 

ヘッジ対象

　相場変動等による損失の可能性があ

り、相場変動等が評価に反映されてい

ないものおよびキャッシュ・フローが

固定され、その変動が回避されるもの。

ヘッジ対象

同左

 

 

(ハ）ヘッジ方針

　当社の内規に基づき、通貨および金

利の取引における市場相場変動および

キャッシュ・フロー変動に対するリス

ク回避を目的としてデリバティブ取引

を利用しており、投機目的の取引は

行っておりません。

(ハ）ヘッジ方針

同左

 

 

(ニ）ヘッジ有効性評価の方法

　ヘッジの有効性の判定は、原則とし

てヘッジ開始時から有効性判定時点ま

での期間において、ヘッジ対象の相場

変動またはキャッシュ・フロー変動の

累計とヘッジ手段の相場変動または

キャッシュ・フロー変動の累計とを比

較し、両者の変動額等を基礎にして判

断することとしております。

(ニ）ヘッジ有効性評価の方法

同左

(6）その他連結財務諸表作成

のための重要な事項

(イ）消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

(イ）消費税等の会計処理

同左

５　連結子会社の資産および負

　債の評価に関する事項

　連結子会社の資産および負債の評価に

ついては、全面時価評価法を採用してお

ります。

同左

６　のれんの償却に関する事項 　のれんの償却については、連結子会社

の実態に基づいた適切な償却方法および

期間で償却しております。

同左

７　連結キャッシュ・フロー計

　算書における資金の範囲

　連結キャッシュ・フロー計算書におけ

る資金（現金および現金同等物）は、手

許現金、随時引き出し可能な預金および

容易に換金可能で、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
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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）

当連結会計年度
（平成19年１月１日から
平成19年12月31日まで）

 (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」
（企業会計基準第４号　平成17年11月29日）を適用し
ております。 
　これによる損益に与える影響はありません。

――――――

 (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）および「貸借対照表の純資産の部の表
示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適
用指針第８号　平成17年12月９日）を適用しておりま
す。
 従来の資本の部の合計に相当する金額は48,602百万円
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。

――――――

――――――  (有形固定資産の減価償却方法)
　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(附属設備を除く)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。 

表示方法の変更

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）

当連結会計年度
（平成19年１月１日から
平成19年12月31日まで）

（連結キャッシュ・フロー計算書）
 　　投資活動によるキャッシュ・フローの「無形固定資

産の取得による支出」は、前連結会計年度まで「その
他投資活動による支出」に含めて表示しておりました
が、金額的重要性が増したため区分掲記しております。
なお、前連結会計年度の「無形固定資産の取得による
支出」は△636百万円であります。

――――――
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注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度

（平成18年12月31日）

当連結会計年度

（平成19年12月31日）

※１　非連結子会社および関連会社に対するものは、次の

とおりであります。

※１　非連結子会社および関連会社に対するものは、次の

とおりであります。

投資有価証券（株式）      1,112百万円

出資金 553　〃

投資有価証券（株式）        1,117百万円

出資金 　 653　〃

※２　担保に供している資産ならびに担保付債務は次のと

おりであります。

※２　担保に供している資産ならびに担保付債務は次のと

おりであります。

担保資産 担保資産

たな卸資産    570百万円 (－百万円)

建物および構築物 　79　〃 (66　〃　)

機械装置および

運搬具
　76　〃 (76　〃　)

土地 　115　〃 (32　〃　)

合計    842百万円 (175百万円)

建物および構築物      63百万円 (63百万円)

機械装置および

運搬具
　　74　〃 (74　〃　)

土地 　　 28　〃 (28　〃　)

合計      166百万円 (166百万円)

担保付債務 担保付債務

短期借入金    342百万円 (4百万円)

合計    342百万円 (4百万円)

　上記のうち（　）内書は、工場財団抵当ならびに当

該債務を示しております。

短期借入金       3百万円 (3百万円)

合計       3百万円 (3百万円)

　上記のうち（　）内書は、工場財団抵当ならびに当

該債務を示しております。

　３　偶発債務

　下記会社等の金融機関借入金に対し保証を行ってお

ります。

　３　偶発債務

　下記会社等の金融機関借入金に対し保証を行ってお

ります。

保証先 保証額

サンバイオ㈱ 282百万円

㈱葡萄ラボ 42　〃

従業員

（提携カードローン）
60　〃

従業員（住宅貸付金） 205　〃

合計   591百万円

保証先 保証額

サンバイオ㈱    53百万円

従業員

（提携カードローン）
　60　〃

従業員（住宅貸付金） 　 155　〃

合計      269百万円

※４　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、次の期末日満期手形が決算期末日残高に含ま

れております。

※４　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、次の期末日満期手形が決算期末日残高に含ま

れております。

受取手形   422百万円 受取手形

支払手形

設備関係支払手形 

     196百万円

3百万円

8百万円

※５　当社は平成18年12月に苫小牧工場、川崎物流センター、

藤沢工場、軽井沢工場、勝沼工場、日光工場、磐田工

場、八代工場、生物資源研究所、酒類研究所で取得し

た資産の一部について圧縮記帳を行っております。収

用により取得価額から直接控除した当期圧縮記帳額は、

1,710百万円であり、国庫補助金等により有形固定資

産の取得価額から直接控除した圧縮記帳額は、60百万

円であります。

※５　　　　　　　　　――――――
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（連結損益計算書関係）

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）

当連結会計年度
（平成19年１月１日から
平成19年12月31日まで）

※１　販売費および一般管理費のうち、主要な費目および

金額は次のとおりであります。

※１　販売費および一般管理費のうち、主要な費目および

金額は次のとおりであります。

販売促進費      5,422百万円

支払運賃      4,411　〃

広告宣伝費      1,495　〃

保管料      1,877　〃

人件費      6,793　〃

賞与引当金繰入額 275　〃

退職給付費用 482　〃

役員退職慰労引当金繰入額 72　〃

減価償却費 293　〃

試験研究費 839　〃

たな卸資産処分損 394　〃

販売促進費        4,376百万円

支払運賃        3,511　〃

広告宣伝費          971　〃

保管料        1,754　〃

人件費        6,641　〃

賞与引当金繰入額 　 161　〃

退職給付費用  431  〃

役員退職慰労引当金繰入額 12　〃

減価償却費 　662　〃

試験研究費 　 794　〃

たな卸資産処分損 　 274　〃

※２　一般管理費および当期製造費用に含まれる研究開発

費は、873百万円であります。

 

※２　一般管理費および当期製造費用に含まれる研究開発

費は、843百万円であります。

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

寮・社宅    2百万円

工場土地売却 4,863　〃

その他 29　〃

合計    4,894百万円

ビル所有権持分     477百万円

工場土地売却 1  〃

その他 12  〃

合計    491百万円

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

建物・構築物処分損  689百万円

機械装置・運搬具処分損 350　〃

その他固定資産処分損 52　〃

解体費、その他 148　〃

合計    1,240百万円

建物・構築物処分損     26百万円

機械装置・運搬具処分損 　 27　〃

その他固定資産処分損 　16　〃

解体費、その他 　 4　〃

合計         75百万円

※５　特別利益その他の主な内訳 ※５　特別利益その他の主な内訳

貸倒引当金戻入益   4百万円 貸倒引当金戻入益    61百万円

固定資産処分損戻入益 　 47　〃

ゴルフ会員権売却益 　 5　〃

※６　　　　　　　　　―――――― ※６　事業再編成費用の内訳

たな卸資産処分損     211百万円

有形固定資産除却損 　 67　〃

事務所移転費用 　77　〃

リース解約違約金 　12　〃

ラベルデザイン除却損 　 51　〃

合計         419百万円

※７　　　　　　　　　――――――

 

※７　災害損失は、台風により毀損した商品在庫の整理損

失であります。 

 

※８　特別損失その他の主な内訳 ※８　特別損失その他の主な内訳

会員権評価損   30百万円

アスベスト対策費用  33　〃

アスベスト対策費用    1百万円
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（連結株主資本等変動計算書関係）

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）

１．発行済株式の種類および総数なら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 133,689,303 － － 133,689,303

合計 133,689,303 － － 133,689,303

自己株式

普通株式　   　(注) 379,405 74,103 77,646 375,862

合計 379,405 74,103 77,646 375,862

 　　　　　（注）１.自己株式の株式数の増加は、単元未満株式の買取による増加分であります。

 　　　　　　　　２.自己株式の株式数の減少は、単元未満株式の買増請求による売渡分5,646株および持分法適用関連会

社所有の自己株式(当社株式)の当社帰属分の売渡分72,000株であります。

 

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29日

定時株主総会
普通株式 666 5 平成17年12月31日 平成18年3月30日

(2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

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28日

定時株主総会
普通株式 666 利益剰余金 5 平成18年12月31日 平成19年3月29日
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当連結会計年度（平成19年１月１日から　平成19年12月31日まで）

１．発行済株式の種類および総数ならびに自己株式の種類およ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 133,689,303 － － 133,689,303

合計 133,689,303 － － 133,689,303

自己株式

普通株式　　　（注) 375,862 137,734 18,363 495,233

合計

 
375,862 137,734 18,363 495,233

 　　(注) 普通株式の自己株式増加137,734株は、単元未満株式の買取による増加89,734株および持分法適用関連会社

 　　　　 が取得した自己株式(当社株式)の当社帰属分48,000株の増加であり、減少18,363株は、単元未満株式の買増

 　　　　 請求による売渡であります。

 

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28日

定時株主総会
普通株式 666 5 平成18年12月31日 平成19年3月29日

(2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

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20年3月25日

定時株主総会
普通株式 665 利益剰余金 5 平成19年12月31日 平成20年3月26日
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

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）

当連結会計年度
（平成19年１月１日から
平成19年12月31日まで）

※　現金およ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

※　現金およ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

現金および預金勘定     5,245百万円

預入れ期間が３ヶ月を超える

定期預金
△30　〃

現金および現金同等物     5,214百万円

 

現金および預金勘定      6,160百万円

預入れ期間が３ヶ月を超える

定期預金
　　△31　〃

現金および現金同等物     6,128百万円

 ※　株式の追加取得により新たに日本リカー㈱を連結した

ことに伴う、連結開始時の資産および負債の内訳なら

びに株式の取得価額と取得による収入（純額）との関

係は次のとおりです。　　（平成18年３月31日現在）

流動資産 1,276百万円

固定資産 65百万円

のれん 283百万円

流動負債 △865百万円

固定負債 △212百万円

少数株主持分 △170百万円

その他有価証券評価差額金 △1百万円

取得時提出会社持分 △322百万円

新規連結子会社株式の取得価額 53百万円

新規連結子会社の現金同等物 77百万円

差引：新規連結子会社取得による収入 23百万円

　　　　　　　　　　　――――――

 

（開示の省略）

  リース取引関係、関連当事者との取引、税効果会計関係、有価証券関係、デリバティブ取引関係、退職給付関係、

ストック・オプション等関係、企業結合等関係に関する注記事項については、決算短信における開示の必要性が大き

くないと考えられるため開示を省略しております。
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（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

前連結会計年度（平成18年１月１日から　平成18年12月31日まで）

 
酒類

（百万円）

医薬・
化学品

（百万円）

飼料
（百万円）

その他
（百万円）

計
（百万円）

消去また
は全社
（百万円）

連結
（百万円）

Ⅰ　売上高および営業損益        

売上高        

(1）外部顧客に対する

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

(2）セグメント間の内部

売上高
0 － － 900 901 (901) －

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

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

営業利益 333 570 357 188 1,450 (1) 1,448

Ⅱ　資産、減価償却費

　　および資本的支出
       

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

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

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

　（注）１．事業区分は、製品の種類・性質の類似性をもとに区分しております。

２．各事業区分の主要製品

事業区分 主要製品

酒類
果実酒、ウイスキー類、酒類原料用アルコール、合成清酒、焼酎、みりん、清

酒、調味料、スピリッツ、リキュール、カクテルフィズ等

医薬・化学品 医薬品、農薬、動物薬他発酵製品、溶剤等

飼料 配合飼料、糖蜜飼料、養魚用飼料、魚の養殖等

その他
不動産および施設の賃貸、製剤・実験施設の消毒および滅菌代行業務、環境検

査業務、美術館の企画運営等、貨物運送業、保険代理店

３．資産のうち消去または全社の項目に含めた全社資産の金額は135億５千３百万円であり、その主なものは、建

物、構築物、有価証券および管理部門等に係る資産であります。
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当連結会計年度（平成19年１月１日から　平成19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
78,847 5,725 16,774 1,981 103,329 － 103,329

(2）セグメント間の内部

売上高
4 － － 845 850 (850) －

計 78,851 5,725 16,774 2,826 104,179 (850) 103,329

営業費用 79,166 5,075 16,464 2,669 103,376 (848) 102,528

営業利益 △314 650 310 157 803 (1) 801

Ⅱ　資産、減価償却費

　　および資本的支出

資産 54,836 6,880 11,878 2,067 75,662 13,467 89,129

減価償却費 1,992 348 266 44 2,651 425 3,077

資本的支出 1,311 348 244 53 1,957 718 2,676

　（注）１．事業区分は、製品の種類・性質の類似性をもとに区分しております。

２．各事業区分の主要製品

事業区分 主要製品

酒類
果実酒、ウイスキー類、酒類原料用アルコール、合成清酒、焼酎、み

りん、調味料、スピリッツ、リキュール、低アルコール飲料等

医薬・化学品 医薬品、農薬、動物薬他発酵製品、溶剤等

飼料 配合飼料、糖蜜飼料、養魚用飼料、魚の養殖等

その他
不動産および施設の賃貸、製剤・実験施設の消毒および滅菌代行業務、

環境検査業務、美術館の企画運営等、貨物運送業、保険代理店

 

ｂ．所在地別セグメント情報

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）

　全セグメントの売上高の合計および全セグメントの資産の金額の合計額に占める「本邦」の割合がいずれも

90％を超えているため、その記載を省略しております。

当連結会計年度（平成19年１月１日から　平成19年12月31日まで）

　全セグメントの売上高の合計および全セグメントの資産の金額の合計額に占める「本邦」の割合がいずれも

90％を超えているため、その記載を省略しております。

ｃ．海外売上高

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）

　海外売上高は、連結売上高の10％未満のため、その記載を省略しております。

当連結会計年度（平成19年１月１日から　平成19年12月31日まで）

　海外売上高は、連結売上高の10％未満のため、その記載を省略しております。
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（１株当たり情報）

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）

当連結会計年度
（平成19年１月１日から
平成19年12月31日まで）

１株当たり純資産額  364円63銭

１株当たり当期純利益金額  13円96銭

１株当たり純資産額   362円65銭

１株当たり当期純利益金額    3円63銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

（追加情報）

　「１株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」

（企業会計基準適用指針第４号）が平成18年１月31日付で

改正されたことに伴い、当連結会計年度から繰延ヘッジ損

益（税効果調整後）の金額を普通株式に係る当連結会計年

度末の純資産額に含めておます。

　なお、前連結会計年度末において採用していた方法によ

り算定した当連結会計年度末の１株当たり純資産額は、364

円57銭であります。

　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株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前連結会計年度

（平成18年１月１日から
平成18年12月31日まで）

当連結会計年度
（平成19年１月１日から
平成19年12月31日まで）

当期純利益（百万円） 1,860 483

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る当期純利益（百万円） 1,860 483

普通株式の期中平均株式数　（千株） 133,292 133,252

 

　 (重要な後発事象)

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）

当連結会計年度
（平成19年１月１日から
平成19年12月31日まで）

―――――― ――――――
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５．個別財務諸表
(1）貸借対照表

 
前事業年度

（平成18年12月31日）
当事業年度

（平成19年12月31日）
増減

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
（％）

（資産の部）         

Ⅰ　流動資産         

１　現金および預金  4,189   5,001  812  

２　受取手形  2,584   828  △1,755  

３　売掛金  30,191   24,070  △6,120  

４　商品  4,242   6,747  2,505  

５　製品  4,892   3,375  △1,516  

６　半製品  1,549   1,602  52  

７　原材料  3,259   3,538  279  

８　仕掛品  308   386  77  

９　貯蔵品  346   306  △39  

10　前渡金  372   367  △5  

11　前払費用  321   308  △13  

12　繰延税金資産  1,721   1,438  △283  

13　短期貸付金  437   672  235  

14　未収入金  1,224   1,396  171  

15　その他  117   90  △26  

貸倒引当金  △13   △5  8  

流動資産合計  55,745 61.9  50,126 60.2 △5,618 △10.1
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前事業年度

（平成18年12月31日）
当事業年度

（平成19年12月31日）
増減

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
（％）

Ⅱ　固定資産         

１　有形固定資産         

(1）建物 14,342   14,303     

減価償却累計額 6,494 7,847  6,798 7,505  △342  

(2）構築物 3,883   4,034     

減価償却累計額 2,329 1,553  2,458 1,575  21  

(3）機械および装置 33,899   34,622     

減価償却累計額 25,557 8,341  26,956 7,666  △675  

(4）車輌運搬具 97   98     

減価償却累計額 80 17  85 12  △5  

(5）工具器具備品 2,488   1,705     

減価償却累計額 2,060 427  1,427 277  △149  

(6）土地  1,413   1,406  △7  

(7）建設仮勘定  51   373  322  

有形固定資産合計  19,653 21.8  18,818 22.6 △835 △4.3

２　無形固定資産         

(1）特許権  14   12  △2  

(2）借地権  15   8  △7  

(3）商標権  3   3  0  

(4）ソフトウエア  1,738   1,877  138  

(5）その他  3   3  △0  

無形固定資産合計  1,776 2.0  1,905 2.3 128 7.2
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前事業年度

（平成18年12月31日）
当事業年度

（平成19年12月31日）
増減

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
（％）

３　投資その他の資産         

(1）投資有価証券  3,104   3,003  △100  

(2）関係会社株式  4,577   4,577  －  

(3）出資金  24   26  1  

(4）関係会社出資金  2,240   2,240  －  

(5）関係会社長期貸付金  130   140  10  

(6）固定化営業債権  513   404  △108  

(7）長期前払費用  348   235  △112  

(8）前払年金費用  1,730   1,525  △204  

(9）敷金および保証金  651   657  5  

(10）その他  3   3  －  

貸倒引当金  △429   △391  38  

投資その他の資産合計  12,896 14.3  12,424 14.9 △472 △3.7

固定資産合計  34,326 38.1  33,147 39.8 △1,179 △3.4

資産合計  90,072 100.0  83,274 100.0 △6,798 △7.5
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前事業年度

（平成18年12月31日）
当事業年度

（平成19年12月31日）
増減

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
（％）

（負債の部）         

Ⅰ　流動負債         

１　支払手形  22   10  △11  

２　買掛金  6,999   7,232  233  

３　短期借入金  3,500   3,500  －  

４　未払金  6,010   3,725  △2,285  

５　未払費用  4,070   2,102  △1,967  

６　未払消費税等  47   481  433  

７　未払酒税  5,986   4,581  △1,405  

８　未払法人税等  567   50  △517  

９　預り金  204   252  47  

10　得意先預り金  2,669   2,370  △299  

11　賞与引当金  322   219  △102  

12　設備関係支払手形  180   132  △47  

13　その他  11   18  7  

流動負債合計  30,592 33.9  24,677 29.7 △5,915 △19.3

Ⅱ　固定負債         

１　長期借入金  9,000   9,000  －  

２　繰延税金負債  2,182   2,077  △104  

３　役員退職慰労引当金  552   169  △382  

４　長期預り金  46   13  △32  

固定負債合計  11,781 13.1  11,261 13.5 △519 △4.4

負債合計  42,373 47.0  35,938 43.2 △6,435 △15.2
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前事業年度

（平成18年12月31日）
当事業年度

（平成19年12月31日）
増減

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
（％）

（純資産の部）         

Ⅰ　株主資本         

１　資本金  20,972 23.3  20,972 25.2 － －

２　資本剰余金         

(1）資本準備金 5,343   5,343   －  

(2）その他資本剰余金 11,472   11,472   0  

資本剰余金合計  16,815 18.7  16,815 20.2 0 0.0

３　利益剰余金         

(1）その他利益剰余金         

固定資産圧縮積立金 2,318   2,406   88  

固定資産圧縮特別勘
定積立金

426   －   △426  

別途積立金 5,000   5,000   －  

繰越利益剰余金 1,643   1,677   33  

利益剰余金合計  9,388 10.4  9,084 10.9 △304 △3.2

４　自己株式  △106 △0.1  △128 △0.2 △21 －

株主資本合計  47,071 52.3  46,744 56.1 △326 △0.7

Ⅱ　評価・換算差額等         

１　その他有価証券評価差
額金

 619 0.7  583 0.7 △36 △5.9

２　繰延ヘッジ損益  7 0.0  7 0.0 △0 △2.7

評価・換算差額等合計  627 0.7  590 0.7 △36 △5.8

純資産合計  47,698 53.0  47,335 56.8 △362 △0.8

負債純資産合計  90,072 100.0  83,274 100.0 △6,798 △7.5
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(2）損益計算書

 
前事業年度

（平成18年１月１日から
平成18年12月31日まで）

当事業年度
（平成19年１月１日から
平成19年12月31日まで）

増減

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
（％）

Ⅰ　売上高         

１　製品売上高 69,470   67,101     

２　商品売上高 22,671   27,702     

３　不動産売上高 115 92,256 100.0 84 94,888 100.0 2,632 2.9

Ⅱ　売上原価         

１　製品、半製品期首棚卸
高

6,182   6,441   259  

２　商品期首棚卸高 3,383   4,242   858  

３　当期製品、
半製品製造原価

29,753   30,632   878  

４　商品仕入高 18,121   23,896   5,774  

５　酒税 18,810   18,389   △421  

合計 76,251   83,602   7,350  

６　製品、半製品期末棚卸
高

6,441   4,977     

７　商品期末棚卸高 4,242 65,567 71.1 6,747 71,876 75.7 6,309 9.6

売上総利益  26,689 28.9  23,012 24.3 △3,677 △13.8

Ⅲ　販売費および一般管理費  25,777 27.9  22,568 23.8 △3,209 △12.4

営業利益  911 1.0  443 0.5 △467 △51.3

Ⅳ　営業外収益         

１　受取利息 10   25     

２　受取配当金 307   278     

３　為替差益 60   29     

４　補助金収入 －   57     

５　その他 142 521 0.6 67 457 0.5 △64 △12.3

Ⅴ　営業外費用         

１　支払利息 150   192     

２　寄付金 27   14     

３　売上割引 －   36     

４　その他 8 187 0.2 43 286 0.3 99 53.3

経常利益  1,246 1.4  614 0.7 △631 △50.7
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前事業年度

（平成18年１月１日から
平成18年12月31日まで）

当事業年度
（平成19年１月１日から
平成19年12月31日まで）

増減

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
（％）

Ⅵ　特別利益         

１　固定資産売却益 4,866   479     

２　貸倒引当金戻入 4   61     

３　投資有価証券売却益 18   64     

 ４　国庫補助金受入額 60   －     

 ５　その他 － 4,950 5.3 53 658 0.7 △4,292 △86.7

Ⅶ　特別損失         

１　固定資産処分損 1,239   74     

２　投資有価証券評価損 80   16     

 ３　固定資産圧縮損 60   －     

 ４　事業再編成費用 －   419     

５　災害損失 －   150     

６　養魚用飼料回収対応費
用

1,240   －     

７　公開買付対応費用 461   －     

８　早期退職者割増金 44   －     

９　その他 68 3,195 3.5 16 677 0.8 △2,517 △78.8

税引前当期純利益  3,001 3.2  594 0.6 △2,406 △80.2

法人税、住民税および
事業税

483   28     

法人税等調整額 726 1,210 1.3 204 233 0.2 △977 △80.7

当期純利益  1,790 1.9  361 0.4 △1,428 △79.8
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製造原価明細書

  
前事業年度

（平成18年１月１日から
平成18年12月31日まで）

当事業年度
（平成19年１月１日から
平成19年12月31日まで）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

Ⅰ　材料費  20,183 67.7 21,196 69.0

Ⅱ　労務費  1,859 6.2 1,970 6.4

Ⅲ　経費 ※ 7,782 26.1 7,542 24.6

当期総製造費用  29,825 100.0 30,709 100.0

仕掛品期首棚卸高  236  308  

合計  30,061  31,018  

仕掛品期末棚卸高  308  386  

当期製品、半製品製造原
価

 29,753  30,632  

　（注）　原価計算の方法：組別総合原価計算を実施しております。

※このうち主なものは次のとおりであります。

 第90期（百万円） 第91期（百万円）

外注費 2,541 1,982

減価償却費 1,633 1,949

手数料 767 698

光熱水道料 842 877

運賃保管料 542 498
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(3）株主資本等変動計算書

前事業年度（平成18年１月１日から　平成18年12月31日まで）
（単位：百万円） 

 

株主資本 

資本金

資本剰余金 
利益剰余金 

自己株式
株主資本
合計資本

準備金
その他

資本剰余金

資本
剰余金
合計

その他利益剰余金 
利益
剰余金
合計

固定資産
圧縮積立金

固定資産
圧縮特別
勘定積立金

別途
積立金

繰越利益
剰余金

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

事業年度中の変動額            

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

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

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

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

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

剰余金の配当 － － － － － － － △666 △666 － △666

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

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

自己株式の取得 － － － － － － － － － △25 △25

自己株式の処分 － － 0 0 － － － － － 1 1
株主資本以外の
項目の事業年度中の変動
額(純額) － － － － － － － － － － －

事業年度中の
変動額合計 － － 0 0 1,615 426 2,000 △2,942 1,099 △23 1,076

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

評価・換算差額等
純資産合計 

その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計 

平成17年12月31日残高 908 － 908 46,903

事業年度中の変動額  

固定資産圧縮積立金の積立 － － － －

固定資産圧縮積立金の取崩(前期) － － － －

固定資産圧縮積立金の取崩(当期) － － － －

固定資産圧縮特別勘定積立金の積立 － － － －

別途積立金の積立 － － － －

剰余金の配当 － － － △666

利益処分による役員賞与 － － － △24

当期純利益 － － － 1,790

自己株式の取得 － － － △25

自己株式の処分 － － － 1

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

事業年度中の変動額合計 △288 7 △280 795

平成18年12月31日残高 619 7 627 47,698
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当事業年度（平成19年１月１日から　平成19年12月31日まで）
（単位：百万円） 

 

株主資本 

資本金

資本剰余金 
利益剰余金 

自己株式
株主資本
合計資本

準備金
その他

資本剰余金

資本
剰余金
合計

その他利益剰余金 
利益
剰余金
合計

固定資産
圧縮積立金

固定資産
圧縮特別
勘定積立金

別途
積立金

繰越利益
剰余金

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

事業年度中の変動額            

固定資産圧縮
積立金の積立 － － － － 426 － － △426 － － －

固定資産圧縮
積立金の取崩 － － － － △338 － － 338 － － －

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

剰余金の配当 － － － － － － － △666 △666 － △666

当期純利益 － － － － － － － 361 361 － 361

自己株式の取得 － － － － － － － － － △27 △27

自己株式の処分 － － 0 0 － － － － － 5 5
株主資本以外の
項目の事業年度中の変動
額(純額) － － － － － － － － － － －

事業年度中の
変動額合計 － － 0 0 88 △426 － 33 △304 △21 △326

平成19年12月31日残高 20,972 5,343 11,472 16,815 2,406 － 5,000 1,677 9,084 △128 46,744
 
 

評価・換算差額等
純資産合計 

その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計 

平成18年12月31日残高 619 7 627 47,698

事業年度中の変動額  

固定資産圧縮積立金の積立 － － － －

固定資産圧縮積立金の取崩 － － － －

固定資産圧縮特別勘定積立金の取崩 － － － －

剰余金の配当 － － － △666

当期純利益 － － － 361

自己株式の取得 － － － △27

自己株式の処分 － － － 5

株主資本以外の項目の事業年度中
の変動額(純額) △36 △0 △36 △36

事業年度中の変動額合計 △36 △0 △36 △362

平成19年12月31日残高 583 7 590 47,335
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