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平成 ２０ 年 １ 月期   決算短信（非連結） 平成20年 ３月 14日 

上 場 会 社 名 ゴールドパック株式会社                上場取引所  ＪＱ 

コード番号 2589                             ＵＲＬ    http://www.gold-pak.com
代  表  者  取締役社長        五十嵐 芳 昭 
問合せ先責任者  取締役  経営管理部長  菅 澤 正 嗣             ＴＥＬ（03） 3780－ 5648 
定時株主総会開催予定日   平成20年４月23日                   配当支払開始予定日   平成20年４月24日 

有価証券報告書提出予定日  平成20年４月24日 
 

 （百万円未満切捨て） 
１．20年１月期の業績（平成19年２月１日～平成20年１月31日） 
（1） 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 
 
20年１月期 
19年１月期 

百万円   ％ 
40,889（△1.0） 
41,282（△5.7） 

百万円   ％
856（△16.8）
1,029（△37.7）

百万円   ％ 
699（△18.4） 
856（△33.3） 

百万円   ％
      303（△29.0）
    427（△39.1）

 

 
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 

％ ％ 
3.2 2.8 

 
20年１月期 
19年１月期 

円   銭 
100   37 
143   71  

円   銭
－   －
142   41 4.9 3.3 

％
2.1 
2.5 

(参考) 持分法投資損益 20年１月期  －百万円  19年１月期  －百万円 
 
 (2) 財政状態 

 総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産 
 
20年１月期 
19年１月期 

百万円 
24,321 
26,201 

百万円
9,611 
9,511 

％ 
39.5 
36.3 

円   銭
3,176      78  
3,143      82  

(参考) 自己資本 20年１月期 9,611百万円 19年１月期 9,511百万円 
 

（3）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 

 
20年１月期 
19年１月期 

百万円 
1,832       

    1,384     

百万円
△1,807      
△1,435      

百万円 
△1,295       
△194       

百万円
193      
1,462      

 
２． 配当の状況 

 １株当たり配当金（円） 
（基準日） 中間期末 期末 年間 

配当金総額 
（年間） 

配当性向 
純資産   
配当率 

 円  銭 円  銭 円  銭 百万円 ％ ％
19年１月期 30.00 30.00 60.00 181 41.8 2.0 
20年１月期 20.00 30.00 50.00 151 49.8 1.6 

21年１月期（予想) 20.00 30.00 50.00 － 37.7 － 

（注）19年１月期中間期末配当金には、上場記念配当として１株当たり10円を含んでおります。 
 
３．21年１月期の業績予想(平成20年２月１日～平成21年１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 

 
中間期 

百万円  ％ 
22,730 △0.3 

百万円  ％ 
833   5.3 

百万円  ％ 
748   5.3 

百万円  ％ 
439 △0.1 

円  銭
145  40 

通 期 40,710 △0.4 894  4.5 718  2.6 401   32.2 132    65 
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４．その他 
（１）重要な会計方針の変更 

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、18ページ「重要な会計方針の変更」をご覧ください。 
 

（２）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） 20年１月期 3,780,000株  19年１月期 3,780,000株 
②期末自己株式数           20年１月期  754,400株  19年１月期  754,400株 
（注）１株当たり当期純利益の算定の基礎となる株式数については、23ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 
 
※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１． 上記の業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績

は、今後様々な要因によって大きく異なる場合があります。なお、上記業績予想に関する事項については、
３ページ「次期の見通し」をご参照ください。 

２． ブランドオーナーからの有償支給原材料の単価変更に伴い、売上高、売上原価が３％程度減少しております。
なお、「３．21年１月期の業績予想」の売上高は、当該単価変更の影響を考慮しております。 
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１．経営成績
（１）経営成績に関する分析 

①当期の概況 

 当事業年度におけるわが国経済は、企業収益の改善や設備投資の増加によりゆるやかな拡大基調で推移いたし

ました。しかしながら、年度後半以降は、原油価格の高騰や米国発の金融不安に端を発した、国内金融市場への

影響等により予断を許さない状況となっております。また、食品業界では表示問題などが多発し、食の安全に対

する関心が高まりました。 

 こうした中で、昨年10月に当社ブランド製品の一部に使用された原材料について「農林物資の規格化及び品質

表示の適正化に関する法律（JAS法）」に基づく改善指示を農林水産省より受け、関係各位に対し、多大なご心

配・ご迷惑をおかけいたしました。当社は事態を重く受け止め、直ちに改善策、再発防止策を講ずるとともに

改善報告書を農林水産大臣に提出し、本年３月に農林水産省の監査を終了しました。 

 清涼飲料業界では、長梅雨による影響がございましたが、その後の記録的な猛暑および残暑により概ね堅調に

推移いたしました。また、消費者の低価格志向等を背景に企業間競争はさらに激化しており、原油・原材料価格

の高騰等の利益圧迫要因に耐え得る企業体質の構築が課題となっております。 

このような状況下におきまして、営業活動では、特に“健康”をテーマとした製品の企画提案、得意分野であ

る紙容器製品の受注拡大に向けた営業強化、当事業年度より本格的に取り組んでおります搾汁製品の販路開拓等

に注力してまいりました。また、設備投資におきましては、当社の事業において大きなウェイトを占める受託製

造事業において、お取引先であるブランドオーナーの容器仕様変更に随時お応えすべく、設備の更新を行ってま

いりました。 

 当社は、今後ともコーポレート・メッセージ「おいしさに、ひたすら、ひたむき。」のもと、安全・安心な高

品質製品の供給を企業使命とし、持続的な成長に向け取り組んでまいります。 

 

これらの結果、当事業年度の売上高は40,889百万円（前期比1.0％減）、営業利益856百万円（前期比16.8％

減）、経常利益699百万円（前期比18.4％減）、ならびに当期純利益303百万円（前期比29.0％減）となりました。 

 受託製造事業全体の売上高は31,188百万円（前期比2.1％減）となりました。コーヒー飲料等の伸長により缶

容器飲料が好調（前期比25.7％増）でありましたが、果実飲料（前期比18.0％減）ならびに野菜飲料（前期比

9.7％減）の低迷等によりペットボトル、紙容器飲料において減収となりました。 

 メーカー事業全体の売上高は9,700百万円（前期比2.9％増）となりました。一部製品のリニューアル等により

野菜飲料の販売が好調（前期比14.3％増）である一方、果実飲料の販売が不振（前期比10.3％減）でありました。

なお、当事業年度より注力しております搾汁事業全体における売上高は、前期比41.4％の伸長となりました。 

  

②次期の見通し 

 清涼飲料業界は、一層の成熟化とメーカー間の競争激化を背景としてさらに厳しさを増しており、今後もこの

傾向は続くものと思われます。また、原油・原材料価格の高騰によるコスト上昇が利益圧迫要因となっておりま

す。加えまして、消費者の品質ならびに商品選別志向に対する目は、今後とも、さらに厳しくなるものと考えら

れます。 

  このような状況を踏まえ、当社は安全・安心・高品質な商品生産に注力し、国産生原料を用いた搾汁事業や、

独自の企画提案力を活かした高付加価値商品の開発・販売、得意分野である紙容器製品の受注拡大に向けた取り

組みを継続的に行うことで、価格競争リスクに対応し得る強固な経営体質の構築に注力してまいります。 

これにより、次期の業績見通しにつきましては、売上高40,710百万円（前年比0.4％減）、営業利益894百万円

（前年比4.5％増）、経常利益718百万円（前年比2.6％増）、当期純利益401百万円（前年比32.2％増）を見込ん

でおります。 

 

 

 

3



ゴールドパック㈱（2589）平成20年１月期決算短信（非連結） 

（２）財政状態に関する分析 

①資産、負債および純資産の状況 

当事業年度末の総資産につきましては、24,321百万円（前事業年度末26,201百万円）となり、1,879百万円減

少しました。これは主に、現金及び預金の1,269百万円の減少、売掛金の307百万円の減少によるものです。 

当事業年度末の負債につきましては、14,709百万円（前事業年度末16,689百万円）となり、1,979百万円減少

しました。これは主に、短期借入金の200百万円の増加と、長期借入金の1,344百万円の減少、未払金の622百万

円の減少によるものです。 

当事業年度末の純資産につきましては、9,611百万円（前事業年度末9,511百万円）となり、99百万円増加し

ました。これは主に、剰余金の配当151百万円による減少と当期純利益303百万円の増加によるものです。 

②キャッシュ・フローの状況 

 当事業年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の期末残高は、前事業年度末に比べ1,269

百万円減少し193百万円となりました。 

 また当事業年度における各キャッシュ・フローは次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当事業年度において営業活動の結果得られた資金は1,832百万円（前年同期比32.4％増）となりました。 

 これは主に、税引前当期純利益571百万円に減価償却費1,496百万円、たな卸資産の減少167百万円および法

人税等の支払206百万円によるものです。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当事業年度において投資活動の結果使用した資金は1,807百万円（前年同期比25.9％増）となりました。 

 これは主に、松本工場搾汁充填設備等の設備投資を行ったことによるものです。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当事業年度において財務活動の結果使用した資金は1,295百万円（前年同期比565.4％増）となりました。 

 これは主に、短期借入金の増加200百万円に対し、長期借入金の返済1,344百万円、配当金の支払い151百万

円を行ったためであります。 

 

（キャッシュ・フロー関連指標の推移） 

 平成18年１月期 平成19年１月期 平成20年１月期 

自己資本比率（％） 30.4 36.3 39.5 

時価ベースの自己資本比率（％） － 22.9 19.8 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（％） 642.8 729.0 488.1 

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 7.2 8.7 10.2 

 （注） 自己資本比率＝自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率＝株式時価総額／総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率＝有利子負債／キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ＝キャッシュ・フロー／利払い 

１．株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。 

２．キャッシュ・フローは、キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使

用しております。 

３．有利子負債は、貸借対照表に計上されている負債のうち利子を払っている全ての負債を対象と

しております。また、利払いについては、キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用し

ております。 

４．平成18年１月期の時価ベースの自己資本比率につきましては、当社株式は非上場であったため、

記載しておりません。 
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（３）利益配分に関する基本方針および当期・次期の配当 

当社は、安定した経営基盤の確立をめざすとともに、株主の皆様への利益配分を重要な政策の一つと認識し

て、収益力の強化に努め、安定した配当を継続して実施していくことを基本方針としております。 

このような方針に基づき当期は１株当たり50円（うち中間配当20円）を実施することといたしました。また

次期の配当金につきましても１株当たり50円（うち中間配当20円）を実施する予定であります。 

また、内部留保資金につきましては、財務体質の強化および長期的な視点による製造設備投資・研究開発等

に活用して業績の向上を図ってまいります。 

 

（４）事業等のリスク 

最近の有価証券報告書（平成19年４月27日提出）における「事業等のリスク」から重要な変更がないため開示を

省略しております。 

 

２．企業集団の状況 

最近の有価証券報告書（平成19年４月27日提出）における「事業の内容（事業の系統図）」および「関係会社の

状況」から重要な変更がないため開示を省略しております。 
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３．経営方針 
（１）会社の経営の基本方針、（２）目標とする経営指標、（３）中長期的な会社の経営戦略 

  平成19年１月期決算短信（平成19年３月15日開示）により開示を行った内容から重要な変更がないため開示

を省略しております。 

当該決算短信は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。 

（当社ホームページ） 

http://www.gold-pak.com 

（ジャスダック証券取引所ホームページ（「ＪＤＳ」検索ページ）） 

http://jds.jasdaq.co.jp/tekiji/ 

 

（４）会社の対処すべき課題 

   当事業年度におきましては、誠に遺憾ながら、当社ブランド製品の一部に使用された原材料について、JAS

法に基づく改善指示を農林水産省より受けることとなり、関係各位に対し、多大なご心配・ご迷惑をおかけいた

しました。本件を受け当社では、速やかに原因の究明にあたるとともに、製品原材料の管理体制、産地確認体制

の強化のほか、全役職員を対象とした教育・啓発活動の徹底等により、不適正な原材料使用の再発防止に向けて

継続的に取り組んでおります。当社は、このたびの事故を決して風化させることなく、信頼回復に向けて全社を

挙げ取り組んでまいる所存でございます。 

清涼飲料業界は、一層の成熟化とメーカー間の競争激化を背景としてさらに厳しさを増しており、今後もこの

傾向は続くものと思われます。また、原油・原材料価格の高騰によるコスト上昇が利益圧迫要因となっておりま

す。加えまして、消費者の商品選別志向ならびに品質に対する目は、今後とも、さらに厳しくなるものと考えら

れます。このような状況下におきまして事業を持続的な成長軌道に乗せていくためには、消費者の関心が一層高

まっている「安全で安心できる」確かな品質の確保が課題となります。また、営業活動の一層の強化による新規

顧客の開拓や、経営効率化によるコスト削減への取り組みも重要となっております。 

  当社は、国内野菜飲料メーカーのパイオニアとしての高いレベルの技術開発力ならびに多様な生産設備を用

いた付加価値の高い企画提案力を強みとしております。これらにより、今後とも、得意分野である紙容器製品の

受注拡大に向けた取り組みを継続的に行うとともに、安全・安心・高品質な国産生原料を用いた搾汁事業や、独

自の企画提案力を活かした高付加価値商品の開発・販売により、価格競争リスクに対応し得る強固な経営体質の

構築に注力してまいります。 

    また、当社が共同特許を取得しております「エクストロー」(紙容器商品用の、注げて液漏れしないストロー)

や、「エクスキャップ」（スムーズに注げ、液だれしないキャップ）を採用した商品の拡販等により、今後、既

存顧客への対応の一層の充実をはかるとともに、“健康”“介護”といったテーマのもと新規顧客の開拓にも全

力をあげ、経営基盤の強化に努めてまいる所存であります。 

 

（５）内部管理体制の整備・運用状況 

 コーポレート・ガバナンスに関する報告書の「内部統制システムに関する基本的な考え方およびその整備状

況」に記載しております。 
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４．財務諸表
（１）貸借対照表

 

 
 

前事業年度 

（平成19年1月31日） 

当事業年度 

（平成20年1月31日） 
対前年比  

区分 
注記

番号 
金額（千円） 

構成比

（％）
金額（千円） 

構成比 

（％） 

増減 

(千円) 

（資産の部）    

Ⅰ 流動資産    

１．現金及び預金  1,462,849 193,307  

２．受取手形  109,066 159,375  

３．売掛金  5,816,675 5,508,799  

４．製品  2,022,427 1,922,879  

５．原材料 ※３ 682,318 612,710  

６．貯蔵品  168,383 170,037  

７．前払費用  16,515 16,400  

８．繰延税金資産  172,649 148,149  

９．その他  103,638 105,135  

貸倒引当金  △4,100 △4,000  

 

流動資産合計  10,550,422 40.3 8,832,795 36.3 △1,717,626

Ⅱ 固定資産    

(1)有形固定資産    

１．建物 ※1 9,053,631 9,333,322   

減価償却累計額  5,199,540 3,854,091 5,410,403 3,922,918  

２．構築物 ※1 1,070,435 1,073,076   

減価償却累計額  777,363 293,072 812,450 260,625  

３．機械及び装置 ※1 17,514,356 18,106,277   

減価償却累計額  13,638,971 3,875,384 14,221,370 3,884,906  

４．車両運搬具  61,881 59,153   

減価償却累計額  42,997 18,883 46,624 12,529  

５．工具､器具及び備品  676,533 720,454   

減価償却累計額  547,291 129,241 584,829 135,625  

６．土地 ※1 6,359,703 6,359,703  

７．建設仮勘定  121,363 3,360  

 

有形固定資産合計  14,651,741 55.9 14,579,668 59.9 △72,072
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ゴールドパック㈱（2589）平成20年１月期決算短信（非連結） 

  
前事業年度 

（平成19年１月31日） 

当事業年度 

（平成20年１月31日） 
対前年比 

区分 
注記

番号 
金額（千円） 

構成比

（％）
金額（千円） 

構成比 

（％） 

増減 

(千円) 

(2)無形固定資産    

１．特許権  175 202  

２．商標権  4,850 4,247  

３．ソフトウェア  172,804 130,582  

４．ソフトウェア仮勘定  105,050 145,400  

５．その他  5,866 5,866  

無形固定資産合計  288,747 1.1 286,299 1.2 △2,448

(3)投資その他の資産    

１．投資有価証券 ※1 426,818 340,072  

２．更生債権等  11,203 11,448  

３．長期前払費用  299 4,623  

４．ゴルフ会員権  － 258,825  

５．その他  302,164 42,690  

貸倒引当金  △30,367 △35,018  

投資その他の資産合計  710,118 2.7 622,641 2.6 △87,476

固定資産合計  15,650,607 59.7 15,488,609 63.7 △161,997

資産合計  26,201,029 100.0 24,321,405 100.0 △1,879,624

    

（負債の部）    

Ⅰ 流動負債    

１．買掛金  4,409,334 4,206,819  

２．短期借入金 ※1・2 － 200,000  

３．１年以内返済予定の長

期借入金 
※1・2 1,344,000 1,344,000  

４．未払金  1,407,416 784,653  

５．未払費用  314,043 305,801  

６．未払法人税等  57,923 72,282  

７．未払消費税等  － 39,863  

８．預り金  26,926 16,614  

９．賞与引当金  212,905 167,538  

 

流動負債合計  7,772,548 29.7 7,137,571 29.4 △634,977
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ゴールドパック㈱（2589）平成20年１月期決算短信（非連結） 

  
前事業年度 

（平成19年１月31日） 

当事業年度 

（平成20年１月31日） 
対前年比 

区分 
注記

番号 
金額（千円） 

構成比

（％）
金額（千円） 

構成比 

（％） 

増減 

（千円） 

Ⅱ 固定負債    

１．長期借入金 ※1・2 8,747,000 7,403,000  

２．繰延税金負債  48,678 36,350  

３．退職給付引当金  58,591 65,061  

４．役員退職慰労引当金  62,266 67,760  

 

固定負債合計  8,916,535 34.0 7,572,171 31.1 △1,344,363

負債合計  16,689,084 63.7 14,709,743 60.5 △1,979,340

    

（純資産の部）    

 

Ⅰ 株主資本    
 

１．資本金  303,000 1.2 303,000 1.2 －

２．資本剰余金    

（１）その他資本剰余金  1,200,231 1,200,231   

資本剰余金合計  1,200,231 4.6 1,200,231 4.9 －

３．利益剰余金     

（１）利益準備金  75,750 75,750    

（２）その他利益剰余金    

製品保証積立金  100,000 100,000   

特別償却準備金  29,698 17,144   

別途積立金  6,860,000 6,860,000   

繰越利益剰余金  1,702,763 1,867,715   

利益剰余金合計  8,768,211 33.4 8,920,610 36.7 152,399

４．自己株式  △908,962 △3.5 △908,962 △3.7 －

株主資本合計  9,362,480 35.7 9,514,879 39.1 152,399

Ⅱ 評価・換算差額等     

その他有価証券評価差

額金 
 149,464 0.6 96,782 0.4 △52,682

評価・換算差額等合計  149,464 0.6 96,782 0.4 △52,682

純資産合計  9,511,945 36.3 9,611,661 39.5 99,716

負債・純資産合計  26,201,029 100.0 24,321,405 100.0 △1,879,624
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ゴールドパック㈱（2589）平成20年１月期決算短信（非連結） 

（２）損益計算書

  

前事業年度 

 （自 平成18年２月１日 

 至 平成19年１月31日） 

当事業年度 

 （自 平成19年２月１日 

  至 平成20年１月31日） 

対前年比 

区分 
注記

番号 
金額（千円） 

百分比

（％）
金額（千円） 

百分比 

（％） 

増減 

（千円） 

Ⅰ 売上高  41,282,897 100.0 40,889,334 100.0 △393,563

Ⅱ 売上原価    

１．製品期首たな卸高  1,621,022 2,022,427   

２．当期製品製造原価  37,318,530 36,648,629   

３．当期製品仕入高  74,459 140,580   

合計  39,014,012 38,811,638   

４．他勘定振替高 ※１ 819,118 933,392   

５．製品期末たな卸高  2,022,427 36,172,466 87.6 1,922,879 35,955,366 87.9 △217,099

売上総利益  5,110,431 12.4 4,933,968 12.1 △176,463

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※２   

１．販売促進費  82,735 81,705   

２．発送費  1,819,182 1,809,158   

３．保管費  507,101 566,485   

４．役員報酬  65,920 44,665   

５．給与手当  477,326 458,408   

６．賞与  95,424 78,816   

７．賞与引当金繰入額  45,814 47,007   

８．退職給付費用  29,015 29,081   

９．役員退職慰労引当金 

繰入額 
 17,174 16,394   

10．減価償却費  99,461 110,545   

11．研究開発費  130,893 151,724   

12．その他  711,078 4,081,128 9.9 683,436 4,077,429 10.0 △3,698

営業利益  1,029,302 2.5 856,538 2.1 △172,764
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ゴールドパック㈱（2589）平成20年１月期決算短信（非連結） 

  

前事業年度 

（自 平成18年２月１日 

至 平成19年１月31日） 

当事業年度 

（自 平成19年２月１日 

至 平成20年１月31日） 

対前年比 

区分 
注記

番号 
金額（千円） 

百分比

（％）
金額（千円） 

百分比 

（％） 

増減 

（千円） 

Ⅳ 営業外収益    

１．受取利息  142 1,241   

２．受取配当金  5,177 5,226   

３．空缶等売却額  11,008 10,713   

 

４．受取開発料  － 7,405   

５．その他  9,070 25,398 0.1 6,128 30,715 0.1 5,316

Ⅴ 営業外費用    

１．支払利息  161,420 180,295   

２．株式公開費用  21,907 －   

３．その他  14,514 197,843 0.5 7,363 187,658 0.5 △10,184

経常利益  856,857 2.1 699,595 1.7 △157,262

Ⅵ 特別利益    

１．固定資産売却益 ※３ － 5,000   

２．保険受取額  46,726 －   

３．更生債権回収額  1,544 －   

４．受託生産解約清算金  － 52,728   

５．その他  257 48,528 0.1 － 57,728 0.1 9,199

Ⅶ 特別損失    

１．固定資産除却損 ※４ 12,712 22,344   

２．減損損失 ※５ 73,502 －   

３．製品回収費用  59,360 －   

４．受託生産解約損  44,631 －   

５．品質管理対応損失 ※６ － 158,865   

６．その他  － 190,206 0.5 4,743 185,953 0.4 △4,252

税引前当期純利益  715,180 1.7 571,369 1.4 △143,810

法人税、住民税及び事

業税 
 310,861 219,808   

法人税等調整額  △23,301 287,560 0.7 47,882 267,690 0.7 △19,870

当期純利益  427,619 1.0 303,679 0.7 △123,940
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ゴールドパック㈱（2589）平成20年１月期決算短信（非連結） 

（３）株主資本等変動計算書 

前事業年度（自平成18年２月１日 至平成19年１月31日） 

 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金 
 

資本金 
その他 
資本剰余金

利益準備金
製品保証
積立金 

特別償却
準備金 

別途積立金 
繰越利益 
剰余金 

利益剰余金
合計 

平成18年１月31日残高 
（千円） 

303,000 239,820 75,750 100,000 86,152 6,860,000 1,391,225 8,513,127

事業年度中の変動額    

特別償却準備金の取崩
（注） 

 △33,961  33,961 －

特別償却準備金の取崩  △22,492  22,492 －

剰余金の配当 
（注） 

  △81,768 △81,768

剰余金の配当   △90,768 △90,768

当期純利益   427,619 427,619

自己株式の処分  960,410   

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 
（千円） 

－ 960,410 － － △56,454 － 311,538 255,083

平成19年１月31日残高 
（千円） 

303,000 1,200,231 75,750 100,000 29,698 6,860,000 1,702,763 8,768,211

 

株主資本 評価・換算差額等 

 
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

純資産合計

平成18年１月31日残高 
（千円） 

△1,270,426 7,785,521 155,677 155,677 7,941,199

事業年度中の変動額  

特別償却準備金の取崩
（注） 

 － －

特別償却準備金の取崩  － －

剰余金の配当 
（注） 

 △81,768 △81,768

剰余金の配当  △90,768 △90,768

当期純利益  427,619 427,619

自己株式の処分 361,464 1,321,875 1,321,875

株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額 
（純額） 

 △6,212 △6,212 △6,212

事業年度中の変動額合計 
（千円） 

361,464 1,576,958 △6,212 △6,212 1,570,745

平成19年１月31日残高 
（千円） 

△908,962 9,362,480 149,464 149,464 9,511,945

（注）平成18年４月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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ゴールドパック㈱（2589）平成20年１月期決算短信（非連結） 

当事業年度（自平成19年２月１日 至平成20年１月31日） 

 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金 
 

資本金 
その他 
資本剰余金

利益準備金
製品保証
積立金 

特別償却
準備金 

別途積立金 
繰越利益 
剰余金 

利益剰余金
合計 

平成19年１月31日残高 
（千円） 

303,000 1,200,231 75,750 100,000 29,698 6,860,000 1,702,763 8,768,211

事業年度中の変動額    

特別償却準備金の取崩  △12,553  12,553 －

剰余金の配当   △151,280 △151,280

当期純利益   303,679 303,679

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 
（千円） 

－ － － － △12,553 － 164,952 152,399

平成20年１月31日残高 
（千円） 

303,000 1,200,231 75,750 100,000 17,144 6,860,000 1,867,715 8,920,610

 

株主資本 評価・換算差額等 

 
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

純資産合計

平成19年１月31日残高 
（千円） 

△908,962 9,362,480 149,464 149,464 9,511,945

事業年度中の変動額  

特別償却準備金の取崩  － －

剰余金の配当  △151,280 △151,280

当期純利益  303,679 303,679

株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額 
（純額） 

 △52,682 △52,682 △52,682

事業年度中の変動額合計 
（千円） 

－ 152,399 △52,682 △52,682 99,716

平成20年１月31日残高 
（千円） 

△908,962 9,514,879 96,782 96,782 9,611,661
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ゴールドパック㈱（2589）平成20年１月期決算短信（非連結） 

（４）キャッシュ・フロー計算書

  

前事業年度 

（自 平成18年２月１日 

至 平成19年１月31日）

当事業年度 

（自 平成19年２月１日 

至 平成20年１月31日） 

対前年比 

区分 
注記

番号
金額（千円） 金額（千円） 

増減 

（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー     

税引前当期純利益  715,180 571,369 △143,810 

減価償却費  1,489,236 1,496,585 7,348 

減損損失  73,502 － △73,502 

長期前払費用償却額  3,713 － △3,713 

貸倒引当金の増加額（△減少額）  △1,544 4,551 6,096 

賞与引当金の増加額（△減少額）  717 △45,367 △46,084 

退職給付引当金の増加額（△減少額）  7,569 6,470 △1,099 

役員退職慰労引当金の増加額（△減少額）  △16,326 5,494 21,820 

受取利息及び受取配当金  △5,319 △6,468 △1,149 

支払利息  161,420 180,295 18,874 

固定資産除却損  12,712 22,344 9,631 

固定資産売却益  － △5,000 △5,000 

売上債権の減少額（△増加額）  37,935 257,566 219,630 

たな卸資産の減少額（△増加額）  △545,767 167,501 713,269 

仕入債務の増加額（△減少額）  79,230 △202,515 △281,746 

未払金の増加額（△減少額）  － △255,720 △255,720 

未払消費税等の増加額（△減少額）  － 39,863 39,863 

その他  △25,731 △24,636 1,094 

小計  1,986,530 2,212,333 225,803 

利息及び配当金の受取額  5,319 6,468 1,149 

利息の支払額  △158,201 △179,490 △21,289 

法人税等の支払額  △449,498 △206,400 243,098 

営業活動によるキャッシュ・フロー  1,384,149 1,832,910 448,761 
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ゴールドパック㈱（2589）平成20年１月期決算短信（非連結） 

  

前事業年度 

（自 平成18年２月１日 

至 平成19年１月31日）

当事業年度 

（自 平成19年２月１日 

至 平成20年１月31日） 

対前年比 

区分 
注記

番号
金額（千円） 金額（千円） 

増減 

（千円） 

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  △1,329,535 △1,680,479 △350,944 

有形固定資産の売却による収入  － 5,000 5,000 

無形固定資産の取得による支出  △103,704 △129,707 △26,003 

投資有価証券の取得による支出  △2,189 △1,985 203 

その他  239 － △239 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △1,435,189 △1,807,171 △371,982 

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（△減少額）  － 200,000 200,000 

長期借入金の返済による支出  △1,344,000 △1,344,000 － 

自己株式の処分による収入  1,321,875 － △1,321,875 

配当金の支払額  △172,536 △151,280 21,256 

財務活動によるキャッシュ・フロー  △194,661 △1,295,280 △1,100,619 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額（△減少額）  △245,700 △1,269,541 △1,023,840 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  1,708,550 1,462,849 △245,700 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高 ※1 1,462,849 193,307 △1,269,541 
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ゴールドパック㈱（2589）平成20年１月期決算短信（非連結） 

重要な会計方針 

項目 

前事業年度 

（自 平成18年２月１日 

至 平成19年１月31日） 

当事業年度 

（自 平成19年２月１日 

至 平成20年１月31日） 

１．有価証券の評価基準及び評価

方法 

(1)その他有価証券 

時価のあるもの 

期末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）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。 

 

(1)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．たな卸資産の評価基準及び評

価方法 

(1)製品、原材料 

移動平均法による原価法を採用しておりま

す。 

(2)貯蔵品 

重油等 

移動平均法による原価法を採用しておりま

す。 

機械部品 

最終仕入原価法を採用しております。 

(1)製品、原材料 

同左 

 

(2)貯蔵品 

同左 

３．固定資産の減価償却の方法 (1)有形固定資産 

定率法によっております。但し、建物（建

物附属設備は除く）については定額法を採用

しております。 

なお、主な耐用年数は以下のとおりであり

ます。 

建物        ２～31年 

構築物       ７～30年 

機械及び装置    ４～10年 

車両運搬具     ２～５年 

工具､器具及び備品  ４～15年 

(2)無形固定資産   

定額法を採用しております。 

なお、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

づく定額法によっております。 

(1)有形固定資産 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)無形固定資産 

同左 

 

 

 

４．引当金の計上基準 (1)貸倒引当金 

 債権の貸倒れに備えるため、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検討

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２月１日 

至 平成19年１月31日） 

当事業年度 

（自 平成19年２月１日 

至 平成20年１月31日） 

 

(2)賞与引当金 

 従業員に支給する賞与に充てるため、支給

見込額に基づき計上しております。 

(2)賞与引当金 

同左 

 

(3)退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当事業年

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。 

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内の一定の年数（15年）

による定額法により翌年から費用処理するこ

ととしております。 

(3)退職給付引当金 

同左 

 

(4)役員退職慰労引当金 

取締役、監査役及び執行役員の退職慰労金の

支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額

を計上しております。 

(4)役員退職慰労引当金 

同左 

５．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 

６．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 

７．その他財務諸表作成のための

基本となる重要な事項 

(1)消費税等の会計処理 

 税抜方式によっております。 

(1)消費税等の会計処理 

同左 
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会計処理の変更 

前事業年度 

（自 平成18年２月１日 

至 平成19年１月31日） 

当事業年度 

（自 平成19年２月１日 

至 平成20年１月31日） 

（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9,511,945千円でありま

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。 

―――――― 

―――――― （固定資産の減価償却方法の変更） 

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。 

 これにより、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益は、そ

れぞれ20,483千円減少しております。 

 

表示方法の変更 

前事業年度 

（自 平成18年２月１日 

至 平成19年１月31日） 

当事業年度 

（自 平成19年２月１日 

至 平成20年１月31日） 

―――――― （貸借対照表） 

前事業年度まで投資その他の資産の「その他」に含めて表示

しておりました「ゴルフ会員権」は、当事業年度において、資

産の総額の100分の１を超えたため区分掲記しました。 

なお、前事業年度末における当該金額は258,825千円でありま

す。 

（キャッシュ・フロー計算書） 

１．前事業年度まで区分掲記しておりました営業活動による

キャッシュ・フローの「長期前払費用償却額」は当事業年度に

おいて、金額的重要性が乏しくなったため営業活動による

キャッシュ・フローの「その他」に含めております。 

なお、当事業年度における当該金額は53千円であります。 

２．前事業年度まで営業活動によるキャッシュ・フローの「その

他」に含めて表示しておりました「未払金の増加額（△減少

額）」は当事業年度において、金額的重要性が増したため区分

掲記しております。 

なお、前事業年度における当該金額は△32,946千円でありま

す。 
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注記事項 

（貸借対照表関係） 

前事業年度 
（平成19年１月31日） 

当事業年度 
（平成20年１月31日） 

※１．担保資産及び担保付債務 

   担保に供している資産は次のとおりであります。 

   担保付債務は次のとおりであります。 

1年以内返済予定の長

期借入金 
1,344,000  

長期借入金 8,747,000  

計 10,091,000  
 

建物 3,847,313千円 

構築物 255,118   

機械及び装置 2,416,183   

土地 6,359,305   

投資有価証券 299,875   

計 13,177,796   

※１．担保資産及び担保付債務 

   担保に供している資産は次のとおりであります。 

担保付債務は次のとおりであります。 

短期借入金 200,000  

1年以内返済予定の長

期借入金 
1,344,000  

長期借入金 7,403,000  

計 8,947,000  

建物 3,916,539千円 

構築物 224,345  

機械及び装置 2,369,651  

土地 6,359,305  

投資有価証券 273,188  

計 13,143,030  

※２．      ――――――――― ※２．シンジケートローン契約 

当社は平成17年３月に株式会社東京三菱銀行（現 株式会

社三菱東京ＵＦＪ銀行）をアレンジャーとする総額9,845,000

千円（うちタームローン7,845,000千円、コミットメントライ

ン2,000,000千円）のシンジケートローン契約を締結しており

ます（ただし、平成20年１月31日現在、タームローンの残高

は5,920,000千円、コミットメントライン借入実行残高は

200,000千円）。 

なお、当該シンジケートローン契約には以下の財務制限条

項が付されております。 

①各決算期及び中間期の期末日の貸借対照表における純資産

の部の金額を、当該期末決算期および中間決算期の直前の

期末決算期および中間決算期または平成17年１月期の期末

日の貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか大き

い方の75％以上に維持すること。 

②各決算期の損益計算書における経常損益において、２期連

続して損失を計上しないこと。 

③各決算期の貸借対照表、損益計算書及びキャッシュ・フ

ロー計算書に係るトータル・レバレッジ・レシオを7.0以下

に維持すること。 

④各決算期の損益計算書におけるインスタント・カバレッ

ジ・レシオを1.5倍以上に維持すること。 

※３．購入予約 

貸借対照表に計上している原材料以外に、当社に所有権

の移転していない購入予約品が482,347千円あります。 

※３．購入予約 

貸借対照表に計上している原材料以外に、当社に所有権

の移転していない購入予約品が314,756千円あります。 
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（損益計算書関係） 

前事業年度 
（自 平成18年２月１日 
至 平成19年１月31日） 

当事業年度 
（自 平成19年２月１日 
至 平成20年１月31日） 

※１．他勘定振替高は、主として製品の工程再投入であります。 ※１．他勘定振替高は、主として製品の工程再投入であります。 
 
 工程再投入 739,529千円 

 

 
 工程再投入 788,542千円 

 
※２．研究開発費の総額 

販売費及び一般管理費に含まれる研究開発費 

130,893千円 

※２．研究開発費の総額 

販売費及び一般管理費に含まれる研究開発費 

151,724千円 

※３．     ――――――――― ※３．固定資産売却益は、機械及び装置であります。 

※４．固定資産除却損の主要項目は、次のとおりであります。  

 機械及び装置 10,255千円
 

※４．固定資産除却損の主要項目は、次のとおりであります。  

 建物 11,289千円

 機械及び装置 5,818千円
 

※５．減損損失 

当事業年度におきまして、当社は以下の資産グループにつ

いて減損損失を計上しております。 

場所 用途 種類 金額 

松本工場 
（長野県松本
市） 

遊休資産 
建物、機械及
び装置等 

73,502千円 

 当社はキャッシュ・フローを生み出す最小単位として、製造

（容器別）ラインを基本単位とし、遊休資産は個別物件を基本単

位としてグルーピングしております。 

 設備増設および一部製品の生産中止に伴い、遊休状態にあると

認められ今後も使用見込がない資産については帳簿価額を回収可

能価額まで減額し、当該減少額を減損損失（73,502千円）として

特別損失に計上しております。 

なお、当資産グループの回収可能価額は正味売却価額により

測定しております。 

※５．     ――――――――― 

 

※６．     ――――――――― ※６．品質管理対応損失の内訳は次のとおりであります。 

 たな卸資産評価損・廃棄損 119,756千円

 不適正表示製品の回収費用等 39,109千円
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（株主資本等変動計算書関係） 

前事業年度（自 平成18年２月１日 至 平成19年１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） 

発行済株式     

普通株式 3,780,000 － － 3,780,000 

合計 3,780,000 － － 3,780,000 

自己株式     

普通株式  （注） 1,054,400 － 300,000 754,400 

合計 1,054,400 － 300,000 754,400 

  （注）普通株式の自己株式の減少300,000株は、自己株式の処分による減少であります。 

 

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 

（千円） 

１株当たり配当額

（円） 
基準日 効力発生日 

平成18年４月26日 

定時株主総会 
普通株式 81,768 30 平成18年１月31日 平成18年４月27日

平成18年９月14日取

締役会 
普通株式 90,768 30 平成18年７月31日 平成18年10月20日

 

 （２）基準日が当事業年度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 

（千円） 
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４月26日

定時株主総会 
普通株式 90,768 利益剰余金 30 平成19年１月31日 平成19年４月27日

 

当事業年度（自 平成19年２月１日 至 平成20年１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） 

発行済株式     

普通株式 3,780,000 － － 3,780,000 

合計 3,780,000 － － 3,780,000 

自己株式     

普通株式   754,400 － － 754,400 

合計 754,400 － － 754,400 
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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 

（千円） 

１株当たり配当額

（円） 
基準日 効力発生日 

平成19年４月26日 

定時株主総会 
普通株式 90,768 30 平成19年１月31日 平成19年４月27日

平成19年９月14日取

締役会 
普通株式 60,512 20 平成19年７月31日 平成19年10月22日

 

 （２）基準日が当事業年度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 

（千円） 
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４月23日

定時株主総会 
普通株式 90,768 利益剰余金 30 平成20年１月31日 平成20年４月24日

 

 

（キャッシュ・フロー計算書関係） 

前事業年度 
（自 平成18年２月１日 
至 平成19年１月31日） 

当事業年度 
（自 平成19年２月１日 
至 平成20年１月31日） 

※１．現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されてい

る科目の金額との関係 

（平成19年１月31日現在）

※１．現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されてい

る科目の金額との関係 

（平成20年１月31日現在）

（千円）

現金及び預金勘定 1,462,849 

預入期間３ヶ月を超える定期預金 － 

現金及び現金同等物 1,462,849 
 

（千円）

現金及び預金勘定 193,307 

預入期間３ヶ月を超える定期預金 － 

現金及び現金同等物 193,307 
 

（開示の省略） 

リース取引、有価証券、デリバティブ取引、退職給付、ストック・オプション等、税効果会計、関連当事者との取引、企業結合等に関する

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。 

 

（持分法損益等） 

  前事業年度（自 平成18年２月１日 至 平成19年１月31日） 

該当事項はありません。 

 

  当事業年度（自 平成19年２月１日 至 平成20年１月31日） 

    該当事項はありません。 
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（１株当たり情報） 

前事業年度 
（自 平成18年２月１日 
至 平成19年１月31日） 

当事業年度 
（自 平成19年２月１日 
至 平成20年１月31日） 

 

１株当たり純資産額 3,143.82円 

１株当たり当期純利益 143.71円 

潜在株式調整後１株当たり 

当期純利益 
142.41円 

  

 

１株当たり純資産額 3,176.78円 

１株当たり当期純利益 100.37円 

  

  
当社株式は当事業年度中に上場したため、１株当たり情報の算定

期間である当事業年度を通した期中平均株価が把握できないことか

ら、上場後の期中平均株価を当事業年度を通した期中平均株価とみ

なして潜在株式調整後１株当たり当期純利益を算定しております。

 潜在株式調整後１株当たり当期純利益につきましては、希薄化効

果を有している潜在株式が存在していないため記載しておりませ

ん。 

（注） １株当たり当期純利益および潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
前事業年度 

（自 平成18年２月１日 
至 平成19年１月31日） 

当事業年度 
（自 平成19年２月１日 
至 平成20年１月31日） 

１株当たり当期純利益   

当期純利益（千円） 427,619 303,679 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 

（うち利益処分による役員賞与金） （－） （－） 

普通株式に係る当期純利益（千円） 427,619 303,679 

期中平均株式数（千株） 2,975 3,025 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益   

当期純利益調整額（千円） － － 

普通株式増加数（千株） 27 － 

 （うち新株予約権（千株））     （27） （－）  

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株

当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式

の概要 

第２回新株予約権 

481個 

潜在株式の数 

48,100株 

 

第３回新株予約権 

50個 

潜在株式の数 

5,000株 

 

第４回新株予約権 

240個 

潜在株式の数 

24,000株 

 

第１回新株予約権 

1,352個 

潜在株式の数 

135,200株 

 

第２回新株予約権 

412個 

潜在株式の数 

41,200株 

 

第３回新株予約権 

50個 

潜在株式の数 

5,000株 

 

第４回新株予約権 

240個 

潜在株式の数 

24,000株 

 

 

    

（重要な後発事象） 

該当事項はありません。 
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５．その他 

 （１）役員の異動 

① 代表取締役の異動 

該当事項はありません。 

 

② その他の役員の異動 

 ・新任取締役候補者 

   取締役（社外取締役） 前野 龍三 （現 フェニックス・キャピタル株式会社 ディレクター） 

 ・退任予定取締役 

   取締役（社外取締役） 安東 泰志 

 

③ 就任予定日 

  平成20年４月23日 

 

（２）生産、受注および販売の状況 

① 生産実績 

  生産実績を事業の部門別に示すと次のとおりであります。 

（単位：千円） 

当事業年度 前事業年度 

(自平成19年２月１日 (自平成18年２月１日 品目名称 

至平成20年１月31日） 至平成19年１月31日) 

前年同期比（％）

ペット容器飲料 22,179,953 22,953,940 △3.4

紙容器飲料 5,581,183 5,782,596 △3.5

缶容器飲料 3,185,406 2,565,597 24.2

その他 105,843 475,067 △77.7

受託製造事業 

小計 31,052,386 31,777,201 △2.3

果実飲料 3,206,819 3,556,818 △9.8

野菜飲料 2,875,577 2,543,426 13.1

茶系飲料 1,822,807 1,877,835 △2.9

ミネラルウォーター 868,629 851,455 2.0

その他 653,810 741,625 △11.8

メーカー事業 

小計 9,427,644 9,571,161 △1.5

合計 40,480,031 41,348,362 △2.1

 （注）１．生産高金額は販売金額によっております。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

② 受注状況 

 当社は、ブランドオーナーからの清涼飲料の受注生産ならびに自社ブランドおよび一部の他社ブランド品の

清涼飲料と搾汁製品の見込生産による販売を行っております。受注生産の受注状況については毎月末に翌月

１ヵ月間の受注が確定し、その受注高を翌月１ヵ月間に製造し販売しております。また見込み生産による販売

は、発注を頂いてから速やかに出荷をとっております。 

 したがって、当社における受注残高は、最大でも翌月１ヵ月分のみに限定されておりますので、受注高およ

び受注残高についての記載は省略しております。 
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③ 販売実績 

 販売実績を事業の部門別に示すと次のとおりであります。 

（単位：千円） 

当事業年度 前事業年度 

(自平成19年２月１日 (自平成18年２月１日 品目名称 

至平成20年１月31日） 至平成19年１月31日) 

前年同期比（％）

ペット容器飲料 22,250,521 23,039,980 △3.4

紙容器飲料 5,473,510 5,744,424 △4.7

缶容器飲料 3,208,878 2,552,132 25.7

その他 255,739 517,042 △50.5

受託製造事業 

小計 31,188,649 31,853,579 △2.1

果実飲料 2,984,746 3,326,849 △10.3

野菜飲料 2,846,757 2,490,903 14.3

茶系飲料 1,862,616 1,767,088 5.4

ミネラルウォーター 867,431 792,406 9.5

その他 1,139,133 1,052,070 8.3

メーカー事業 

小計 9,700,685 9,429,317 2.9

合計 40,889,334 41,282,897 △1.0

 （注）１．主要な販売先および当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりであります。 

 
当事業年度 

（自 平成19年２月１日 
  至 平成20年１月31日） 

前事業年度 
（自 平成18年２月１日 
  至 平成19年１月31日） 

 

相手先 

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％） 

 ㈱ 伊 藤 園 20,674,311 50.6 21,932,286 53.1 

 日本生活協同組合連合会 7,917,965 19.4 7,631,133 18.5 

 ダイドードリンコ㈱ 5,027,761 12.3 4,465,960 10.8 

２．上記の金額には消費税等は含まれておりません。 
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