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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 246,416 6.4 8,571 △14.9 7,918 △15.6 4,245 5.5

18年12月期 231,567 2.9 10,070 5.4 9,384 5.0 4,022 △19.7

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 80 73 － － 12.7 6.6 3.5

18年12月期 76 50 － － 13.4 8.2 4.3

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

(2) 連結財政状態

総 資 産 純 資 産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

19年12月期 122,608 35,344 28.7 668 52

18年12月期 117,678 31,561 26.8 600 23

（参考）自己資本 19年12月期 35,151百万円 18年12月期 31,561百万円

(3) 連結キャッシュ・フローの状況

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

19年12月期 7,737 △5,406 △4,379 7,160

18年12月期 8,671 △5,810 △1,001 9,209

２．配当の状況

１株当たり配当金 配当金総額
(年間)

配当性向
（連結）

純資産配当率
（連結）（基準日） 中間期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

18年12月期 6 00 6 00 12 00 630 15.7 2.1
19年12月期 6 00 － － 6 00 315 7.4 0.9

20年12月期（予想） － － － － 0 00 － － －

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 133,000 10.2 3,500 12.6 3,100 13.8 900 △44.3 17 12

通　期 278,000 12.8 10,500 22.5 9,700 22.5 4,300 1.3 81 78
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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、17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」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 52,585,000 株 18年12月期 52,585,000 株

②　期末自己株式数 19年12月期 4,181 株 18年12月期 3,266 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、32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 230,045 6.5 8,009 △23.6 7,356 △25.0 3,740 △15.7

18年12月期 215,966 2.8 10,477 3.1 9,811 2.5 4,439 △18.5

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 71 14 － －

18年12月期 84 43 － －

(2) 個別財政状態

総 資 産 純 資 産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

19年12月期 124,063 35,504 28.6 675 23

18年12月期 118,243 32,418 27.4 616 54

（参考）自己資本 19年12月期 35,504百万円 18年12月期 32,418百万円

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

　上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る本

資料発表日現在における仮定を前提としています。実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果とな

る可能性があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっては、４ページ「１．経営成績(1)

経営成績に関する分析」を参照してください。

アサヒ飲料㈱（2598）平成 19 年 12 月期　決算短信

－ 2 －



１．経営成績
(1) 経営成績に関する分析

(a) 業績の概況（自平成19年１月１日　至平成19年12月31日）

　当連結会計年度のわが国経済は、原油などの資源高やサブプライム住宅ローン問題に端を発する米国経済の減速

懸念など、景気に一部弱さがみられたものの、企業収益の改善を背景とした設備投資の増加や個人消費の堅調な推

移により、引き続き緩やかな回復基調で推移いたしました。飲料業界におきましては、各社の積極的な販売促進施

策の展開に加え、記録的な暖冬と最盛期の猛暑の影響もあり、業界全体の販売数量は3％程度増加したものと推定さ

れます。

　このような状況の下、当社グループは、当連結会計年度を初年度とする新たな中期経営計画を策定し、「成長戦

略」「構造改革」「新規領域への挑戦」を基本戦略として、飛躍的な成長の実現に向けた取り組みを実施してまい

りました。

　成長戦略の根幹をなす商品戦略では、激戦の続く飲料業界において勝ち抜き、存在感ある地位を築くために、基

幹ブランド「ワンダ」「三ツ矢」「アサヒ 十六茶」に経営資源を集中して、磐石なブランド化を推進するとともに、

「アサヒ 富士山のバナジウム天然水」を始めとした既存ブランドの継続的な強化・育成を図りました。また、多様

化するお客様のニーズにお応えした新商品のご提案も積極的に進めてまいりました。

　また、飲料業界において重要な販売チャネルの１つである自動販売機事業の強化と効率化を図るため、平成19年

10月に「カルピス株式会社」と自動販売機事業の統合に関する合弁事業契約を締結、平成19年12月には共同出資に

よる合弁会社「アサヒカルピスビバレッジ株式会社」を設立いたしました。

　これらの取り組みの結果、当連結会計年度の飲料販売数量は過去最高の1億3,097万ケース（前期比7.6％増）とな

り、業界平均を上回る確実な成長を達成いたしました。

　構造改革につきましては、全社員が改革の担い手として、不断のコストダウンに取り組んでまいりました。ＳＣ

Ｍ（サプライチェーンマネジメント）部門につきましては、当社柏工場の一部の機能を当社富士山工場及びアサヒ

ビール株式会社茨城工場に移管し、製造を開始するなど、アサヒビールグループ各社との連携による最適な生産・

物流体制の構築を進めてまいりました。

　新規領域への挑戦につきましては、多様化するお客様のニーズやライフサイクルの変化を成長の機会と捉え、商

品及び販売チャネル領域において新たな成長基盤の確立に取り組んでまいりました。

　また、企業の社会的責任（ＣＳＲ）に対する取り組みといたしまして、商品の安心・安全の確保に加えて、社会

貢献型消費者キャンペーンの実施、ユニバーサルデザインの採用や環境負荷の低減への取り組みなどを進めてまい

りました。

　以上の結果、当連結会計年度の当社グループの連結売上高は前期比6.4％増の246,416百万円と過去最高を達成い

たしました。利益面では連結営業利益は前期比14.9％減の8,571百万円、連結経常利益は前期比15.6％減の7,918百

万円となりましたが、連結当期純利益は前期比5.5％増の4,245百万円となりました。

　商品カテゴリーごとの状況は次のとおりであります。

＜炭酸飲料＞

　基幹ブランド「三ツ矢」につきましては、透明炭酸№１ブランド「三ツ矢サイダー」を中心とした積極的な広

告展開や販売促進活動を行うとともに、健康派レモン炭酸飲料「レモンを搾った三ツ矢サイダー」を軸とした果

汁入り炭酸飲料の積極展開や、乳性炭酸飲料「三ツ矢白いサイダー」のリニューアルなど、「三ツ矢」ブランド

の強化を図りました。その結果、「三ツ矢」ブランドは3,197万ケースとなり、ブランド生誕以来、初めて年間販

売数量が3千万ケースを突破いたしました。以上の結果、炭酸飲料全体では、前期比17.1％増の62,637百万円とな

りました。

＜果実・野菜飲料＞

　「バヤリース」ブランドにつきましては、果汁の新しい楽しみ方のご提案として「新食感果汁」シリーズを展

開するなど商品を中心とした積極的なブランド活性化策を実施いたしました。その結果、果実・野菜飲料全体で

は、前期比15.3％増の25,007百万円となりました。
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＜コーヒー飲料＞

　基幹ブランド「ワンダ」につきましては、主力商品「ワンダ モーニングショット」を中心とした広告展開や販

売促進活動を積極的に行うとともに、食後の微糖缶コーヒーとして「ワンダ アフターショット」を発売いたしま

した。また、「ワンダ 圧力仕立て」をシリーズ展開するなど、積極的な新商品提案を行いました。その結果、業

界全体のコーヒー飲料の販売数量が微減と推定される中、当社コーヒー飲料全体では、前期比2.4％増の61,623百

万円となりました。

＜お茶飲料＞

　基幹ブランド「アサヒ 十六茶」につきましては、積極的な広告展開や最大規模となる「全国47都道府県600万

人サンプリング」を始めとした販売促進活動を実施し、「アサヒ 十六茶」ブランド全体の強化を図った結果、売

上高が前期比26.6％増となりましたが、お茶飲料全体では、前期比2.6％減の56,387百万円となりました。

＜健康・機能性飲料＞

　健康・機能性飲料につきましては、「アサヒ ぎゅぎゅっとしみこむコラーゲンウォーター」がご好評をいただ

き、健康・機能性飲料全体では、前期比4.2％増の21,424百万円となりました。

＜その他飲料＞

　その他飲料につきましては、ミネラルウォーター「アサヒ 富士山のバナジウム天然水」が前期比22.8％増と売

上を伸ばし、その他飲料全体では、前期比9.3％増の16,323百万円となりました。

(b) 次期の見通し（自平成20年１月１日　至平成20年12月31日）

　本年の飲料業界は、店頭における価格抑制圧力の継続や原材料価格の高騰など業界を取り巻く環境はますます厳

しくなるものと予想されます。市場全体の成熟化が一層進行する中で各社の新商品発売や販売促進活動は積極的に

展開されるものの、総需要を押し上げるまでの効果は期待できず、販売数量は前年並みあるいは微増にとどまるも

のと予想されます。こうした状況の中、当社グループは「３．経営方針 (3) 中長期的な会社の経営戦略及び会社の

対処すべき課題」に記載のとおり、中期経営計画２年目として、「成長戦略」「構造改革」「新規領域への挑戦」

を基本戦略に、飛躍的な成長に引き続き挑戦してまいります。

　また、当社は平成20年４月30日にアサヒビール株式会社の完全子会社となることが予定されており、本完全子会

社化により成長戦略における戦略原資の確保、従来の枠を超えたグループの経営資源の活用及びスピーディーな意

思決定を行い、飲料業界における盤石なポジションの確立を進めてまいります。

　平成20年度の業績につきましては、連結売上高2,780億円、連結営業利益105億円、連結経常利益97億円、連結当

期純利益43億円を予定しております。
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(2) 財政状態に関する分析

　当連結会計年度末の総資産残高は、売上高の増加したことにより売上債権が前期比2,279百万円増加、たな卸資産が

前期比1,685百万円増加したこと等により、前期末と比較して4,930百万円増加し、122,608百万円となりました。

　純資産は当期純利益4,245百万円の計上により、前期末に比較して3,782百万円増加し、35,344百万円となりました。

この結果、自己資本比率は前期末と比較して1.9％増加し28.7％となりました。

　キャッシュ・フローの状況につきましては、以下のとおりであります。

　営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の増加額が減少したものの、その他流動負債に含む未払費用の増

加額が減少したこと等により、前期に比べ934百万円減少し、7,737百万円の収入となりました。

　投資活動によるキャッシュ・フローは、長期前払費用の取得による支出が増加したものの、有形固定資産の取得に

よる支出が減少したこと等により、前期に比べ403百万円増加し、5,406百万円の支出となりました。

　財務活動によるキャッシュ・フローは、金融債務の減少等により、前期に比べ3,378百万円減少し、4,379百万円の

支出となりました。

　以上の結果、現金及び現金同等物の期末残高は、前期末と比較して2,049百万円減少し、7,160百万円となりました。

　当社グループの財政状態及びキャッシュ・フロー指標のトレンドは次のとおりであります。

 平成17年12月期 平成18年12月期 平成19年12月期

自己資本比率（％） 25.6 26.8 28.7

時価ベース自己資本比率（％） 67.7 76.7 89.2

キャッシュ・フロー対有利子負債比率 1.5 1.8 1.5

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 64.6 52.1 42.2

　（注）自己資本比率＝自己資本／総資産

時価ベース自己資本比率＝株式時価総額／総資産

キャッシュ・フロー対有利子負債比率＝有利子負債／営業キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ＝営業キャッシュ・フロー／利払い

１．株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。

２．営業キャッシュ・フロー及び利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッ

シュ・フロー及び利息の支払額を使用しております。

３．有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を払っている負債を対象としております。

(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、平成20年４月30日にアサヒビール株式会社の完全子会社となることが予定されており、今後は、アサヒビー

ルグループ全体の企業価値向上を基本方針とし、利益配分を行ってまいります。

　なお、平成19年12月期の期末配当金につきましては、アサヒビール株式会社が行った当社株式の公開買付けに応募

いただいた株主と応募されなかった株主との経済的効果の差異が生じないよう、無配とさせていただきます。

(4) 事業等のリスク

　投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性がある事項には、以下のようなものがあります。当社グループはこのよ

うなリスクを認識した上で、リスク発生の回避とリスク発生時の影響の極小化に努めてまいります。

　なお、以下に記載する事項は、当連結会計年度末現在において、当社グループが判断したものであります。

①　食品の安全性について

　当社グループは、「食の安全」をお客様に提供するため、商品開発、生産、流通、販売全ての段階に通じた品

質保証体制を構築しております。しかしながら、食品業界を取り巻く昨今の環境においては、鳥インフルエンザ、

ＢＳＥ等様々な問題が発生しております。当社グループとしましては、そのリスクを適時に察知し、顕在化する

前に対処するよう取り組んでおりますが、当社グループの取り組みの範囲を超える事態が発生した場合、当社グ

ループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
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②　天候・自然災害による影響について

　当社グループの属する飲料業界は、天候による影響を受けます。冷夏、その他台風等の天候による個人消費動

向の変動は、当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。また、大規模地震等の自然災

害にて製造拠点が被害を被った場合には、操業中止による製造能力の低下、設備修復に伴う費用の増加等により、

当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

③　製品及びサービスの欠陥に関するリスクについて

　当社グループは社会や市場の変化に対応し、高品質で安全な商品と真心のこもったサービスの提供を目指して

おります。そのため、商品開発から販売に至る全ての段階に通じた品質保証体制を構築しておりますが、万一、

当社グループが提供する製品及びサービスに欠陥が発生した場合にはお客様の安全を最優先とし迅速に対応策を

実施いたします。また、委託製造品の品質につきましても、自社製造品と同様に管理体制について万全を期して

おります。

　なお、重大な製品及びサービスの欠陥が発生した場合には、当社の品質に対する信頼低下を招くとともに多額

のコストが発生し、当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

④　原材料価格の高騰による影響について

　当社グループの製品に使用する原材料には、価格が市場の状況によって変動するものがあります。原材料の価

格が異常に高騰した場合、製造コストが上昇し、当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があり

ます。

⑤　環境に関するリスクについて

　当社グループは廃棄物再資源化、省エネルギー、二酸化炭素排出の削減、容器リサイクルの推進を図り、事業

を遂行していく上で環境に関連する各種法律、規制を遵守しております。しかしながら、関係法令等の変更によっ

て、新規設備の投資、廃棄物処理方法の変更等による大幅なコストの増加が発生する場合、当社グループの業績

及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

⑥　法的、規制等の変更によるリスクについて

　当社グループが展開する事業は、「食品衛生法」、「製造物責任法（PL法）」、「廃棄物処理法」等、様々な

法的規制を受けております。これらの法律、規制等が強化された場合、または予期し得ない法律、規制が新たに

導入された場合、当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

⑦　訴訟のリスクについて

　当社グループは事業を遂行していく上で、各種関係法令を遵守し、また社員がコンプライアンスを理解し、実

践することに最善の努力をしております。しかしながら、事業を遂行していくうえで、訴訟提起されるリスクを

抱えております。万一、当社グループが訴訟を提起された場合、訴訟の結果によっては、当社グループの業績及

び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

⑧　情報漏洩等のリスクについて

　当社グループは、販促キャンペーン、通信販売等により多数のお客様の個人情報を保有しており、また、ウェ

ブサイトや販促キャンペーン等の編成や運営を、当社グループが信頼に足るとの判断をもとに外部の企業に委託

することがありますが、これらの重要な情報の紛失、誤用、改ざん等を防止するため、システムを含め情報管理

に対して適切なセキュリティ対策を実施しております。しかしながら、当社グループの予期し得ない不正アクセ

ス等により情報の漏洩や改ざんされるリスクがあります。また、コンピューターウィルスの感染による情報シス

テムの一時的な混乱や停止により、当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

⑨　保有資産の減損リスクについて

　平成17年４月１日以後開始する事業年度より「固定資産の減損に係る会計基準」が適用され、当社グループは

平成18年12月期より適用しております。保有資産の将来キャッシュ・フロー等を算定し減損額の認識・測定を進

めておりますが、今後の将来キャッシュ・フローの減少や地価の一層の大きな下落等があった場合には、当社グ

ループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

⑩　退職給付関係について

　当社グループの従業員の退職給付債務及び退職給付費用は、数理計算上で使用される割引率等に基づき算出さ

れております。金利の変動等前提条件に大きな変動があった場合、当社グループの業績及び財政状態に影響を及

ぼす可能性があります。
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２．企業集団の状況
企業集団等の概況

　当社グループは、親会社であるアサヒビール株式会社を中心とする企業集団に属しております。アサヒビールグルー

プは、酒類・飲料の製造販売、外食事業、食品事業、薬品事業、不動産事業等を営んでおります。

　当社グループと親会社及び親会社の子会社（関連当事者）等との事業上の関係及び位置付けは次のとおりでありま

す。

当社

　当社は、清涼飲料の製造・販売を行っており、製品の一部を親会社に販売しております。

子会社

　当社の子会社であるアサヒビバレッジサービス株式会社は、当社より製品を仕入れ、自動販売機にて販売してお

ります。

　アサヒカルピスビバレッジ株式会社は、当社とカルピス株式会社が共同出資した自動販売機事業を運営する合弁

会社です。

親会社

　当社の親会社であるアサヒビール株式会社は、当社より飲料製品を仕入れ、ギフトセットとして販売しておりま

す。

　また当社は、アサヒビール株式会社より不動産を賃借しております。

親会社の子会社（関連当事者）

　アサヒロジ株式会社は、親会社製品及び当社製品等の運送、親会社及び当社物流センターの管理、倉庫業等を行っ

ております。

　事業の系統図は、次のとおりであります。

 

得
意
先 

アサヒビバレッジサービス株式会社 
（子会社） 

製品・商品の販売 

製品・商品の販売 

製
品
の
販
売 

当  社 

製
品
の
販
売 

アサヒビール株式会社 
（親会社） 

不
動
産
の
賃
借 

製品の運送・保管 
アサヒロジ株式会社 
（親会社の子会社） 

製品、商品 

上記以外の役務等 

アサヒカルピスビバレッジ株式会社 
（子会社） 
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３．経営方針
(1) 会社の経営の基本方針

　当社グループは、総合清涼飲料メーカーとして、「清涼飲料事業で社会や市場の変化に対応し、高品質で安全な商

品と真心のこもったサービスの提供を通じて、豊かで健康な食生活の実現に貢献し、限りなく発展する企業を目指す」

ことを経営理念として掲げております。

　また、新たな中期ビジョンとして「さらなる飛躍への挑戦／お客様に信頼され、市場で存在感を示す飲料メーカー

へ」を掲げております。

　これらを実践し、全てのお客様にご満足いただける企業活動、環境問題対応などの社会的責務を果たす企業活動等

を推し進め、トータルな企業価値向上を図ることが経営の基本方針であります。

(2) 目標とする経営指標

　当社グループでは、平成21年12月期を最終年度とする中期経営計画を新たに策定し、以下の経営指標及び目標数値

の達成に向け、取り組みを進めております。

経営指標 目標数値（平成21年12月期）

営業利益（億円） 130

売上高営業利益率（％） 5

自己資本当期純利益率（ＲＯＥ）（％） 15

(3) 中長期的な会社の経営戦略及び会社の対処すべき課題

　本年の飲料業界は、店頭における価格抑制圧力の継続や原材料価格の高騰など業界を取り巻く環境はますます厳し

くなるものと予想されます。市場全体の成熟化が一層進行する中で各社の新商品発売や販売促進活動は積極的に展開

されるものの、総需要を押し上げるまでの効果は期待できず、販売数量は前年並みあるいは微増にとどまるものと予

想されます。

　こうした状況の中で当社グループは、中期経営計画２年目として、「成長戦略」「構造改革」「新規領域への挑戦」

を基本戦略に、飛躍的な成長に引き続き挑戦してまいります。

　成長戦略につきましては、競争環境が一層激化する飲料業界において勝ち抜き、存在感ある地位をより確固たるも

のとするため、継続して「ワンダ」「三ツ矢」「アサヒ 十六茶」に経営資源を集中し、更に盤石なブランド化に取り

組んでまいります。また、引き続き伸長するとみられるミネラルウォーター市場において「アサヒ 富士山のバナジウ

ム天然水」ブランドの更なる強化・育成を推進してまいります。その他の商品につきましても、常に挑戦し続ける飲

料メーカーとして、多様化するお客様のニーズをいち早くキャッチし、価値ある商品提案を積極的に実施してまいり

ます。

　また、自動販売機事業におきまして、カルピス株式会社との合弁会社である「アサヒカルピスビバレッジ株式会社」

の完全統合によるシナジー効果を創出し、競争力ある自動販売機事業の構築を目指してまいります。

　構造改革につきましては、コスト競争力の一層の強化を図るため、従来の枠にとらわれない、抜本的なコスト削減

に取り組み、収益構造の改革を進めてまいります。ＳＣＭ部門では、最適生産体制の構築を中心として、アサヒビー

ルグループ各社との連携を一層推進するとともに、原価低減に向けた新技術の導入を進めてまいります。

　新規領域への挑戦につきましては、より多様化するお客様のニーズやライフスタイルの変化を成長の機会と捉え、

新たなマーケット開拓に寄与する差別化商品の開発体制を整備するとともに、販売チャネルにおける新たな領域での

成長に挑戦してまいります。

　また、昨今の社会環境からも企業の社会的責任（ＣＳＲ）の重要性をより一層強く認識し、安心・安全を常に心が

けた企業行動を進めるとともに、コンプライアンス、環境マネジメント、情報開示などの向上に努め、企業品質を更

に高めて社会を含めた全ステークホルダーの満足の最大化を目指してまいります。
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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）

対前年比

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)

（資産の部）         

Ⅰ　流動資産         

１．現金及び預金   1,010   958  △52

２．受取手形及び売掛金 ※２  36,096   38,376  2,279

３．たな卸資産   9,283   10,968  1,685

４．未収入金   7,223   9,161  1,938

５．短期貸付金 ※３  8,199   －  △8,199

６．繰延税金資産   2,013   1,978  △35

７．その他 ※３  1,763   8,410  6,647

貸倒引当金   △158   △190  △32

流動資産合計   65,433 55.6  69,663 56.8 4,230

Ⅱ　固定資産         

１．有形固定資産         

(1) 建物及び構築物 ※１ 20,139   20,320    

減価償却累計額  10,078 10,060  10,728 9,592  △467

(2) 機械装置及び運搬具  30,650   28,528    

減価償却累計額  21,388 9,262  19,609 8,918  △343

(3) 土地 ※１  21,336   21,336  －

(4) 建設仮勘定   26   17  △8

(5) その他  2,146   2,466    

減価償却累計額  1,727 419  1,934 531  112

有形固定資産合計   41,104 34.9  40,397 32.9 △707

２．無形固定資産   2,889 2.5  3,289 2.7 400

３．投資その他の資産         

(1) 投資有価証券   1,156   1,626  469

(2) 繰延税金資産   4,290   4,104  △185

(3) その他   2,899   3,614  715

貸倒引当金   △94   △87  7

投資その他の資産合計   8,251 7.0  9,258 7.6 1,007

固定資産合計   52,245 44.4  52,945 43.2 700

資産合計   117,678 100.0  122,608 100.0 4,930
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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）

対前年比

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)

（負債の部）         

Ⅰ　流動負債         

１．支払手形及び買掛金 ※２  23,929   25,959  2,029

２．１年以内返済予定長期借
入金

※１  6,491   6,084  △407

３．未払金   25,769   30,998  5,228

４．未払法人税等   2,636   663  △1,972

５．未払費用   5,991   5,659  △332

６．賞与引当金   570   516  △53

７．役員賞与引当金   33   39  5

８．その他 ※２  1,572   1,406  △165

流動負債合計   66,993 56.9  71,327 58.2 4,333

Ⅱ　固定負債         

１．長期借入金 ※１  8,754   5,212  △3,542

２．退職給付引当金   9,008   9,389  381

３．役員退職慰労引当金   76   －  △76

４．その他   1,285   1,335  50

固定負債合計   19,123 16.3  15,937 13.0 △3,186

負債合計   86,116 73.2  87,264 71.2 1,147

（純資産の部）         

Ⅰ　株主資本         

１．資本金   11,081 9.4  11,081 9.0 －

２．資本剰余金   9,307 7.9  9,307 7.6 －

３．利益剰余金   11,113 9.4  14,727 12.0 3,614

４．自己株式   △4 △0.0  △5 △0.0 △1

　　株主資本合計   31,498 26.7  35,110 28.6 3,612

Ⅱ　評価・換算差額等         

１．その他有価証券評価差額
金

  62 0.1  40 0.0 △22

　　評価・換算差額等合計   62 0.1  40 0.0 △22

Ⅲ　少数株主持分   － －  192 0.2 192

　　純資産合計   31,561 26.8  35,344 28.8 3,782

　　負債・純資産合計   117,678 100.0  122,608 100.0 4,930

         

アサヒ飲料㈱（2598）平成 19 年 12 月期　決算短信

－ 10 －



(2) 連結損益計算書

前連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

対前年比

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)

Ⅰ　売上高   231,567 100.0  246,416 100.0 14,849

Ⅱ　売上原価   95,442 41.2  104,546 42.4 9,103

売上総利益   136,124 58.8  141,870 57.6 5,746

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※1、3  126,053 54.5  133,299 54.1 7,245

営業利益   10,070 4.3  8,571 3.5 △1,499

Ⅳ　営業外収益         

１．受取利息  4   28    

２．受取配当金  15   14    

３．投資有価証券売却益  2   8    

４．受取賃貸料  38   38    

５．受入技術支援料  19   52    

６．保証金取崩益  0   18    

７．支払手数料返戻金  13   －    

８．物品売却益  －   39    

９．雑収入  30 125 0.1 102 301 0.1 176

Ⅴ　営業外費用         

１．支払利息  163   161    

２．投資有価証券売却損  －   26    

３．たな卸資産廃棄損  519   618    

４．雑支出  128 811 0.3 148 954 0.4 143

経常利益   9,384 4.1  7,918 3.2 △1,466

Ⅵ　特別利益         

１．事業譲渡益  － － － 31 31 0.0 31

Ⅶ　特別損失         

１．固定資産売却除却損 ※２ 192   602    

２．生産体制再編費用 ※４ 1,776   －    

３．その他特別損失  8 1,978 0.9 2 605 0.2 △1,373

税金等調整前当期純利益   7,406 3.2  7,344 3.0 △61

法人税、住民税
及び事業税

 4,623   2,862    

法人税等調整額  △1,240 3,383 1.5 241 3,104 1.3 △279

少数株主損失   － －  5 0.0 5

当期純利益   4,022 1.7  4,245 1.7 222

 

アサヒ飲料㈱（2598）平成 19 年 12 月期　決算短信

－ 11 －



(3) 連結株主資本等変動計算書

前連結会計年度（自平成18年１月１日　至平成18年12月31日）

株主資本 評価・換算差額等

純資産
合計資本金

資本
剰余金

利益
剰余金

自己株式
株主資本
合計

その他有
価証券評
価差額金

評価・換
算差額等
合計

平成17年12月31日　残高
（百万円）

11,081 9,307 7,833 △2 28,220 158 158 28,378

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当　（注）   △394  △394   △394

剰余金の配当   △315  △315   △315

役員賞与　（注）   △33  △33   △33

当期純利益   4,022  4,022   4,022

自己株式の取得    △1 △1   △1

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額（純額）

     △95 △95 △95

連結会計年度中の変動額合計
（百万円）

－ － 3,279 △1 3,277 △95 △95 3,182

平成18年12月31日　残高
（百万円）

11,081 9,307 11,113 △4 31,498 62 62 31,561

（注）平成18年３月24日開催の定時株主総会における利益処分項目であります。
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当連結会計年度（自平成19年１月１日　至平成19年12月31日）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年12月31日　残高
（百万円）

11,081 9,307 11,113 △4 31,498

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当   △630  △630

当期純利益   4,245  4,245

自己株式の取得    △1 △1

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額（純額）

     

連結会計年度中の変動額合計
（百万円）

－ － 3,614 △1 3,612

平成19年12月31日　残高
（百万円）

11,081 9,307 14,727 △5 35,110

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

平成18年12月31日　残高
（百万円）

62 62 － 31,561

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当    △630

当期純利益    4,245

自己株式の取得    △1

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額（純額）

△22 △22 192 170

連結会計年度中の変動額合計
（百万円）

△22 △22 192 3,782

平成19年12月31日　残高
（百万円）

40 40 192 35,344
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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

（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）
増減

(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  7,406 7,344 △61

減価償却費  4,388 3,729 △658

貸倒引当金の増加額  73 24 △48

賞与引当金の増加額
（△減少額）

 21 △53 △75

役員賞与引当金の増加額  33 5 △28

退職給付引当金の増加額  543 381 △162

役員退職慰労引当金の増加額
（△減少額）

 12 △76 △88

受取利息及び受取配当金  △20 △43 △22

支払利息  163 161 △2

固定資産売却除却損  193 602 409

売上債権の増加額  △3,353 △2,263 1,090

たな卸資産の増加額  △1,629 △1,867 △237

仕入債務の増加額  1,621 2,029 408

未払金の増加額  2,527 2,893 366

その他流動資産の増加額  △903 △1,876 △972

その他流動負債の増加額  2,033 296 △1,737

その他固定負債の増加額  73 50 △22

役員賞与の支払額  △33 － 33

事業譲渡益  － △31 △31

その他  917 1,399 481

小計  14,068 12,707 △1,361

利息及び配当金の受取額  19 43 23

利息の支払額  △166 △183 △16

法人税等の支払額  △5,250 △4,830 420

営業活動によるキャッシュ・フロー  8,671 7,737 △934
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前連結会計年度

（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）
増減

(百万円)

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー     

有形固定資産の取得による支出  △4,306 △1,868 2,437

無形固定資産の取得による支出  △782 △1,096 △313

投資有価証券の取得による支出  △29 △568 △539

長期前払費用の取得による支出  △1,206 △2,573 △1,366

事業譲渡による収入  － 213 213

その他  514 486 △28

投資活動によるキャッシュ・フロー  △5,810 △5,406 403

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー     

短期借入金の純減少額  △500 － 500

長期借入金の借入れによる収入  1,000 3,800 2,800

長期借入金の返済による支出  △791 △7,749 △6,958

配当金の支払額  △708 △627 81

少数株主からの払込  － 198 198

その他  △1 △1 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー  △1,001 △4,379 △3,378

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額  － － －

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加額
（△減少額）

 1,860 △2,049 △3,909

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高  7,349 9,209 1,860

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高 ※ 9,209 7,160 △2,049

    

アサヒ飲料㈱（2598）平成 19 年 12 月期　決算短信

－ 15 －



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

（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

１．連結の範囲に関する事項 連結子会社数　　　１社

会社名　アサヒビバレッジサービス㈱

連結子会社数　　　２社

会社名　アサヒカルピスビバレッジ㈱

アサヒビバレッジサービス㈱

　上記のうち、アサヒカルピスビバレッ

ジ㈱については、当連結会計年度におい

て新たに設立したため、連結の範囲に含

めております。

２．持分法の適用に関する事項 非連結子会社及び関連会社はありませ

んので、該当事項はありません。

同左

３．連結子会社の事業年度等に関

する事項

連結子会社の事業年度の末日は、連結

決算日と一致しております。

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及び

評価方法

① 有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

決算日前１ヶ月の市場価格等の

平均に基づく時価法（評価差額は

全部純資産直入法により処理し、

売却原価は移動平均法により算

定）を採用しております。

時価のないもの

移動平均法による原価法を採用

しております。

② デリバティブ

時価法（但し、特例処理の要件を満

たしている場合には、特例処理によっ

ております。）

③ たな卸資産

商品、製品、原材料

総平均法による原価法

貯蔵品

移動平均法による原価法

① 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

同左

② デリバティブ

同左

③ たな卸資産

同左
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項目
前連結会計年度

（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

(2) 重要な減価償却資産の減価

償却の方法

① 有形固定資産

定率法

但し、平成10年４月１日以降取得し

た建物（建物附属設備を除く）につい

ては、定額法を採用しております。

（主な耐用年数） 

建物及び構築物  　　３年～39年

機械装置及び運搬具　２年～15年

① 有形固定資産

定率法

但し、平成10年４月１日以降取得し

た建物（建物附属設備を除く）につい

ては、定額法を採用しております。

（主な耐用年数） 

建物及び構築物  　　２年～60年

機械装置及び運搬具　２年～14年

（会計方針の変更） 

法人税法の改正に伴い、当連結会計

年度より、平成19年４月１日以後に取

得した有形固定資産について、改正後

の法人税法に基づく減価償却の方法に

変更しております。

なお、この変更に伴う営業利益、経

常利益、税金等調整前当期純利益に与

える影響は軽微であります。

② 無形固定資産

定額法

但し、自社利用のソフトウェアにつ

いては、社内における利用可能期間（５

年）に基づく定額法を採用しておりま

す。

② 無形固定資産

同左

(3) 重要な引当金の計上基準 ① 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権等特定の債権につ

いては個別に回収可能性を勘案し、回

収不能見込額を計上しております。

① 貸倒引当金

同左

② 賞与引当金

従業員の賞与の支払に備えて、賞与

支給見込額の当連結会計年度負担額を

計上しております。

② 賞与引当金

同左

③ 役員賞与引当金

役員に対して支給する賞与の支払に

備えて、支給見込額に基づき計上して

おります。

（会計方針の変更）

当連結会計年度より、「役員賞与に

関する会計基準」（企業会計基準第４

号　平成17年11月29日）を適用してお

ります。これにより、営業利益、経常

利益及び税金等調整前当期純利益は33

百万円減少しております。

③ 役員賞与引当金

役員に対して支給する賞与の支払に

備えて、支給見込額に基づき計上して

おります。
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項目
前連結会計年度

（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

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

の見込額に基づき計上しております。

過去勤務債務については、その発生

時の従業員の平均残存勤務期間以内の

一定の年数（10年）による定額法によ

り費用処理しております。

数理計算上の差異は、その発生時の

従業員の平均残存勤務期間以内の一定

の年数（10年）による定額法により翌

連結会計年度から費用処理することと

しております。

④ 退職給付引当金

同左

⑤ 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支給に備えるた

め、内規に基づく当連結会計年度末の

要支給額を引当計上しております。

⑤ 役員退職慰労引当金

──────

（追加情報）

平成19年２月６日開催の取締役会に

おいて、取締役及び監査役の退職慰労

金制度を平成19年３月23日開催の定時

株主総会終結時の時をもって廃止する

ことを決議いたしました。なお、役員

退職慰労金制度廃止日（同定時株主総

会終結時）までの在任期間を対象とす

る退職慰労金の打ち切り支給について

は、各取締役及び各監査役の退任時に

支給することとし、平成19年３月23日

開催の定時株主総会において承認され

ました。

これに伴い、前連結会計年度末役員

退職慰労引当金残高76百万円のうち、

当連結会計年度中の目的取崩額を除く

金額66百万円については、長期未払金

として固定負債の「その他」に含めて

計上しております。

(4) 重要なリース取引の処理方

法

リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナンス・

リース取引については、通常の賃貸借取

引に係る方法に準じた会計処理によって

おります。

同左
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項目
前連結会計年度

（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

(5) 重要なヘッジ会計の方法 ① ヘッジ会計の方法

特例処理の要件を満たしている金利ス

ワップについて、特例処理を採用してお

ります。

① ヘッジ会計の方法

同左

② ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段・・・金利スワップ取引

ヘッジ対象・・・借入金利息

② ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

③ ヘッジ方針

デリバティブ取引は借入金利等の将

来の金利市場における利率上昇による

変動リスク回避を目的としており、投

機的な取引は行わない方針であります。

③ ヘッジ方針

同左

④ ヘッジ有効性評価の方法

特例処理によっている金利スワップ

については、有効性の評価を省略して

おります。

④ ヘッジ有効性評価の方法

同左

(6) その他連結財務諸表作成の

ための重要な事項

消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

消費税等の会計処理

同左

５．連結子会社の資産及び負債の

評価に関する事項

連結子会社の資産及び負債の評価につ

いては、全面時価評価法によっておりま

す。

同左

６．のれん及び負ののれんの償却

に関する事項

該当事項はありません。 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

手許現金、随時引き出し可能な預金及

び容易に換金可能であり、かつ、価値の

変動について僅少なリスクしか負わない

取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来

する短期投資からなっております。

同左
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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
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

（固定資産の減損に係る会計基準） ──────

当連結会計年度より、固定資産の減損に係る会計基準

（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見

書」（企業会計審議会　平成14年８月９日））及び「固定

資産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適

用指針第６号　平成15年10月31日）を適用しております。

これによる損益に与える影響はありません。

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準） ──────

当連結会計年度より、「貸借対照表の純資産の部の表示

に関する会計基準」（企業会計基準第５号　平成17年12月

９日）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計

基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号　平成

17年12月９日）を適用しております。

従来の資本の部の合計に相当する金額は31,561百万円で

あります。

なお、連結財務諸表規則の改正により、当連結会計年度

における連結貸借対照表の純資産の部については、改正後

の連結財務諸表規則により作成しております。

表示方法の変更

前連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

（連結貸借対照表）

未払費用は、前連結会計年度まで流動負債の「その他」

として表示しておりましたが、負債・純資産の合計額の100

分の５を超えたため区分掲記いたしました。

なお、前連結会計年度の「未払費用」の金額は3,915百

万円であります。

（連結貸借対照表）

前連結会計年度まで区分掲記しておりました「短期貸付

金」（当連結会計年度末残高1,198百万円）は、資産総額

の100分の５以下となったため、流動資産の「その他」に

含めて表示することにしました。

────── （連結損益計算書）

物品売却益は、前連結会計年度まで営業外収益の「雑収

入」として表示しておりましたが、営業外収益の総額の100

分の10を超えたため区分掲記いたしました。

なお、前連結会計年度の「物品売却益」の金額は4百万

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　担保に供している資産 ※１　担保に供している資産

建物及び構築物 3,210百万円

土地 9,188

計 12,398

建物及び構築物      3,019百万円

土地     9,188

計 12,207

　上記資産は、１年以内返済予定長期借入金291百万

円及び長期借入金1,754百万円の担保（担保予約）に

供しております。

　上記資産は、１年以内返済予定長期借入金84百万円

及び長期借入金412百万円の担保（担保予約）に供し

ております。

※２　期末日満期手形の会計処理は、手形交換日をもって

処理しております。

　従って、当連結会計年度末日は金融機関の休日のた

め、次のとおり期末日満期手形が当連結会計年度末残

高に含まれております。

※２　期末日満期手形の会計処理は、手形交換日をもって

処理しております。

　従って、当連結会計年度末日は金融機関の休日のた

め、次のとおり期末日満期手形が当連結会計年度末残

高に含まれております。

（流動資産）

受取手形及び売掛金 1百万円

（流動負債）

支払手形及び買掛金 200

その他 7

（流動資産）

受取手形及び売掛金 0百万円

（流動負債）

支払手形及び買掛金 157

その他 48

※３　このうち現先取引による短期貸付金は8,199百万円

であり、当該現先取引にかかる担保受入有価証券の時

価は8,176百万円であります。

※３　このうち現先取引による短期貸付金は1,198百万円

であり、当該現先取引にかかる担保受入有価証券の時

価は1,198百万円であります。
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（連結損益計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

※１　販売費及び一般管理費の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主要な費目及び金額は次の

とおりであります。

販売促進費 61,242百万円

運搬費 13,339

販売器具費 14,117

広告宣伝費 11,177

貸倒引当金繰入額 88

従業員給料手当 8,505

従業員賞与 2,519

賞与引当金繰入額 487

退職給付費用 570

役員賞与引当金繰入額 33

役員退職慰労引当金繰入額 29

減価償却費 202

研究開発費 915

販売促進費 67,451百万円

運搬費 12,242

販売器具費 15,040

広告宣伝費 11,090

貸倒引当金繰入額 42

従業員給料手当 9,006

従業員賞与 2,595

賞与引当金繰入額 447

退職給付費用 531

役員賞与引当金繰入額 39

減価償却費 86

研究開発費 1,040

※２　固定資産売却除却損の内訳は次のとおりです。 ※２　固定資産売却除却損の内訳は次のとおりです。

固定資産除却損 固定資産除却損

建物及び構築物 70百万円

機械装置及び運搬具 113

その他 8

計 192

建物及び構築物 25百万円

機械装置及び運搬具 574

その他 1

計 602

※３　研究開発費の総額 ※３　研究開発費の総額

一般管理費に含まれる研究開発費 915百万円 一般管理費に含まれる研究開発費 1,040百万円

※４　当社及びアサヒビールグループの最適生産物流体制

の構築に伴い、当社柏工場現機能をアサヒビール㈱茨

城工場に移管することにより、現計画段階で来期以降

発生すると見込まれる機械装置等の除却簿価及び除却

費用を特別損失に計上しております。

※４　　　　　　　　──────
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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（自平成18年１月１日　至平成18年12月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

前連結会計年度末
株式数（株）

当連結会計年度
増加株式数（株）

当連結会計年度
減少株式数（株）

当連結会計年度末
株式数（株）

発行済株式

普通株式  52,585,000 － － 52,585,000

自己株式

普通株式 （注） 2,220 1,046 － 3,266

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加1,046株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

２．配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

平成18年３月24日

定時株主総会
普通株式 394 7.50 平成17年12月31日 平成18年３月27日

平成18年８月１日

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

(2) 基準日が当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23日

定時株主総会
普通株式 315  利益剰余金 6.00 平成18年12月31日 平成19年３月26日
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当連結会計年度（自平成19年１月１日　至平成19年12月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

前連結会計年度末
株式数（株）

当連結会計年度
増加株式数（株）

当連結会計年度
減少株式数（株）

当連結会計年度末
株式数（株）

発行済株式

普通株式  52,585,000 － － 52,585,000

自己株式

普通株式 （注） 3,266 915 － 4,181

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加915株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

２．配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

平成19年３月23日

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

平成19年８月２日

取締役会
普通株式 315 6.00 平成19年６月30日 平成19年９月７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

該当事項はありません。

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

※　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

※　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12月31日現在） （平成19年12月31日現在）

 （百万円）

現金及び預金勘定 1,010

短期貸付金勘定（現先) 8,199

現金及び現金同等物 9,209

 （百万円）

現金及び預金勘定 958

その他流動資産（現先) 1,198

その他流動資産（親会社預け金) 5,003

現金及び現金同等物 7,160
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（リース取引関係）

前連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引

①　リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引

①　リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

 
取得価額
相当額
（百万円）

減価償却累
計額相当額
（百万円）

期末残高
相当額
（百万円）

機械装置及び
運搬具

3,562 3,022 540

その他
（工具器具備品） 31,540 15,739 15,801

合計 35,103 18,761 16,341

 
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

2,997 2,797 199

その他
（工具器具備品） 34,209 17,272 16,936

合計 37,206 20,070 17,136

②　未経過リース料期末残高相当額等 ②　未経過リース料期末残高相当額等

未経過リース料期末残高相当額 未経過リース料期末残高相当額

１年内 6,743百万円

１年超 10,467

合計 17,211

１年内 6,748百万円

１年超 11,132

合計 17,881

③　支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失

③　支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失

支払リース料 8,256百万円

減価償却費相当額 7,318

支払利息相当額 830

支払リース料 8,496百万円

減価償却費相当額 7,509

支払利息相当額 876

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

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

２．オペレーティング・リース取引

未経過リース料

２．オペレーティング・リース取引

未経過リース料

１年内 222百万円

１年超 490

合計 712

（減損損失について）

リース資産に配分された減損損失はありません。

１年内 291百万円

１年超 617

合計 908

（減損損失について）

同左
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（有価証券関係）

前連結会計年度（平成18年12月31日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

 種類 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）

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えるもの

株式 364 668 304

小計 364 668 304

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えないもの

株式 566 368 △198

小計 566 368 △198

合計 931 1,037 106

(注)　表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。なお、当連結会計年度において、その他有価証券で時価

のある株式について、１百万円の減損処理を行っております。

また、減損処理にあたっては、期末決算における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には全て減損処理を

行い、30～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減

損処理を行っております。 

２．当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自平成18年１月１日　至平成18年12月31日）

売却額（百万円） 売却益の合計額（百万円） 売却損の合計額（百万円）

3 2 －

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  

非上場株式 99

非上場債券 20

４．その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額

 
１年以内
（百万円）

１年超５年以内
（百万円）

５年超10年以内
（百万円）

10年超
（百万円）

１．債券

(1) 国債・地方債等 － － － －

(2) 社債 － 20 － －

(3) その他 － － － －

２．その他 － － － －

合計 － 20 － －
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当連結会計年度（平成19年12月31日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

 種類 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）

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えるもの

株式 284 562 278

小計 284 562 278

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えないもの

株式 617 402 △215

小計 617 402 △215

合計 902 965 62

(注)　表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。なお、当連結会計年度において、その他有価証券で時価

のある株式について、1百万円の減損処理を行っております。

また、減損処理にあたっては、期末決算における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には全て減損処理を

行い、30～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減

損処理を行っております。 

２．当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自平成19年１月１日　至平成19年12月31日）

売却額（百万円） 売却益の合計額（百万円） 売却損の合計額（百万円）

35 8 26

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  

非上場株式 141

非上場債券 520

４．その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額

 
１年以内
（百万円）

１年超５年以内
（百万円）

５年超10年以内
（百万円）

10年超
（百万円）

１．債券

(1) 国債・地方債等 － － － －

(2) 社債 － 520 － －

(3) その他 － － － －

２．その他 － － － －

合計 － 520 － －
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（デリバティブ取引関係）

１．取引の状況に関する事項

前連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

(1) 取引の内容

当社グループの利用しているデリバティブ取引は、金利

スワップ取引であります。

(1) 取引の内容

同左

(2) 取引に対する取組方針

当社グループのデリバティブ取引は、将来の金利変動に

よるリスク回避を目的としており、投機目的での取引は行

わない方針であります。

(2) 取引に対する取組方針

同左

(3) 取引の利用目的

当社グループは、金利関連のデリバティブ取引について、

長期借入金の金利変動リスクをヘッジするため、変動金利

を固定金利に変換する目的で金利スワップ取引を行ってお

ります。

なお、当該取引については、ヘッジ会計における特例処

理の要件を満たしているため、特例処理を適用しておりま

す。従って、その判定を以ってヘッジの有効性の判定に代

えております。

(3) 取引の利用目的

同左

(4) 取引に係るリスクの内容

金利関連における金利スワップ取引においては、市場金

利の変動によるリスクを有しておりますが、ヘッジ対象の

負債に係る金利変動リスクと相殺されます。

また、当社グループの金利スワップの契約先は信用度の

高い国内銀行であるため、相手先の契約不履行による信用

リスクはないと判断しており、さらにこうした信用リスク

を回避するため、金利スワップ取引の契約先を借入金と相

殺可能な借入先としております。

(4) 取引に係るリスクの内容

同左

(5) 取引に係るリスク管理体制

金利関連のデリバティブ取引は、社内規程に基づき、経

営会議において承認を受けた範囲で財務部が行っており、

社内規程に定められた報告体制に従い、デリバティブ取引

の内容、残高等の状況を随時担当役員に報告しております。

(5) 取引に係るリスク管理体制

同左

２．取引の時価等に関する事項

前連結会計年度（平成18年12月31日現在）

金利スワップ取引を行っておりますが、特例処理を適用しておりますので、注記の対象から除いております。

当連結会計年度（平成19年12月31日現在）

金利スワップ取引を行っておりますが、特例処理を適用しておりますので、注記の対象から除いております。
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（退職給付関係）

１．採用している退職給付制度の概要

当社及び連結子会社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を採用しております。 

２．退職給付債務及びその内訳

 
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) 退職給付債務（百万円） △8,182 △8,579

(2) 未積立退職給付債務（百万円）(1) △8,182 △8,579

(3) 未認識数理計算上の差異（百万円） △794 △782

(4) 未認識過去勤務債務（百万円） △31 △27

(5) 退職給付引当金（百万円）(2)＋(3)＋(4) △9,008 △9,389

（注）連結子会社につきましては、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。

３．退職給付費用の内訳

 
前連結会計年度

（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

退職給付費用（百万円） 660 621

(1) 勤務費用（百万円） 559 537

(2) 利息費用（百万円） 192 200

(3) 数理計算上の差異の費用処理額（百万円） △86 △113

(4) 過去勤務債務の費用処理額（百万円） △3 △3

（注）簡便法を採用しております連結子会社の退職給付費用は「(1) 勤務費用」に計上しております。

４．退職給付債務の計算基礎

 
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) 退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 期間定額基準

(2) 割引率（％） 2.5 2.5

(3) 数理計算上の差異の処理年数（年） 10 10

(4) 過去勤務債務の処理年数（年） 10 10

（ストック・オプション等関係）

前連結会計年度（自平成18年１月１日　至平成18年12月31日）

該当事項はありません。

当連結会計年度（自平成19年１月１日　至平成19年12月31日）

該当事項はありません。
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（税効果会計関係）

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．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

(単位：百万円)

繰延税金資産  

退職給付引当金損金算入限度超過額 3,665

賞与引当金損金算入限度超過額 231

未払事業税 211

たな卸資産評価損否認額 47

未払費用自己否認額 1,919

未実現利益消去 213

その他 397

繰延税金資産　小計 6,688

評価性引当額 △212

繰延税金資産　計 6,475

繰延税金負債  

その他有価証券評価差額金 △43

固定資産圧縮積立金 △128

繰延税金負債　計 △171

繰延税金資産の純額 6,303

(単位：百万円)

繰延税金資産  

退職給付引当金損金算入限度超過額 3,842

賞与引当金損金算入限度超過額 210

未払事業税 68

たな卸資産評価損否認額 68

未払費用自己否認額 1,686

未実現利益消去 199

その他 206

繰延税金資産　小計 6,281

評価性引当額 △53

繰延税金資産　計 6,227

繰延税金負債  

その他有価証券評価差額金 △22

固定資産圧縮積立金 △122

繰延税金負債　計 △144

繰延税金資産の純額 6,082

繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に

含まれております。

繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に

含まれております。

（単位：百万円）

流動資産－繰延税金資産 2,013

固定資産－繰延税金資産 4,290

（単位：百万円）

流動資産－繰延税金資産 1,978

固定資産－繰延税金資産 4,104

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳

 （％）

法定実効税率 40.7

（調整）  

評価性引当額 2.0

交際費等永久に損金に算入されない項目 2.2

住民税均等割 0.9

その他 △0.1

税効果会計適用後の法人税等の負担率 45.7

法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率と

の間の差異が法定実効税率の100分５以下であるため注記

を省略しております。
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（企業結合等関係）

当連結会計年度（自平成19年１月１日　至平成19年12月31日）

重要性が乏しいため、記載を省略しております。

（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（自平成18年１月１日　至平成18年12月31日）及び当連結会計年度（自平成19年１月１日　至

平成19年12月31日）において、当社グループは「飲料事業」セグメントの単一セグメントのため該当事項はあり

ません。

ｂ．所在地別セグメント情報

前連結会計年度（自平成18年１月１日　至平成18年12月31日）及び当連結会計年度（自平成19年１月１日　至

平成19年12月31日）において、本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため該当

事項はありません。

ｃ．海外売上高

前連結会計年度（自平成18年１月１日　至平成18年12月31日）及び当連結会計年度（自平成19年１月１日　至

平成19年12月31日）において、海外売上高は連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略してお

ります。

（関連当事者との取引）

前連結会計年度（自平成18年１月１日　至平成18年12月31日）

(1) 親会社及び法人主要株主等

属性 会社等の名称 住所
資本金又
は出資金
（百万円）

事業の内
容又は職
業

議決権等の
所有（被所
有）割合

関係内容

取引の内容
取引金額
（百万円）

科目
期末残高
（百万円）役員の

兼任等
事業上
の関係

親会社 アサヒビール㈱
東京都

中央区
182,531

ビール等

酒類製造、

販売

(被所有)

直接

51.18％

兼任３人

出向４人

転籍４人

製品の

販売

製品の

販売
6,304 売掛金 484

（注）１．上記関連会社との取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

（注）２．取引条件及び取引条件の決定方針等

当社製品の販売については、市場価格を勘案して一般的取引条件と同様に決定しております。

(2) 役員及び個人主要株主等

　該当事項はありません。

(3) 子会社等

　該当事項はありません。

(4) 兄弟会社等

属性 会社等の名称 住所
資本金又
は出資金
(百万円)

事業の内
容又は職
業

議決権等の
所有（被所
有）割合
（％）

関係内容

取引の内容
取引金額
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)

役員の
兼任等
（人）

事業上
の関係

親会社の

子会社 
アサヒロジ㈱

東京都

港　区
80 物流事業 なし なし

物流事務

委託及び

不動産の

賃貸等

不動産

の賃貸
38 － －

（注）１．上記関連会社との取引金額には消費税等は含まれておりません。

（注）２．取引条件及び取引条件の決定方針等

市場価格を勘案して一般的取引条件と同様に決定しております。
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当連結会計年度（自平成19年１月１日　至平成19年12月31日）

(1) 親会社及び法人主要株主等

属性 会社等の名称 住所
資本金又
は出資金
（百万円）

事業の内
容又は職
業

議決権等の
所有（被所
有）割合

関係内容

取引の内容
取引金額
（百万円）

科目
期末残高
（百万円）役員の

兼任等
事業上
の関係

親会社 アサヒビール㈱
東京都

中央区
182,531

ビール等

酒類製造、

販売

(被所有)

直接

97.45％

兼任３人

出向１人

転籍８人

製品の

販売及

び資金

の寄託

等

製品の

販売
5,774 売掛金 674

資金の

寄託
10,000

預け金 5,003
利息の

受取
3

（注）１．上記関連会社との取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

（注）２．取引条件及び取引条件の決定方針等

当社製品の販売については、市場価格を勘案して一般的取引条件と同様に決定しております。

また、資金の寄託については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。

(2) 役員及び個人主要株主等

　該当事項はありません。

(3) 子会社等

　該当事項はありません。

(4) 兄弟会社等

　該当事項はありません。

（１株当たり情報）

項目
前連結会計年度

（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

１株当たり純資産額（円） 600.23 668.52

１株当たり当期純利益金額（円） 76.50 80.73

潜在株式調整後

１株当たり当期純利益金額

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

金額は、潜在株式が存在しないため記

載しておりません。

同左

　（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

（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

当期純利益（百万円） 4,022 4,245

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） 4,022 4,245

期中平均株式数（株） 52,582,136 52,581,504
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（重要な後発事象）

前連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

────── 当社は、平成19年10月15日、カルピス株式会社との間で

自動販売機事業の統合に関する合弁事業契約を締結し、平

成19年12月10日、アサヒカルピスビバレッジ株式会社を設

立いたしました。また、当該契約に基づき、平成20年１月

４日付をもって当社の完全子会社であるアサヒビバレッジ

サービス株式会社の増資の全額を引受け、アサヒビバレッ

ジサービス株式会社の資本金を1,235百万円とするととも

に、同社の全株式をアサヒカルピスビバレッジ株式会社に

譲渡いたしました。なお、アサヒカルピスビバレッジ株式

会社は、同日付でカルピス株式会社の自動販売機事業子会

社各社の株式を取得しております。

また、当社は当該契約に基づき、平成19年10月15日開催

の取締役会において、平成20年４月１日を効力発生日とし

て、当社自動販売機事業をアサヒビバレッジサービス株式

会社に吸収分割することを決議いたしました。

１．子会社の増資の引受・払込

(1) 発行株式数 普通株式　29,620株 

(2) 発行方法 株主割当

(3) 発行価額 １株につき金50,000円

(4) 払込金額 1,481百万円

(5) 資本組入額 740百万円

(6) 払込期日 平成20年１月４日

(7) 増資後の資本金の額 1,235百万円

(8) 増資後の発行済株式数 39,520株

(9) 増資の目的 今回の増資は、自動販売機事業

の強化と効率化を図るため、カ

ルピス株式会社との間で締結し

た平成19年10月15日付合弁事業

契約に基づき、両社自動販売機

事業の統合を図るためでありま

す。

２．子会社株式の売却

(1) 株式売却の理由

自動販売機事業の強化と効率化を図るため、カルピス

株式会社との間で締結した平成19年10月15日付合弁事業

契約に基づき、両社自動販売機事業の統合を図るためで

あります。

(2) 株式の売却先 アサヒカルピスビバレッジ㈱

(3) 売却時期 平成20年１月４日

(4) 当該子会社の名称、事業の内容及び当社との取引内容

① 商号 アサヒビバレッジサービス㈱

② 事業内容 清涼飲料水の販売

③ 取引内容 製品の販売

及び不動産の賃貸等

(5) 売却の概要

① 売却価額 2,309百万円

② 売却する株式数 39,520株
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前連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

３．株式取得による子会社化

(1) 取得の目的

自動販売機事業の強化と効率化を図るため、カルピス

株式会社との間で締結した平成19年10月15日付合弁事業

契約に基づき、両社自動販売機事業の統合を図るためで

あります。

(2) 株式取得の相手の名称 カルピス株式会社

(3) 取得した株式の会社の名称、事業内容、規模

① カルピスビバレッジ株式会社（本社）

資本金100百万円 自動販売機向けの飲料の販売

② カルピスビバレッジ株式会社（東京）

資本金100百万円 自動販売機及びルートセールス

を中心とした飲料の販売

③ カルピスビバレッジ株式会社（阪名）

資本金40百万円 自動販売機及びルートセールス

を中心とした飲料の販売

④ カルピスビバレッジ株式会社（西日本）

資本金100百万円 自動販売機及びルートセールス

を中心とした飲料の販売

⑤ 沖縄カルピス販売株式会社

資本金75百万円 自動販売機を中心とした飲料の

販売

(4) 株式取得の時期 いずれも平成20年１月４日

(5) 取得する株式の数、取得価額及び取得後の持分比率

① カルピスビバレッジ株式会社（本社）

株式数：200,000株 取得価額：99百万円 持分比率：100%

② カルピスビバレッジ株式会社（東京）

株式数：2,000株 取得価額：192百万円 持分比率：100%

③ カルピスビバレッジ株式会社（阪名）

株式数：800株 取得価額：117百万円 持分比率：100%

④ カルピスビバレッジ株式会社（西日本）

株式数：2,000株 取得価額：168百万円 持分比率：100%

⑤ 沖縄カルピス販売株式会社

株式数：800株 取得価額：－ 持分比率：100%
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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）
対前年比

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)

（資産の部）         

Ⅰ　流動資産         

１．現金及び預金   576   719  142

２．受取手形 ※３  183   132  △51

３．売掛金 ※２  36,986   39,230  2,244

４．商品   32   23  △9

５．製品   6,171   7,516  1,344

６．原材料   1,663   1,640  △23

７．貯蔵品   577   917  339

８．短期貸付金 ※４  8,199   －  △8,199

９．前払費用   1,528   1,932  404

10．未収入金   7,590   9,613  2,022

11．預け金 ※２  －   5,073  5,073

12．繰延税金資産   1,800   1,779  △20

13．その他 ※４  104   1,238  1,133

貸倒引当金   △154   △189  △35

流動資産合計   65,261 55.2  69,627 56.1 4,365

Ⅱ　固定資産         

１．有形固定資産         

(1) 建物 ※１ 17,315   17,464    

減価償却累計額  8,580 8,734  9,107 8,357  △377

(2) 構築物  2,823   2,855    

減価償却累計額  1,497 1,325  1,621 1,234  △91

(3) 機械及び装置  30,638   28,516    

減価償却累計額  21,376 9,261  19,598 8,918  △343

(4) 車輌運搬具  12   12    

減価償却累計額  12 0  11 0  △0

(5) 工具器具備品  2,133   2,456    

減価償却累計額  1,721 412  1,927 528  116

(6) 土地 ※１  21,336   21,336  －

(7) 建設仮勘定   26   17  △8

有形固定資産合計   41,097 34.8  40,392 32.6 △705
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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）
対前年比

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)

２．無形固定資産         

(1) 商標権   －   0  0

(2) ソフトウェア   2,827   1,696  △1,131

(3) ソフトウェア仮勘定   －   1,533  1,533

(4) 施設利用権   61   59  △2

無形固定資産合計   2,889 2.4  3,289 2.6 400

３．投資その他の資産         

(1) 投資有価証券   1,156   1,626  469

(2) 関係会社株式   827   1,619  792

(3) 従業員長期貸付金   0   0  △0

(4) 破産債権・更生債権
その他これらに準ずる
債権

  87   75  △12

(5) 長期前払費用   1,235   2,001  765

(6) 繰延税金資産   4,290   4,104  △185

(7) その他   1,487   1,409  △77

貸倒引当金   △90   △83  7

投資その他の資産合計   8,994 7.6  10,753 8.7 1,759

固定資産合計   52,981 44.8  54,436 43.9 1,454

資産合計   118,243 100.0  124,063 100.0 5,820

         

（負債の部）         

Ⅰ　流動負債         

１．支払手形 ※３  405   375  △29

２．買掛金   23,513   25,570  2,057

３．１年以内返済予定長期
借入金

※１  6,491   6,084  △407

４．未払金   25,249   30,471  5,221

５．未払法人税等   2,619   596  △2,022

６．未払消費税等   405   56  △348

７．未払費用   5,936   5,609  △327

８．預り金 ※２  1,275   2,987  1,712

９．賞与引当金   561   506  △55

10．役員賞与引当金   33   39  5

11．設備関係支払手形 ※３  128   241  112

12．その他   86   92  6

流動負債合計   66,705 56.4  72,631 58.6 5,925
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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）
対前年比

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)

Ⅱ　固定負債         

１．長期借入金 ※１  8,754   5,212  △3,542

２．退職給付引当金   9,003   9,379  376

３．役員退職慰労引当金   76   －  △76

４．長期預り保証金   1,285   1,213  △71

５．その他   －   122  122

固定負債合計   19,118 16.2  15,927 12.8 △3,191

負債合計   85,824 72.6  88,559 71.4 2,734

（純資産の部）         

Ⅰ　株主資本         

１．資本金   11,081 9.4  11,081 8.9 －

２．資本剰余金         

(1) 資本準備金  9,307   9,307    

資本剰余金合計   9,307 7.9  9,307 7.5 －

３．利益剰余金         

(1) その他利益剰余金         

固定資産圧縮積立金  188   173    

別途積立金  6,000   10,000    

繰越利益剰余金  5,782   4,907    

利益剰余金合計   11,970 10.1  15,080 12.2 3,109

４．自己株式   △4 △0.0  △5 △0.0 △1

株主資本合計   32,355 27.4  35,463 28.6 3,107

Ⅱ　評価・換算差額等         

１．その他有価証券評価差額
金

  62 0.0  40 0.0 △22

評価・換算差額等合計   62 0.0  40 0.0 △22

純資産合計   32,418 27.4  35,504 28.6 3,085

負債・純資産合計    118,243 100.0  124,063 100.0 5,820
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(2) 損益計算書

  
前事業年度

（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

当事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

対前年比

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)

Ⅰ　売上高         

１．製品売上高  213,737   227,698    

２．商品売上高  2,228 215,966 100.0 2,347 230,045 100.0 14,079

Ⅱ　売上原価         

１．製品売上原価         

(1) 期首製品たな卸高  4,597   6,171    

(2) 当期製品製造原価  95,824   104,995    

(3) 当期製品仕入高  88   82    

合計  100,509   111,249    

(4) 他勘定振替高 ※１ 865   1,398    

(5) 期末製品たな卸高  6,171 93,472  7,516 102,335  8,862

２．商品売上原価         

(1) 期首商品たな卸高  35   32    

(2) 当期商品仕入高  1,955   2,220    

合計  1,990   2,253    

(3) 他勘定振替高 ※１ 0   0    

(4) 期末商品たな卸高  32 1,957  23 2,229  272

売上原価合計   95,429 44.2  104,564 45.5 9,134

売上総利益   120,536 55.8  125,481 54.5 4,944

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※2、4  110,059 50.9  117,472 51.1 7,412

営業利益   10,477 4.9  8,009 3.5 △2,468

Ⅳ　営業外収益         

１．受取利息  4   25    

２．有価証券利息  －   3    

３．受取配当金  15   14    

４．投資有価証券売却益  2   8    

５．受取賃貸料  65   65    

６．受入技術支援料  19   52    

７．保証金取崩益  0   18    

８．物品売却益  －   39    

９．雑収入  42 151 0.0 91 318 0.1 167
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前事業年度

（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

当事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

対前年比

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)

Ⅴ　営業外費用         

１．支払利息  170   177    

２．投資有価証券売却損  －   26    

３．たな卸資産廃棄損  519   618    

４．雑支出  127 817 0.4 147 970 0.4 153

経常利益   9,811 4.5  7,356 3.2 △2,454

Ⅵ　特別利益         

１．事業譲渡益  － － － 31 31 0.0 31

Ⅶ　特別損失         

１．固定資産売却除却損 ※３ 192   602    

２．生産体制再編費用 ※５ 1,776   －    

３．その他特別損失  8 1,978 0.9 2 605 0.3 △1,373

税引前当期純利益   7,832 3.6  6,782 2.9 △1,050

法人税、住民税及び
事業税

 4,616   2,814    

法人税等調整額  △1,223 3,393 1.5 227 3,042 1.3 △351

当期純利益   4,439 2.1  3,740 1.6 △699

         

製造原価明細書

  
前事業年度

（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

当事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

対前年比

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)

Ⅰ　材料費  68,067 71.0 74,751 71.2 6,683

Ⅱ　労務費  2,318 2.4 2,202 2.1 △116

Ⅲ　経費  25,438 26.6 28,041 26.7 2,603

（うち外注加工費）  (10,992) (11.5) (13,444) (12.8) (2,452)

当期総製造費用  95,824 100.0 104,995 100.0 9,170

当期製品製造原価  95,824  104,995  9,170

       

　（注）当社の原価計算は製品別実際総合原価計算を採用しております。
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(3) 株主資本等変動計算書

前事業年度（自平成18年１月１日　至平成18年12月31日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合計資本

準備金

資本
剰余金
合計

その他利益剰余金
利益
剰余金
合計

固定資
産圧縮
積立金

別途
積立金

繰越利益
剰余金

平成17年12月31日　残高
（百万円）

11,081 9,307 9,307 214 1,000 7,059 8,274 △2 28,661

事業年度中の変動額

圧縮積立金の取崩（注）    △14  14 －  －

圧縮積立金の取崩    △11  11 －  －

別途積立金の積立（注）     5,000 △5,000 －  －

剰余金の配当（注）      △394 △394  △394

剰余金の配当      △315 △315  △315

役員賞与（注）      △33 △33  △33

当期純利益      4,439 4,439  4,439

自己株式の取得        △1 △1

株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額（純額）

         

事業年度中の変動額合計
（百万円）

－ － － △26 5,000 △1,276 3,696 △1 3,694

平成18年12月31日　残高
（百万円）

11,081 9,307 9,307 188 6,000 5,782 11,970 △4 32,355

評価・換算差額等

純資産
合計

その他
有価証
券評価
差額金

評価・換
算差額等
合計

平成17年12月31日　残高
（百万円）

158 158 28,819

事業年度中の変動額

圧縮積立金の取崩（注）   －

圧縮積立金の取崩   －

別途積立金の積立（注）   －

剰余金の配当（注）   △394

剰余金の配当   △315

役員賞与（注）   △33

当期純利益   4,439

自己株式の取得   △1

株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額（純額）

△95 △95 △95

事業年度中の変動額合計
（百万円）

△95 △95 3,599

（注）平成18年３月24日開催の定時株主総会における利益処

分項目であります。
平成18年12月31日　残高
（百万円）

62 62 32,418
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当事業年度（自平成19年１月１日　至平成19年12月31日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合計資本

準備金

資本
剰余金
合計

その他利益剰余金
利益
剰余金
合計

固定資
産圧縮
積立金

別途
積立金

繰越利益
剰余金

平成18年12月31日　残高
（百万円）

11,081 9,307 9,307 188 6,000 5,782 11,970 △4 32,355

事業年度中の変動額

圧縮積立金の取崩    △14  14 －  －

別途積立金の積立     4,000 △4,000 －  －

剰余金の配当      △630 △630  △630

当期純利益      3,740 3,740  3,740

自己株式の取得        △1 △1

株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額（純額）

         

事業年度中の変動額合計
（百万円）

－ － － △14 4,000 △875 3,109 △1 3,107

平成19年12月31日　残高
（百万円）

11,081 9,307 9,307 173 10,000 4,907 15,080 △5 35,463

評価・換算差額等

純資産
合計

その他
有価証
券評価
差額金

評価・換
算差額等
合計

平成18年12月31日　残高
（百万円）

62 62 32,418

事業年度中の変動額

圧縮積立金の取崩   －

別途積立金の積立   －

剰余金の配当   △630

当期純利益   3,740

自己株式の取得   △1

株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額（純額）

△22 △22 △22

事業年度中の変動額合計
（百万円）

△22 △22 3,085

平成19年12月31日　残高
（百万円）

40 40 35,504
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重要な会計方針

項目
前事業年度

（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

当事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

１．有価証券の評価基準及び

評価方法

(1) 子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法を採用して

おります。

(1) 子会社株式及び関連会社株式

同左

(2) その他有価証券

時価のあるもの

　決算日前１ヶ月の市場価格等の平

均に基づく時価法（評価差額は全部

純資産直入法により処理し、売却原

価は移動平均法により算定）を採用

しております。

(2) 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を採用し

ております。

時価のないもの

同左

２．デリバティブの評価基準

及び評価方法

時価法（但し、特例処理の要件を満たし

ている場合には、特例処理によっておりま

す。）

同左

３．たな卸資産の評価基準及

び評価方法

商品、製品、原材料

総平均法による原価法

同左

 貯蔵品

移動平均法による原価法

４．固定資産の減価償却の方

法

(1) 有形固定資産

定率法

　但し、平成10年４月１日以降取得した

建物（建物附属設備を除く）については、

定額法を採用しております。

(1) 有形固定資産

定率法

　但し、平成10年４月１日以降取得した

建物（建物附属設備を除く）については、

定額法を採用しております。

（主な耐用年数）

建物　　　　　　　３～39年

機械及び装置　　　２～15年

（主な耐用年数）

建物　　　　　　　２～39年

機械及び装置　　　２～14年

（会計方針の変更） 

法人税法の改正に伴い、当事業年度よ

り、平成19年４月１日以後に取得した有

形固定資産について、改正後の法人税法

に基づく減価償却の方法に変更しており

ます。

なお、この変更に伴う営業利益、経常

利益、税引前当期純利益に与える影響は

軽微であります。

(2) 無形固定資産

定額法

　但し、自社利用のソフトウェアについ

ては、社内における利用可能期間（５

年）に基づく定額法を採用しております。

(2) 無形固定資産

同左

５．引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備えるため、

一般債権については貸倒実績率により、

貸倒懸念債権等特定の債権については個

別に回収可能性を勘案し、回収不能見込

額を計上しております。

(1) 貸倒引当金

同左
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項目
前事業年度

（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

当事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

 (2) 賞与引当金

　従業員の賞与の支払に備えて、賞与支

給見込額の当期負担額を計上しておりま

す。

(2) 賞与引当金

同左

(3) 役員賞与引当金

役員に対して支給する賞与の支払に備

えて、支給見込額に基づき計上しており

ます。

（会計方針の変更）

当事業年度より、「役員賞与に関する

会計基準」（企業会計基準第４号　平成

17年11月29日）を適用しております。こ

れにより、営業利益、経常利益及び税引

前当期純利益は33百万円減少しておりま

す。

(3) 役員賞与引当金

役員に対して支給する賞与の支払に備

えて、支給見込額に基づき計上しており

ます。

(4) 退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、当事

業年度末における退職給付債務の見込額

に基づき計上しております。

過去勤務債務については、その発生時

の従業員の平均残存勤務期間以内の一定

の年数（10年）による定額法により費用

処理しております。

　数理計算上の差異は、その発生時の従

業員の平均残存勤務期間以内の一定の年

数（10年）による定額法により翌期から

費用処理することとしております。

(4) 退職給付引当金

同左

(5) 役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支給に備えるため、

当社所定の内規による期末要支給額を計

上しております。

(5) 役員退職慰労引当金

──────

（追加情報）

平成19年２月６日開催の取締役会にお

いて、取締役及び監査役の退職慰労金制

度を平成19年３月23日開催の定時株主総

会終結時の時をもって廃止することを決

議いたしました。なお、役員退職慰労金

制度廃止日（同定時株主総会終結時）ま

での在任期間を対象とする退職慰労金の

打ち切り支給については、各取締役及び

各監査役の退任時に支給することとし、

平成19年３月23日開催の定時株主総会に

おいて承認されました。

これに伴い、前事業年度末役員退職慰

労引当金残高76百万円のうち、当事業年

度中の目的取崩額を除く金額66百万円に

ついては、長期未払金として固定負債の

「その他」に含めて計上しております。

アサヒ飲料㈱（2598）平成 19 年 12 月期　決算短信

－ 43 －



項目
前事業年度

（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

当事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

６．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

７．ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法

特例処理の要件を満たしている金利ス

ワップについて、特例処理を採用してお

ります。

同左

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段・・・金利スワップ取引

ヘッジ対象・・・借入金利息

 (3) ヘッジ方針

デリバティブ取引は借入金利等の将来

の金利市場における利率上昇による変動

リスク回避を目的としており、投機的な

取引は行わない方針であります。

 (4) ヘッジ有効性評価の方法

特例処理によっている金利スワップに

ついては、有効性の評価を省略しており

ます。

８．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項

消費税等の会計処理

　税抜方式によっております。

同左

アサヒ飲料㈱（2598）平成 19 年 12 月期　決算短信

－ 44 －



会計処理方法の変更

前事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

当事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

（固定資産の減損に係る会計基準） ──────

当事業年度より、固定資産の減損に係る会計基準（「固

定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」

（企業会計審議会　平成14年８月９日））及び「固定資

産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適

用指針第６号　平成15年10月31日）を適用しております。

これによる損益に与える影響はありません。

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準） ──────

当事業年度より、「貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準」（企業会計基準第５号　平成17年12月

９日）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号　

平成17年12月９日）を適用しております。

従来の資本の部の合計に相当する金額は32,418百万円

であります。

なお、財務諸表等規則の改正により、当事業年度にお

ける貸借対照表の純資産の部については、改正後の財務

諸表等規則により作成しております。

表示方法の変更

前事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

当事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

（貸借対照表）

前事業年度まで区分掲記しておりました「敷金・保証

金」（当事業年度末残高896百万円）は、資産総額の100分

の１以下となったため、投資その他の資産の「その他」に

含めて表示することにしました。

（貸借対照表）

前事業年度まで区分掲記しておりました「短期貸付金」

（当事業年度末残高1,198百万円）は、資産総額の100分の

１以下となったため、流動資産の「その他」に含めて表示

することにしました。

預け金は、前事業年度まで流動資産の「その他」として

表示しておりましたが、資産総額の100分の１を超えたた

め区分掲記いたしました。なお、前事業年度の「預け金」

の金額は1百万円であります。

ソフトウェア仮勘定は、前事業年度まで無形固定資産の

「ソフトウェア」として表示しておりましたが、資産総額

の100分の１を超えたため区分掲記いたしました。なお、

前事業年度の「ソフトウェア仮勘定」の金額は825百万円

であります。

────── （損益計算書）

物品売却益は、前事業年度まで営業外収益の「雑収入」

として表示しておりましたが、営業外収益の総額の100分

の10を超えたため区分掲記いたしました。

なお、前事業年度の「物品売却益」の金額は4百万円で

あります。
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注記事項

（貸借対照表関係）

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）

※１　担保に供している資産 ※１　担保に供している資産

建物 3,210百万円

土地  9,188

計 12,398

建物      3,019百万円

土地 9,188

計 12,207

　上記資産は、１年以内返済予定長期借入金291百万

円及び長期借入金1,754百万円の担保（担保予約）に

供しております。

　上記資産は、１年以内返済予定長期借入金84百万円

及び長期借入金412百万円の担保（担保予約）に供し

ております。

※２　関係会社項目

　各科目に含まれている関係会社に対するものは、次

のとおりであります。

※２　関係会社項目

　各科目に含まれている関係会社に対するものは、次

のとおりであります。

売掛金 1,725百万円 売掛金

預け金

預り金

1,815百万円

5,003

2,105

※３　期末日満期手形の会計処理は、手形交換日をもって

処理しております。

　従って、当事業年度末日は金融機関の休日のため、

次のとおり期末日満期手形が期末残高に含まれており

ます。

※３　期末日満期手形の会計処理は、手形交換日をもって

処理しております。

　従って、当事業年度末日は金融機関の休日のため、

次のとおり期末日満期手形が期末残高に含まれており

ます。

受取手形 1百万円

支払手形  200

設備関係支払手形 7

受取手形 0百万円

支払手形 157

設備関係支払手形 48

※４　このうち現先取引による短期貸付金は8,199百万円

であり、当該現先取引にかかる担保受入有価証券の時

価は8,176百万円であります。

※４　このうち現先取引による短期貸付金は1,198百万円

であり、当該現先取引にかかる担保受入有価証券の時

価は1,198百万円であります。
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（損益計算書関係）

前事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

当事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

※１　他勘定振替高の内訳

　他勘定振替高は、主として製品及び商品を見本品等

として内部消費したもの及び廃棄による振替分であり、

次の科目に振り替えております。

※１　他勘定振替高の内訳

　他勘定振替高は、主として製品及び商品を見本品等

として内部消費したもの及び廃棄による振替分であり、

次の科目に振り替えております。

製品 製品

製造原価 62百万円 製造原価 72百万円

販売費及び一般管理費 販売費及び一般管理費

販売促進費  478

その他  303

小計 844

販売促進費 681

その他 485

小計 1,240

営業外費用 営業外費用

たな卸資産廃棄損  20

合計 865

たな卸資産廃棄損 157

合計 1,398

商品 商品

販売費及び一般管理費 販売費及び一般管理費

販売促進費 0百万円

営業外費用

たな卸資産廃棄損 0

合計 0

販売促進費 0百万円

その他 0

小計 0

営業外費用

たな卸資産廃棄損 0

合計 0

※２　販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は次の

とおりであります。

※２　販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は次の

とおりであります。

販売促進費 55,183百万円

運搬費 12,588

販売器具費 11,517

広告宣伝費 11,177

貸倒引当金繰入額 80

従業員給料手当 5,650

従業員賞与 1,909

賞与引当金繰入額 448

退職給付費用 482

役員賞与引当金繰入額 33

役員退職慰労引当金繰入額  29

減価償却費 202

研究開発費 915

販売促進費 61,297百万円

運搬費 11,500

販売器具費 12,237

広告宣伝費 11,090

貸倒引当金繰入額 42

従業員給料手当 6,136

従業員賞与 2,404

賞与引当金繰入額 413

退職給付費用 525

役員賞与引当金繰入額 39

減価償却費 86

研究開発費 1,040

　なお、販売費及び一般管理費のうち、販売費に属す

る費用の割合はおおむね91％であります。

　なお、販売費及び一般管理費のうち、販売費に属す

る費用の割合はおおむね91％であります。
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前事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

当事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

※３　固定資産売却除却損の内訳は次のとおりです。 ※３　固定資産売却除却損の内訳は次のとおりです。

固定資産除却損 固定資産除却損

建物 67百万円

構築物 2

機械及び装置 113

工具器具備品 7

その他 0

計 192

建物 22百万円

構築物 3

機械及び装置 574

車輌運搬具 0

工具器具備品 1

計 602

※４　研究開発費の総額 ※４　研究開発費の総額

一般管理費に含まれる研究開発費 915百万円 一般管理費に含まれる研究開発費 1,040百万円

※５　当社及びアサヒビールグループの最適生産物流体制

の構築に伴い、当社柏工場現機能をアサヒビール㈱茨

城工場に移管することにより、現計画段階で来期以降

発生すると見込まれる機械装置等の除却簿価及び除却

費用を特別損失に計上しております。

※５　　　　　　　　──────

（株主資本等変動計算書関係）

前事業年度（自平成18年１月１日　至平成18年12月31日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

前事業年度末株式数
（株）

当事業年度増加株式数
（株）

当事業年度減少株式数
（株）

当事業年度末株式数
（株）

普通株式 （注） 2,220 1,046 － 3,266

合計 2,220 1,046 － 3,266

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加1,046株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

当事業年度（自平成19年１月１日　至平成19年12月31日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

前事業年度末株式数
（株）

当事業年度増加株式数
（株）

当事業年度減少株式数
（株）

当事業年度末株式数
（株）

普通株式 （注） 3,266 915 － 4,181

合計 3,266 915 － 4,181

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加915株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。
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（リース取引関係）

前事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

当事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引

①　リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引

①　リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

 
取得価額
相当額
（百万円）

減価償却累
計額相当額
（百万円）

期末残高
相当額
（百万円）

機械及び装置 1,966 1,881 85

車輌運搬具 436 253 182

工具器具備品 31,540 15,739 15,801

合計 33,943 17,873 16,070

 
取得価額
相当額
（百万円）

減価償却累
計額相当額
（百万円）

期末残高
相当額
（百万円）

機械及び装置 2,126 2,101 24

車輌運搬具 365 271 93

工具器具備品 34,209 17,272 16,936

合計 36,700 19,645 17,055

②　未経過リース料期末残高相当額等

未経過リース料期末残高相当額

②　未経過リース料期末残高相当額等

未経過リース料期末残高相当額

１年内 6,541百万円

１年超 10,361

合計 16,902

１年内 6,657百万円

１年超 11,124

合計 17,781

③　支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失

③　支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失

支払リース料 7,952百万円

減価償却費相当額 7,058

支払利息相当額 804

支払リース料 8,286百万円

減価償却費相当額 7,326

支払利息相当額 864

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

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

２．オペレーティング・リース取引

未経過リース料

２．オペレーティング・リース取引

未経過リース料

１年内 98百万円

１年超 162

合計 261

（減損損失について）

リース資産に配分された減損損失はありません。

１年内 128百万円

１年超 210

合計 338

（減損損失について）

同左
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（有価証券関係）

前事業年度（平成18年12月31日現在）

　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。

当事業年度（平成19年12月31日現在）

　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。

（税効果会計関係）

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）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

(単位：百万円)

繰延税金資産  

退職給付引当金損金算入限度超過額 3,663

賞与引当金損金算入限度超過額 228

未払事業税 207

たな卸資産評価損否認額 47

未払費用自己否認額 1,919

その他 209

繰延税金資産　小計 6,276

評価性引当額 △14

繰延税金資産　計 6,262

繰延税金負債  

その他有価証券評価差額金 △43

固定資産圧縮積立金 △128

繰延税金負債　計 △171

繰延税金資産の純額 6,090

(単位：百万円)

繰延税金資産  

退職給付引当金損金算入限度超過額 3,837

賞与引当金損金算入限度超過額 205

未払事業税 60

たな卸資産評価損否認額 68

未払費用自己否認額 1,686

その他 188

繰延税金資産　小計 6,047

評価性引当額 △18

繰延税金資産　計 6,029

繰延税金負債  

その他有価証券評価差額金 △22

固定資産圧縮積立金 △122

繰延税金負債　計 △144

繰延税金資産の純額 5,884

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳

 （％）

法定実効税率 40.7

（調整）  

交際費等永久に損金に算入されない項目 2.0

住民税均等割 0.8

その他 △0.2

税効果会計適用後の法人税等の負担率 43.3

 （％）

法定実効税率 40.7

（調整）  

交際費等永久に損金に算入されない項目 2.8

住民税均等割 0.9

その他 0.5

税効果会計適用後の法人税等の負担率 44.9
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（企業結合等関係）

当事業年度（自平成19年１月１日　至平成19年12月31日）

重要性が乏しいため、記載を省略しております。

（１株当たり情報）

項目
前事業年度

（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

当事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

１株当たり純資産額（円） 616.54 675.23

１株当たり当期純利益金額（円） 84.43 71.14

潜在株式調整後

１株当たり当期純利益金額

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

金額は、潜在株式が存在しないため記

載しておりません。

同左

　（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。

 
前事業年度

（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

当事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

当期純利益（百万円） 4,439 3,740

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） 4,439 3,740

期中平均株式数（株） 52,582,136 52,581,504

（重要な後発事象）

前事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

当事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

────── 該当事項は連結財務諸表の重要な後発事象に記載してあ

ります。
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６．その他
(1) 生産、受注及び販売の状況

① 生産実績

　当社製品は、自社工場にて生産するほか、製造を一部外部に委託しております。その依存度は、数量比で前連結会

計年度46.4％、当連結会計年度53.0％、また金額比（総製造費用に占める外注加工費の割合）で前連結会計年度11.5％、

当連結会計年度12.8％であります。

 （単位：千函未満切捨）

品目
前連結会計年度

（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

 
前期比（％）

 

炭酸飲料 29,179 (15,577) 34,565 (16,140) 118.5 (103.6)

果実飲料 13,138 (710) 14,675 (627) 111.7 (88.4)

コーヒー飲料 28,218 (20,971) 29,704 (21,657) 105.3 (103.3)

お茶飲料 35,336 (22,598) 36,076 (19,321) 102.1 (85.5)

健康・機能性飲料 10,965 (3,392) 10,809 (2,084) 98.6 (61.4)

その他飲料 12,089 (5,870) 12,289 (5,093) 101.6 (86.8)

合計 128,928 (69,120) 138,120 (64,925) 107.1 (93.9)

（注）１．数量は、外部への製造委託による生産実績を含めた製造数量であり、（　）内は内書きで、自社工場における

製造実績を記載しております。

２．当連結会計年度より「その他飲料」に含めておりました「健康・機能性飲料」を区分掲記しております。

② 受注状況

　当社グループでは原則として受注生産は行っておりません。

③ 販売状況

 （単位：百万円未満切捨、千函未満切捨）

品目

前連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

 
前期比（％）

 

金額 数量 金額 数量 金額 数量

製

 

品

炭酸飲料 53,491 28,560 62,637 34,176 117.1 119.7

果実飲料 21,683 12,624 25,007 14,208 115.3 112.5

コーヒー飲料 60,171 27,626 61,623 28,527 102.4 103.3

お茶飲料 57,916 35,052 56,387 34,611 97.4 98.7

健康・機能性飲料 20,552 10,492 21,424 10,873 104.2 103.6

その他飲料 14,936 6,304 16,323 7,423 109.3 117.7

計 228,751 120,661 243,404 129,821 106.4 107.6

商品 2,815 1,026 3,012 1,158 107.0 112.9

合計 231,567 121,687 246,416 130,979 106.4 107.6

（注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

２．製品の数量には、自社製品の数量のみを記載しております。

３．商品の数量には、製品販売に関する提携を行った商品の数量のみを記載しております。その他の商品につきま

しては、仕様が多岐にわたり記載が困難なため、数量に含めておりません。

４．当連結会計年度より「その他飲料」に含めておりました「健康・機能性飲料」を区分掲記しております。
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(2) 役員の異動 

① 新任取締役候補者（平成20年３月21日付予定） 

  秀島 教文 （現 アサヒビール株式会社執行役員吹田統括工場長） 

  寉見 明 （現 執行役員ＳＣＭ本部副本部長） 

  山﨑 稔 （現 アサヒビール株式会社理事酒類本部担当副本部長） 

 （注） 取締役に就任予定の秀島教文氏は、同日付で常務取締役生産本部長に就任予定。 

取締役に就任予定の寉見明氏は、同日付で取締役ＳＣＭ、購買担当に就任予定。 

取締役に就任予定の山﨑稔氏は、同日付で取締役財務担当、人事総務副担当に就任予定。 

 

② 退任予定取締役（平成20年３月21日付予定） 

  杉山 順一 （現 常務取締役ＳＣＭ本部長） 

 （注） 取締役を退任する杉山順一氏は、３月19日付でアサヒロジ株式会社専務取締役に就任予定。 

 

③ 昇任予定取締役（平成20年３月21日付予定） 

 専務取締役 仁平 進 （現 常務取締役人事総務担当 

     兼アサヒカルピスビバレッジ株式会社代表取締役社長 

     兼アサヒビバレッジサービス株式会社取締役） 

 

④ 新任執行役員候補者（平成20年３月21日付予定） 

  沼尻 潤一 （現 理事市場開発本部担当副本部長兼法人開拓部長） 

 

⑤ 退任予定執行役員（平成20年３月21日付予定） 

  寉見 明 （現 執行役員ＳＣＭ本部副本部長） 

 （注） 執行役員を退任する寉見明氏は、同日付で取締役に就任予定。 

 

⑥ 退任予定執行役員（平成20年３月31日付予定） 

  廣石 晶 （現 常務執行役員自販機事業関与 

     兼アサヒビバレッジサービス株式会社代表取締役社長 

     兼アサヒカルピスビバレッジ株式会社専務取締役） 

  田中 邦彦 （現 執行役員自販機営業部長 

     兼アサヒカルピスビバレッジ株式会社取締役） 

 （注） 執行役員を退任する廣石晶氏は、引き続きアサヒビバレッジサービス株式会社代表取締役社長兼

アサヒカルピスビバレッジ株式会社専務取締役を継続予定。 

執行役員を退任する田中邦彦氏は、引き続きアサヒカルピスビバレッジ株式会社取締役を継続予

定。 

 

⑦ 昇任予定執行役員（平成20年３月21日付予定） 

 常務執行役員 桑原 慶三 （現 執行役員自販機本部長） 

 常務執行役員 藤岡 房継 （現 執行役員品質保証、環境室担当兼海外技術担当） 
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取締役候補者（新任） 
 

氏 名 秀島 教文 （ヒデシマ ノリフミ） 

生年月日 昭和 26 年 １月 19 日 

経 歴 昭和 48 年 ４月 朝日麦酒株式会社入社 

  （現 アサヒビール株式会社） 

 平成 13 年 ３月 同社理事神奈川工場建設事務所副所長 

 平成 13 年 ９月 同社理事神奈川工場副工場長 

 平成 14 年 ９月 同社理事博多工場長 

 平成 19 年 １月 同社理事吹田統括工場長 

 平成 19 年 ３月 同社執行役員吹田統括工場長 

  （現在に至る） 

 

 

氏 名 寉見 明 （ツルミ アキラ） 

生年月日 昭和 28 年 12 月 21 日 

経 歴 昭和 52 年 ４月 朝日麦酒株式会社入社 

  （現 アサヒビール株式会社） 

 平成 10 年 ９月 当社マーケティング部長 

 平成 12 年 10 月 当社広報部長 

 平成 13 年 ９月 当社企画部長 

 平成 14 年 ３月 当社理事カテゴリーマネジメント部長 

 平成 15 年 ３月 当社理事マーケティング部長 

 平成 15 年 ９月 当社理事ＳＣＭ部長 

 平成 18 年 ３月 当社執行役員ＳＣＭ本部副本部長兼ＳＣＭ部長 

 平成 19 年 ９月 当社執行役員ＳＣＭ本部副本部長 

  （現在に至る） 

 

 

氏 名 山﨑 稔 （ヤマサキ ミノル） 

生年月日 昭和 30 年 12 月 21 日 

経 歴 昭和 53 年 ４月 朝日麦酒株式会社入社 

  （現 アサヒビール株式会社） 

 平成 12 年 10 月 同社企画部長 

 平成 17 年 ４月 同社理事企画部長 

 平成 19 年 ９月 同社理事酒類本部担当副本部長 

  （現在に至る） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



平成１９年度　決算 補足資料

アサヒ飲料株式会社



１．<連結> 通期損益内訳 ２．販売数量内訳

増減額 (増減率) 計画 増減額 数量 金額 数量 金額 数量 金額

百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 千函 百万円 千函 百万円 % %

売　　上　　高 246,416 231,567 14,849 (6.4%) ・販売数量増加（929万函） 244,000 2,416 炭 酸 飲 料 34,176 62,637 28,560 53,491 19.7 17.1

果 実 飲 料 14,208 25,007 12,624 21,683 12.5 15.3

売　上　原　価 104,546 95,442 9,103 (9.5%) 102,000 2,546 ｺ ｰ ﾋ ｰ 飲 料 28,527 61,623 27,626 60,171 3.3 2.4

お 茶 飲 料 34,611 56,387 35,052 57,916 △ 1.3 △ 2.6

売 上 総 利 益 141,870 136,124 5,746 (4.2%) 　・販売数量増加による　    104.0億円 142,000 △ 129 健康･機能性飲料 10,873 21,424 10,492 20,552 3.6 4.2

売上総利益率(%) (57.6%) (58.8%) (△1.2%) 　・コストアップによる   　△24.5億円 (58.2%) (△0.6%) そ の 他 飲 料 7,423 12,912 6,304 11,064 17.7 16.7

売上総利益単価（円） (1,083 円) (1,119 円) (△35円) 　・品種容器構成等による   △22.0億円 (1,101 円) (△18円) 仕 入 品 1,158 6,423 1,026 6,687 12.9 △ 4.0

販売費及び一般管理費 133,299 126,053 7,245 (5.7%) 131,500 1,799 合 計 130,979 246,416 121,687 231,567 7.6 6.4

販 売 促 進 費 67,451 61,242 6,208 (10.1%) 65,500 1,951

運 搬 費 12,242 13,339 △1,097 (△8.2%) 12,600 △ 357 ３．設備投資（有形固定資産）

販 売 器 具 費 15,040 14,117 922 (6.5%) 14,600 440 平成19年 平成18年 増減

広 告 宣 伝 費 11,090 11,177 △86 (△0.8%) 11,300 △ 209 億円 億円 億円

従業員給与・賞与・退繰額 12,580 12,083 497 (4.1%) 12,700 △ 119 設 備 投 資 40 19 21

減 価 償 却 費 86 202 △115 (△57.3%) 100 △ 13 減 価 償 却 費 28 33 △ 5

研 究 開 発 費 1,040 915 124 (13.6%) 1,000 40

そ の 他 13,767 12,975 792 (6.1%) 13,700 67 ４．コストアップ内訳　（符号△ ＝ コストアップ）

営業利益 8,571 10,070 △1,499 (△14.9%) 10,500 △ 1,928 （中間時）

営業利益率(%) (3.5%) (4.3%) (△0.9%) (4.3%) (△0.8%) 計画

営業外収支 △652 △685 33 △ 699 47 億円 億円 億円

金 融 収 支 △118 △143 25 △ 150 31 ①原材料 △ 12.5 △ 11.5 △ 1.0

棚 卸 資 産 廃 棄 損 △618 △519 △99 △ 550 △ 68 ②生産体制構築 △ 12.0 △ 5.5 △ 6.5

そ の 他 収 支 83 △23 107 0 83 △ 24.5 △ 17.0 △ 7.5

経常利益 7,918 9,384 △1,466 (△15.6%) 9,800 △ 1,881

経常利益率(%) (3.2%) (4.1%) (△0.8%) (4.0%) (△0.8%)

特別損益 △574 △1,978 1,404 △ 600 25

固定資産売却除却損 △602 △192 △409 △ 650 47

生 産 体 制 再 編 費 用 － △1,776 1,776 － －

そ の 他 特 別 損 益 28 △8 37 50 △ 21

税前当期純利益 7,344 7,406 △61 (△0.8%) 9,200 △ 1,855

法 人 税 等 3,104 3,383 △279 3,900 △ 795

少 数 株 主 損 益 △5 － △5 － △ 5

当期純利益 4,245 4,022 222 (5.5%) 5,300 △ 1,054

実績 比 較

品　目
平成１９年実績 増減平成１８年実績

項　　目

平成19年12月期　<連結> 通期損益実績

平成18年実績

（中間時）計画比較
増 減 内 訳

平成１８年 通期実績比較平成１９年

通期実績

売上総利益　計

－１－



 １．<連結>通期損益見通し ２．販売数量内訳

増減額 (増減率) 数量 構成比 数量 構成比 数量 構成比

百万円 百万円 百万円 千函 ％ 千函 ％ 千函 ％

売　　上　　高 278,000 246,416 31,584 (12.8%) 炭 酸 飲 料 36,000 24.7 34,176 26.1 1,824 △ 1.4

果 実 飲 料 12,100 8.3 14,208 10.8 △ 2,108 △ 2.6

売　上　原　価 121,500 104,546 16,954 (16.2%) ｺ ｰ ﾋ ｰ 飲 料 33,100 22.7 28,527 21.8 4,573 0.9

お 茶 飲 料 36,300 24.9 34,611 26.4 1,689 △ 1.6

売 上 総 利 益 156,500 141,870 14,630 (10.3%)  ・販売数量増加による　 162.5億円 健康･機能性飲料 9,200 6.3 10,873 8.3 △ 1,673 △ 2.0

売上総利益率(%) (56.3%) (57.6%) (△1.3%)  ・コストアップによる  △20.5億円 そ の 他 飲 料 8,500 5.8 7,423 5.7 1,077 0.2

売上総利益単価（円） (1,072 円) (1,083 円) (△11円)  ・品種構成他による       4.0億円 仕 入 品 10,800 7.4 1,158 0.9 9,642 6.5

販売費及び一般管理費 146,000 133,299 12,701 (9.5%) 合 計 146,000 100.0 130,979 100.0 15,021 0.0

販 売 促 進 費 73,000 67,451 5,549 (8.2%)

運 搬 費 12,700 12,242 458 (3.7%) ３．設備投資（有形固定資産）

販 売 器 具 費 19,200 15,040 4,160 (27.7%) 平成20年 平成19年 増減

広 告 宣 伝 費 10,500 11,090 △590 (△5.3%) 億円 億円 億円

従業員給与・賞与・退繰額 14,600 12,580 2,020 (16.1%) 設 備 投 資 90 40 50

減 価 償 却 費 100 86 14 (16.3%) 減 価 償 却 費 38 28 10

研 究 開 発 費 1,200 1,040 160 (15.4%)

そ の 他 14,700 13,767 933 (6.8%) ４．コストアップ内訳　（符号△ ＝ コストアップ）

営業利益 10,500 8,571 1,929 (22.5%)

営業利益率(%) (3.8%) (3.5%) (0.3%)

営業外収支 △800 △652 △148 億円

金 融 収 支 △120 △118 △2 ①原材料 △ 10.5

棚 卸 資 産 廃 棄 損 △650 △618 △32 ②生産体制構築 △ 10.0

そ の 他 収 支 △30 83 △113 △ 20.5

経常利益 9,700 7,918 1,782 (22.5%)

経常利益率(%) (3.5%) (3.2%) (0.3%)

特別損益 △2,000 △574 △1,426

固定資産売却除却損 △2,000 △602 △1,398

そ の 他 特 別 損 益 0 28 △28

税前当期純利益 7,700 7,344 356 (4.9%)

法 人 税 等 3,400 3,104 296

少 数 株 主 損 益 0 △5 5

当期純利益 4,300 4,245 55 (1.3%)

平成20年12月期　<連結> 通期業績見通し

平成19年実績

平成１９年 通期実績比較 平成２０年 計画 平成１９年 実績 増減
品　目

平成２０年

通期見通し

項　　目 見通し

売上総利益　計

－ ２ －


