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１．平成20年12月期第１四半期の連結業績（平成20年１月１日　～　平成20年３月31日）

(1）連結経営成績 （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年12月期第１四半期 20,655 △2.8 △407 － △438 － △305 －

19年12月期第１四半期 21,258 10.2 △793 － △771 － △376 －

19年12月期 103,329 － 801 － 896 － 483 －

１株当たり四半期
（当期）純利益

潜在株式調整後
１株当たり四半期
（当期）純利益

 円　銭  円　銭

20年12月期第１四半期  △2.30  －

19年12月期第１四半期  △2.82  －

19年12月期  3.63  －

(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

20年12月期第１四半期 82,173 46,934 56.7  350.09

19年12月期第１四半期 87,139 47,937 54.7  357.70

19年12月期 89,129 48,618 54.2  362.65

(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

20年12月期第１四半期 3,317 △700 △953 7,770

19年12月期第１四半期 2,815 △1,875 △636 5,520

19年12月期 4,949 △3,060 △970 6,128
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２．配当の状況

 １株当たり配当金

 　　(基準日) 期末 年間

円 銭 円 銭

19年12月期 5.00 5.00

20年12月期 －  

20年12月期（予想） 5.00 5.00

 

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）　

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

　　現時点において１月に発表した通期の業績予想に修正はありません。

 

４．その他

(1）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）　：　無

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

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

（注）詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

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

の業績は、今後様々な要因によって予想値とは大きく異なる結果となる可能性があります。

　業績予想の前提となる仮定等については、４ページ【定性的情報・財務諸表等】３.連結業績予想に関する定性情

報をご覧下さい。
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【定性的情報・財務諸表等】

 1.連結営業成績に関する定性的情報等

　当第１四半期(平成20年１月１日から３月31日まで)の連結売上高は、酒類事業はワインが好調に推移するものの、麒

麟麦酒株式会社との販売移管に伴う焼酎、低アルコール飲料等の受託生産品が前期を大きく割り込み、減収となりまし

た。利益面では原材料コストの上昇や受託生産品の売上減少を、ワインや医薬品の売上増と販売管理費の節減により営

業損失は３億８千５百万円改善の４億７百万円となりました。

 

      連結売上高　　　　　　　   206億５千５百万円（前年同期比　　　　　 　   2.8％減）

　　　連結営業損失　　　　　　　　　　４億７百万円（前年同期営業損失 ７億９千３百万円）

　　　連結経常損失　　　　　　　　４億３千８百万円（前年同期経常損失 ７億７千１百万円）

　　　連結第１四半期純損失　　　　　　３億５百万円（前年同期純損失　 ３億７千６百万円）

 

 (酒類事業)

  ワイン市場は総じて好調に推移しました。

  当社グループでは、麒麟麦酒株式会社およびキリンマーチャンダイジング株式会社との協働・連携を行い積極的な販

売活動を展開しました。国産ワインは、健康系デイリーワインの「おいしい酸化防止剤無添加ワイン」が好調に売上を

伸ばし、主軸の「ボン・ルージュ」、「ビストロ」は、ブランド認知度の定着もあり、ともにレギュラーサイズからお

得な大容量の1.8Ｌボックスへのシフトが顕著に進み堅調に推移しました。また、家庭料理を“おいしく、楽しく”をコ

ンセプトに、家庭料理とのベストバランスを追求した国産大型商品「Uchi！Gochi！(ウチごち)」を新発売し、順調な滑

り出しとなりました。品質の高さを評価されている国産ファインワインは、“日本の地ワイン”シリーズを中心に取扱

いを伸ばしたほか、“シャトー・メルシャン”シリーズでは、春の行楽シーズンをテーマにキャンペーンを行い「シャ

トー・メルシャン　ももいろメルロー」が前年同期の2.5倍を超える売上となりました。その他の“シャトー・メルシャ

ン”シリーズも順調に推移し、国産ワイン全体では前年同期の売上を上回りました。

　輸入ワインは、スクリューキャップの採用により売上を伸ばしているチリNo．1ワインメーカー、コンチャ・イ・トロ

社の「サンライズ」、「フロンテラ」、オーストラリアワインの「イーグルホーク」、カリフォルニアワイン「ウッド

ブリッジ」、“ベスト・バリュー・ボルドー”をコンセプトとした「ドゥルトbボルドー」が順調に推移しました。新製

品としては、カリフォルニアワインの「フランジア」が国内ボトリング切替えを機にパッケージを一新、よりフレッシュ

でフルーティーなワインとしてリニュ－アルし、堅調に推移しました。中高級ワイン群でも当社が“コア６”として位

置づけているカリフォルニアワイン“ロバート・モンダヴィ”やオーストラリアワイン“ウルフ・ブラス”などの主要

６アイテムが伸長し、輸入ワイン全体でも前年同期を上回りました。

中国酒は、高価格帯商品を中心に販売し前年同期並みに推移しました。

加工用酒類市場は、中国産冷凍餃子の問題による冷凍食品の買い控えや原油高、穀物原料の高騰による麺類等の値上げ

により厳しい状況が続きました。当社グループの加工用酒類事業では、みりんが前年同期を下回ったものの、加工用ワ

インが前年同期並みを維持しました。また、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」が

寄与し、前年同期の売上を大幅に上回りました。アルコール製剤についても既存ユーザーへの出荷が好調に推移し、加

工用酒類全体では、前年同期を上回りました。

　アルコール事業では、酎ハイなどに使用されるリキュール用アルコールを主体に販売を促進し、酒類原料用アルコー

ルは前年同期を上回りましたが、工業用アルコールは、価格競争を回避し堅実な販売を展開したため、前年同期を下回

りました。アルコール事業全体では、前年にあった未納税清酒の販売を取り止めた影響もあり、前年同期を下回りまし

た。

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

ル飲料、焼酎類については、出荷量ベースでの前年比較となりますが、商品改変を控えた受託生産品の減少により、受

託生産品は前年同期を下回りました。

　これらの結果、酒類事業の売上は、149億２千２百万円(前年同期比5.3％減)となりました。営業損失については、前

年同期比２億９千７百万円改善の７億４百万円となりました。
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 (医薬・化学品事業)

　抗生物質「ジョサマイシン」は、中国・欧州向けが順調に推移し、前年同期を上回りました。抗腫瘍性抗生物質「ピ

ラルビシン」は国内向けが減少し、中国向けの輸出で補いましたが前年同期を割込みました。その他の制癌剤も海外の

新規顧客開拓が進展したものの、第１四半期の売上には繋がらず前年同期を下回りました。その他の商品については、

昨年導入した新規商品や溶剤ほかの商品が売上を伸ばし、医薬・化学品事業全体では、前年同期を上回りました。

　これらの結果、医薬・化学品事業の売上高は、17億９千３百万円(前年同期比41.7％増)となりました。営業利益につ

いては、前年同期比１億３百万円増の２億３千５百万円となりました。

 (飼料事業)

　畜産飼料事業では、飼料原料急騰により厳しい事業環境が続くなか、配合飼料において高消化性を特長とした差別化

商品の拡売に努めるとともに、生産者個別対応の技術営業戦略が受入れられたほか、値上げ効果も加わり前年同期を大

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、酪農資材値上げの影響を受けて購入が手控えられ、

前年同期を下回りました。水産飼料事業では、生餌高騰が続くなか、養魚用配合飼料への転換が促進され、ハマチ、カ

ンパチ用「ソフトＥＰ」を中心に売上を大きく伸ばしましたが、養殖魚の取扱いを縮小したため、水産飼料事業として

は前年同期を大幅に割込みました。飼料事業全体としては、前年同期を下回りました。

　これらの結果、飼料事業の売上高は、34億４千７百万円(前年同期比7.1％減)となりました。営業利益については、前

年同期比５千３百万円増の３千万円となりました。

 (その他の事業)

　その他の事業の売上高は、４億９千１百万円(前年同期比6.3％減)となりました。営業利益については、前年同期比７

千１百万円減の２千８百万円となりました。

２．連結財政状態に関する定性的情報

  資産、負債及び純資産の状況

  当第１四半期末の総資産は、売掛金回収サイト短縮により売上債権が減少し、前年同期比49億６千５百万円減の821億

７千３百万円となりました。負債につきましては、麒麟麦酒株式会社との業務提携に伴い、未払値引等が減少し、前年

同期比39億６千２百万円減の352億３千９百万円となりました。純資産につきましては、評価換算差額等の減少により、

前年同期比10億２百万円減の469億３千４百万円となりました。この結果、自己資本比率は、56.7％となりました。

　キャッシュフローの状況　

当第１四半期における各キャッシュ・フロ－の状況とそれらの要因は次のとおりであります。

（営業キャッシュ・フロー）

　主として、売上債権の減少により、営業活動の結果獲得した資金は33億１千７百万円（前年同期比17.8％増）となり

ました。

（投資キャッシュ・フロー）

　主として、有形固定資産の取得により、投資活動の結果使用した資金は７億円（支出が前年同期比62.6％減）となり

ました。

（財務キャッシュ・フロー）

　主として、配当金の支払いにより、財務活動の結果使用した資金は９億５千３百万円（支出が前年同期比49.9％増）

となりました。

３．連結業績予想に関する定性的情報

  平成20年12月期の業績予想は、為替変動や天候不順等、不確定要素はあるものの、引き続き売上の拡大、原価低減、

効率化に努めコスト削減を図ることにより、平成20年１月31日に発表した通期の業績予想に修正はありません。

 

４．その他

(1）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）

   該当事項はありません。

 

(2）会計処理の方法における簡便な方法の採用

   法人税等の計上基準に簡便的な方法を採用しております。

 

(3）最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更

 　該当事項はありません。
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５．(要約) 四半期連結財務諸表

(1）（要約）四半期連結貸借対照表

前年同四半期末
(平成19年12月期第１四半期末)

当四半期末
(平成20年12月期第１四半期末)

増減
（参考)前期末

(平成19年12月期末)

区分 金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額
（百万円）

増減率
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

現金および預金 5,551 7,802 2,250 6,160

受取手形および

売掛金
23,861 17,979 △5,881 26,316

たな卸資産 21,424 22,797 1,373 21,836

その他 4,500 3,485 △1,015 3,992

流動資産合計 55,338 63.5 52,065 63.4 △3,273 △5.9 58,306 65.4

Ⅱ　固定資産

有形固定資産 21,646 24.8 20,776 25.3 △870 △4.0 21,087 23.7

無形固定資産 2,042 2.4 2,008 2.4 △34 △1.7 2,112 2.4

投資その他の資産 8,110 9.3 7,324 8.9 △786 △9.7 7,622 8.5

固定資産合計 31,800 36.5 30,108 36.6 △1,692 △5.3 30,823 34.6

資産合計 87,139 100.0 82,173 100.0 △4,965 △5.7 89,129 100.0

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

支払手形および

買掛金
7,405 7,936 531 8,651

短期借入金 5,632 5,183 △449 5,469

１年内返済予定

長期借入金
16 51 35 17

未払金 6,848 5,796 △1,052 9,063

その他 7,236 4,711 △2,524 5,419

流動負債合計 27,139 31.2 23,679 28.8 △3,460 △12.8 28,621 32.1

Ⅱ　固定負債

長期借入金 9,102 9,095 △6 9,155

退職給付引当金 165 157 △8 166

役員退職慰労引当金 169 － △169 169

その他 2,624 2,306 △317 2,397

固定負債合計 12,061 13.8 11,559 14.1 △502 △4.2 11,889 13.4

負債合計 39,201 45.0 35,239 42.9 △3,962 △10.1 40,511 45.5
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前年同四半期末
(平成19年12月期第１四半期末)

当四半期末
(平成20年12月期第１四半期末)

増減
（参考)前期末

(平成19年12月期末)

区分 金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額
（百万円）

増減率
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（純資産の部）         

Ⅰ　株主資本         

資本金 20,972 24.1 20,972 25.5 － － 20,972 23.5

資本剰余金 16,834 19.3 16,833 20.5 △0 △0.0 16,834 18.9

利益剰余金 9,066 10.4 8,953 10.9 △112 △1.2 9,925 11.1

自己株式 △116 △0.1 △142 △0.2 △26 － △143 △0.1

株主資本合計 46,757 53.7 46,617 56.7 △139 △0.3 47,589 53.4

Ⅱ　評価・換算差額等         

その他有価証券評価

差額金
733 0.8 396 0.5 △336 △45.9 591 0.7

繰延ヘッジ損益 16 0.0 0 0.0 △16 △98.2 7 0.0

為替換算調整勘定 170 0.2 △383 △0.5 △554 － 114 0.1

評価・換算差額等合計 920 1.0 13 0.0 △907 △98.6 713 0.8

Ⅲ　少数株主持分 259 0.3 303 0.4 43 16.8 315 0.3

純資産合計 47,937 55.0 46,934 57.1 △1,002 △2.1 48,618 54.5

負債、純資産合計 87,139 100.0 82,173 100.0 △4,965 △5.7 89,129 100.0
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(2）（要約）四半期連結損益計算書

前年同四半期
(平成19年12月期第１四半期)

当四半期
(平成20年12月期第１四半期)

増減
（参考）前期

 （平成19年12月期)

区分 金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

金額
（百万円）

増減率
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 21,258 100.0 20,655 100.0 △603 △2.8 103,329 100.0

Ⅱ　売上原価 15,622 73.5 15,602 75.5 △20 △0.1 78,146 75.6

売上総利益 5,636 26.5 5,052 24.5 △583 △10.4 25,183 24.4

Ⅲ　販売費および一般管理費 6,429 30.2 5,460 26.5 △968 △15.1 24,381 23.6

営業利益または

営業損失（△）
△793 △3.7 △407 △2.0 385 － 801 0.8

Ⅳ　営業外収益 104 0.5 93 0.5 △10 △9.8 450 0.4

Ⅴ　営業外費用 81 0.4 124 0.6 42 52.4 355 0.3

経常利益または

経常損失（△）
△771 △3.6 △438 △2.1 332 － 896 0.9

Ⅵ　特別利益 99 0.4 36 0.2 △62 △63.1 670 0.7

Ⅶ　特別損失 5 0.0 29 0.2 24 480.0 678 0.7

税金等調整前四半期

（当期）純利益または

四半期純損失（△）

△676 △3.2 △431 △2.1 245 － 888 0.9

税金費用 △282 △1.3 △115 △0.6 167 － 367 0.4

少数株主利益または

少数株主損失（△）
△17 △0.1 △10 △0.0 7 － 37 0.0

四半期（当期）純利益

または四半期純損失（△）
△376 △1.8 △305 △1.5 70 － 483 0.5
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(3） 四半期連結株主資本等変動計算書

前年同四半期（平成19年12月期第１四半期）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年12月31日　残高

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

第１四半期中の変動額

剰余金の配当 － － △666 － △666

四半期純利益 － － △376 － △376

自己株式の取得 － － － △7 △7

自己株式の処分 － 0 － 0 0

株主資本以外の項目の

第１四半期中の変動額（純額）
－ － － － －

第１四半期中の変動額合計

（百万円）
－ 0 △1,042 △7 △1,050

平成19年３月31日　残高

（百万円）
20,972 16,834 9,066 △116 46,757

評価・換算差額等

少数株主持分 純資産合計
その他有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ損益
為替換算
調整勘定

評価・換算
差額等合計

平成18年12月31日　残高

（百万円）
644 7 149 802 277 48,887

第１四半期中の変動額

剰余金の配当 － － － － － △666

四半期純利益 － － － － － △376

自己株式の取得 － － － － － △7

自己株式の処分 － － － － － 0

株主資本以外の項目の

第１四半期中の変動額（純額）
88 8 20 117 △17 100

第１四半期中の変動額合計

（百万円）
88 8 20 117 △17 △950

平成19年３月31日　残高

（百万円）
733 16 170 920 259 47,937
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当四半期（平成20年12月期第１四半期）

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19年12月31日　残高

（百万円）
20,972 16,834 9,925 △143 47,589

第１四半期中の変動額

剰余金の配当 － － △666 － △666

四半期純利益 － － △305 － △305

自己株式の取得 － － － △0 △0

自己株式の処分 － △0 － 1 1

株主資本以外の項目の

第１四半期中の変動額（純額）
－ － － － －

第１四半期中の変動額合計

（百万円）
－ △0 △972 0 △972

平成20年３月31日　残高

（百万円）
20,972 16,833 8,953 △142 46,617

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19年12月31日　残高

（百万円）
591 7 114 713 315 48,618

第１四半期中の変動額

剰余金の配当 － － － － － △666

四半期純利益 － － － － △9 △315

自己株式の取得 － － － － － △0

自己株式の処分 － － － － － 1

株主資本以外の項目の

第１四半期中の変動額（純額）
△194 △7 △498 △700 △2 △702

第１四半期中の変動額合計

（百万円）
△194 △7 △498 △700 △12 △1,684

平成20年３月31日　残高

（百万円）
396 0 △383 13 303 46,934
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（参考）前期（平成19年12月期）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年12月31日　残高

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

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

（百万円） 
－ 0 △183 △35 △218

平成19年12月31日　残高

（百万円）
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

（百万円）
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

（百万円）
△52 △0 △35 △88 37 △269

平成19年12月31日　残高

（百万円）
591 7 114 713 315 48,618
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(4）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

前年同四半期
(平成19年12月期第１四半期)

当四半期
(平成20年12月期第１四半期)

（参考）前期
(平成19年12月期)

区分 金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円）

Ⅰ　営業活動によるキャッ
シュ・フロー

税金等調整前四半期（当
期）純利益または四半期
純損失（△）

△676 △431 888

減価償却費 731 787 3,077

売上債権の増減額 10,274 8,123 7,809

たな卸資産の増減額 △1,568 △1,273 △2,243

仕入債務の増減額 △571 △680 680

その他 △4,926 △3,150 △4,307

小計 3,261 3,374 5,903

法人税等の支払額 △446 △57 △954

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

2,815 3,317 4,949

Ⅱ　投資活動によるキャッ
シュ・フロー

有価証券・投資有価証券
の純収支

136 24 225

有形固定資産の純収支 △1,797 △645 △2,532

貸付金の純収支 △50 △34 △44

利息および配当金の
受取額

9 21 74

その他 △172 △67 △783

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

△1,875 △700 △3,060
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前年同四半期
(平成19年12月期第１四半期)

当四半期
(平成20年12月期第１四半期)

（参考）前期
(平成19年12月期)

区分 金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円）

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

借入金の純収支 81 △264 △26

自己株式による純収支 △7 0 △21

配当金の支払額 △666 △666 △666

利息の支払額 △43 △23 △255

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

△636 △953 △970

Ⅳ　現金および現金同等物に係
る換算差額

2 △21 △4

Ⅴ　現金および現金同等物の増
加額

306 1,641 914

Ⅵ　現金および現金同等物の期
首残高

5,214 6,128 5,214

Ⅶ　現金および現金同等物の期
末残高

5,520 7,770 6,128
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(5）セグメント情報

［事業の種類別セグメント情報］

 

前年同四半期（平成19年12月期第１四半期）

酒類
（百万円）

医薬・
化学品

（百万円）

飼料
（百万円）

その他
（百万円）

計
（百万円）

消去また
は全社
（百万円）

連結
（百万円）

売上高および営業損益

売上高

(1）外部顧客に対する

売上高
15,758 1,266 3,709 524 21,258 － 21,258

(2）セグメント間の内部

売上高
0 － － 62 62 (62) －

計 15,758 1,266 3,709 587 21,321 (62) 21,258

営業費用 16,760 1,133 3,732 486 22,113 (60) 22,052

営業利益または営業損失（△） △1,002 132 △22 100 △792 (1) △793

当四半期（平成20年12月期第１四半期）

酒類
（百万円）

医薬・
化学品

（百万円）

飼料
（百万円）

その他
（百万円）

計
（百万円）

消去また
は全社
（百万円）

連結
（百万円）

売上高および営業損益

売上高

(1）外部顧客に対する

売上高
14,922 1,793 3,447 491 20,655 － 20,655

(2）セグメント間の内部

売上高
0 － － 129 129 (129) －

計 14,922 1,793 3,447 621 20,785 (129) 20,655

営業費用 15,626 1,557 3,417 593 21,194 (131) 21,063

営業利益または営業損失（△） △704 235 30 28 △409 (△1) △407
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(参考) 前期（平成19年12月期末）

 
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

営業利益または営業損失（△） △314 650 310 157 803 (1) 801
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