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１．平成20年12月期第３四半期の連結業績（平成20年１月１日　～　平成20年９月30日）

(1）連結経営成績 （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年12月期第３四半期 63,736 △10.3 △1,090 ― △1,059 ― △740 ―

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

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３四半期  △5.56  ―

19年12月期第３四半期  △2.27  ―

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３四半期 79,603 46,445 58.0  346.49

19年12月期第３四半期 88,458 47,910 53.9  357.77

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３四半期 3,176 △1,857 △1,025 6,382

19年12月期第３四半期 5,513 △2,400 △839 7,472

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７月に発表した通期の業績予想に修正はありません。

 

４．その他

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

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

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

メルシャン㈱ (２５３６) 平成 20 年 12 月期 第３四半期財務・業績の概況
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【定性的情報・財務諸表等】

 1.連結営業成績に関する定性的情報等

　当第３四半期のわが国経済は、原材料価格上昇に伴う物価の高騰や、株式市場の低迷、米ドルに対する円高の影響に

より企業の利益や個人消費を圧迫し、景気の減速感が強まる状況で推移いたしました。

　酒類業界では、消費の減速傾向と低価格志向が続き、企業間の販売競争が激しさを増すなか、原材料価格の上昇や為

替相場の影響による相次ぐ商品価格の値上げなど、大変厳しい事業環境が続きました。

　このような状況の中、当第３四半期（平成20年１月１日から９月30日まで)の連結売上高は、酒類事業においてワイン

が好調に推移するものの、キリンビール㈱へ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年同期を大

きく割り込みました。この結果、連結売上高は以下のとおりとなりました。

　利益面では、医薬・化学品事業、飼料事業の売上減に伴い減少いたしましたが、ワインの売上増により酒類事業では

増加し、連結営業損失は10億90百万円となりました。

 

      連結売上高　　　　　　　   637億３千６百万円（前年同期比　　　 　  10.3％減）

　　　連結営業損失　　　　　　　　　　10億90百万円（前年同期営業損失 ８億７百万円）

　　　連結経常損失　　　　　　　　　　10億59百万円（前年同期経常損失 ７億６百万円）

　　　連結第３四半期純損失　　　　　　７億40百万円（前年同期純損失　 ３億２百万円）

 

 (酒類事業)

  酒類事業では、当第３四半期のワイン市場が、当第２四半期以降に顕著となった物価高騰・株価下落などによる景気

の減速感や商品価格の相次ぐ値上げなどの影響により、特に業務用の中高級価格帯のワインについて引き続き厳しい状

況となりましたが、国産ワインでは酸化防止剤無添加ワインカテゴリーや大容量ワインが伸張、輸入ワインでは1,000円

前後のチリワイン、アルゼンチンワインや、手ごろな価格帯のスパークリングワインが好調に推移し、ワイン市場全体

としては前期を上回りました。

　当社グループのワイン事業は、事業統合効果を最大化するため、「おいしい酸化防止剤無添加ワイン」、チリワイン

「サンライズ」、「フロンテラ」等の国産・輸入デイリーワインの主力品や、「日本の地ワイン」シリーズを中心にキ

リンビール㈱、キリン・マーチャンダイジング㈱との協働・連携による積極的な販売活動を実施し、前期の売上を大幅

に上回りました。また、スペインワインの新規取扱いによる欧州ワインのポートフォリオの拡充を行いました。これら

の結果、ワイン事業全体の売上は、前年同期を大幅に上回りました。

　加工用酒類事業は、原油高や各種原材料の高騰等により市況は低迷いたしました。また、食の“安全・安心”を揺る

がす出来事が起こる中、当社グループの加工用酒類事業は、調味用みりん、発酵調味料、加工用ワインが前期売上を割

り込みましたが、主にサニテーション用に使用されるアルコール製剤は、食の“安全・安心”意識の高まりから、前年

同期を上回りました。

　アルコール事業では、低アルコール飲料に使用されるリキュール用アルコールの販売が好調で、酒類原料用アルコー

ルは、前年同期売上を大幅に上回りました。工業用アルコールは、市場価格の軟化が進む中、堅実な販売を徹底した結

果、前年同期を下回りましたが、アルコール事業全体では前年同期売上を上回りました。

　昨年７月よりキリンビール㈱に販売を移管し、同社からの受託生産を行うこととなった低アルコール飲料、国産ウイ

スキー、梅酒、焼酎類は大幅に前期を下回りました。

　これらの結果、酒類事業の売上は、456億59百万円(前年同期比14.1％減)となりました。営業損失については、前年同

期比82百万円改善の14億37百万円となりました。

 

 (医薬・化学品事業)

　医薬・化学品事業では、抗生物質「ジョサマイシン」が、中国・欧州向けの出荷が拡大したこと、および新規販路の

獲得に伴う効果もあり、順調に推移しましたが、制癌剤は期ずれ等の影響により前年同期売上を下回りました。

　その他の商品については、農業用抗生物質等が寄与し、医薬・科学品事業全体では、前年同期売上を上回りました。

　これらの結果、医薬・化学品事業の売上高は、47億67百万円(前年同期比7.4％増)となりました。営業利益については、

前年同期比90百万円減の４億41百万円となりました。
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 (飼料事業)

　畜産飼料事業では、バイオエタノール需要の高まりによる穀物価格の高騰等に伴う乳牛用の配合飼料および、乳牛用

のサプリメントの値上げ効果もあって前年同期売上を上回りました。

　水産飼料事業では、養殖飼料である生餌の高騰に拍車がかかり、全体的に水産飼料が伸び悩む中、ハマチ、カンパチ

用の「ソフトＥＰ」の販売が好調に推移したものの、水産飼料事業としては前年同期売上を下回りました。

　以上の結果、飼料事業全体では前年同期売上を上回りました。

　これらの結果、飼料事業の売上高は、120億48百万円(前年同期比0.8％増)となりました。営業利益については、前年

同期比で１億７百万円減少した結果、48百万円の営業損失に転じました。

 (その他の事業)

　その他の事業の売上高は、12億60百万円(前年同期比15.6％減)となりました。営業利益については、前年同期比で１

億71百万円減少した結果、48百万円の営業損失に転じました。

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３四半期末の総資産は、売上債権等の流動資産の減少により、前年同期比88億54百万円減の796億３百万円となり

ました。負債につきましては、仕入債務等の流動負債の減少により、前年同期比73億90百万円減の331億57百万円となり

ました。純資産につきましては、有価証券評価差額金の減少、および配当に伴う利益処分により利益剰余金が減少し、

前年同期比14億64百万円減の464億４千５百万円となりました。この結果、自己資本比率は、58.0％となりました。

　キャッシュフローの状況　

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

（営業キャッシュ・フロー）

　主として、売上債権の減少により、営業活動の結果獲得した資金は31億76百万円（前年同期比42.4％減）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18億57百万円（支出が前年同期比22.7％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10億25百万円（支出が前年同期比22.1％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７月31日に発表した通期の業績予想に修正はありません。

 

４．その他

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

   該当事項はありません。

 

(2）会計処理の方法における簡便な方法の採用

   法人税等の計上基準に簡便的な方法を採用しております。

 

(3）最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更

 　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３四半期末)

当四半期末
(平成20年12月期第３四半期末)

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 7,503 6,415 △1,088 6,160

受取手形および

売掛金
18,344 15,770 △2,574 26,316

たな卸資産 23,120 23,123 2 21,836

その他 8,418 4,245 △4,172 3,992

流動資産合計 57,387 64.9 49,554 62.3 △7,832 △13.6 58,306 65.4

Ⅱ　固定資産

有形固定資産 21,093 23.9 21,381 26.8 287 1.4 21,087 23.7

無形固定資産 2,137 2.4 1,813 2.3 △323 △15.1 2,112 2.4

投資その他の資産 7,840 8.8 6,853 8.6 △986 △12.6 7,622 8.5

固定資産合計 31,071 35.1 30,048 37.7 △1,022 △3.3 30,823 34.6

資産合計 88,458 100.0 79,603 100.0 △8,854 △10.0 89,129 100.0

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

支払手形および

買掛金
7,611 6,593 △1,018 8,651

短期借入金 5,613 5,290 △323 5,469

１年内返済予定

長期借入金
5 53 48 17

未払金 7,036 5,170 △1,865 9,063

その他 8,290 4,606 △3,684 5,419

流動負債合計 28,557 32.3 21,714 27.3 △6,843 △24.0 28,621 32.1

Ⅱ　固定負債

長期借入金 9,085 9,076 △8 9,155

退職給付引当金 170 149 △20 166

役員退職慰労引当金 169 － △169 169

その他 2,564 2,217 △347 2,397

固定負債合計 11,989 13.5 11,443 14.4 △546 △4.6 11,889 13.4

負債合計 40,547 45.8 33,157 41.7 △7,390 △18.2 40,511 45.5
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前年同四半期末
(平成19年12月期第３四半期末)

当四半期末
(平成20年12月期第３四半期末)

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 23.7 20,972 26.3 ― ― 20,972 23.5

資本剰余金 16,834 19.0 16,832 21.2 △1 △0.0 16,834 18.9

利益剰余金 9,140 10.3 8,519 10.7 △620 △6.8 9,925 11.1

自己株式 △141 △0.1 △147 △0.2 △6 ― △143 △0.1

株主資本合計 46,806 52.9 46,177 58.0 △628 △1.3 47,589 53.4

Ⅱ　評価・換算差額等         

その他有価証券評価

差額金
703 0.8 219 0.3 △484 △68.9 591 0.7

繰延ヘッジ損益 18 0.0 △56 △0.0 △74 ― 7 0.0

為替換算調整勘定 126 0.2 △199 △0.3 △326 ― 114 0.1

評価・換算差額等合計 849 1.0 △36 △0.0 △886 ― 713 0.8

Ⅲ　少数株主持分 254 0.3 304 0.3 50 19.9 315 0.3

純資産合計 47,910 54.2 46,445 58.3 △1,464 △3.1 48,618 54.5

負債、純資産合計 88,458 100.0 79,603 100.0 △8,854 △10.0 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３四半期)

当四半期
(平成20年12月期第３四半期)

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 71,058 100.0 63,736 100.0 △7,322 △10.3 103,329 100.0

Ⅱ　売上原価 53,450 75.2 48,345 75.9 △5,104 △9.6 78,146 75.6

売上総利益 17,608 24.8 15,390 24.1 △2,217 △12.6 25,183 24.4

Ⅲ　販売費および一般管理費 18,416 25.9 16,481 25.8 △1,934 △10.5 24,381 23.6

営業利益または

営業損失（△）
△807 △1.1 △1,090 △1.7 △282 ― 801 0.8

Ⅳ　営業外収益 356 0.5 345 0.5 △11 △3.1 450 0.4

Ⅴ　営業外費用 255 0.4 313 0.5 58 22.8 355 0.3

経常利益または

経常損失（△）
△706 △1.0 △1,059 △1.7 △352 ― 896 0.9

Ⅵ　特別利益 560 0.8 148 0.2 △412 △73.5 670 0.7

Ⅶ　特別損失 352 0.5 167 0.2 △184 △52.4 678 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（△）

△498 △0.7 △1,078 △1.7 △580 ― 888 0.9

税金費用 △173 △0.3 △329 △0.5 △155 ― 367 0.4

少数株主利益または

少数株主損失（△）
△23 △0.0 △9 △0.0 13 ― 37 0.0

四半期（当期）純利益

または四半期純損失（△）
△302 △0.4 △740 △1.2 △437 ― 483 0.5

メルシャン㈱ (２５３６) 平成 20 年 12 月期 第３四半期財務・業績の概況
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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３四半期）

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３四半期中の変動額

剰余金の配当 ― ― △666 ― △666

四半期純利益 ― ― △302 ― △302

自己株式の取得 ― ― ― △37 △37

自己株式の処分 ― 0 ― 4 5

株主資本以外の項目の

第３四半期中の変動額（純額）
― ― ― ― ―

第３四半期中の変動額合計

（百万円）
― 0 △968 △32 △1,001

平成19年９月30日　残高

（百万円）
20,792 16,834 9,140 △141 46,806

評価・換算差額等

少数株主持分 純資産合計
その他有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ損益
為替換算
調整勘定

評価・換算
差額等合計

平成18年12月31日　残高

（百万円）
644 7 149 802 277 48,887

第３四半期中の変動額

剰余金の配当 ― ― ― ― ― △666

四半期純利益 ― ― ― ― ― △302

自己株式の取得 ― ― ― ― ― △37

自己株式の処分 ― ― ― ― ― 5

株主資本以外の項目の

第３四半期中の変動額（純額）
59 10 △23 47 △23 23

第３四半期中の変動額合計

（百万円）
59 10 △23 47 △23 △977

平成19年９月30日　残高

（百万円）
703 18 126 849 254 47,910

メルシャン㈱ (２５３６) 平成 20 年 12 月期 第３四半期財務・業績の概況
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当四半期（平成20年12月期第３四半期）

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３四半期中の変動額

剰余金の配当 ― ― △665 ― △665

四半期純利益 ― ― △740 ― △740

自己株式の取得 ― ― ― △11 △11

自己株式の処分 ― △1 ― 7 5

株主資本以外の項目の

第３四半期中の変動額（純額）
― ― ― ― ―

第３四半期中の変動額合計

（百万円）
― △1 △1,406 △3 △1,411

平成20年９月30日　残高

（百万円）
20,972 16,832 8,519 △147 46,177

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３四半期中の変動額

剰余金の配当 ― ― ― ― ― △665

四半期純利益 ― ― ― ― ― △740

自己株式の取得 ― ― ― ― ― △11

自己株式の処分 ― ― ― ― ― 5

株主資本以外の項目の

第３四半期中の変動額（純額）
△372 △64 △313 △750 △10 △760

第３四半期中の変動額合計

（百万円）
△372 △64 △313 △750 △10 △2,172

平成20年９月30日　残高

（百万円）
219 △56 △199 △36 304 46,445

メルシャン㈱ (２５３６) 平成 20 年 12 月期 第３四半期財務・業績の概況
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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

メルシャン㈱ (２５３６) 平成 20 年 12 月期 第３四半期財務・業績の概況
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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３四半期)

当四半期
(平成20年12月期第３四半期)

（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（△）

△498 △1,078 888

減価償却費 2,257 2,479 3,077

売上債権の増減額 15,788 10,536 7,809

たな卸資産の増減額 △3,481 △1,489 △2,243

仕入債務の増減額 △364 △2,036 680

その他 △7,255 △5,057 △4,307

小計 6,445 3,353 5,903

法人税等の支払額 △932 △176 △954

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

5,513 3,176 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

159 △53 225

有形固定資産の純収支 △1,988 △1,913 △2,532

貸付金の純収支 △48 △73 △44

利息および配当金の
受取額

62 137 74

その他 △585 45 △783

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

△2,400 △1,857 △3,060

メルシャン㈱ (２５３６) 平成 20 年 12 月期 第３四半期財務・業績の概況
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前年同四半期
(平成19年12月期第３四半期)

当四半期
(平成20年12月期第３四半期)

（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 27 △186 △26

自己株式による純収支 △19 △5 △21

配当金の支払額 △666 △666 △666

利息の支払額 △180 △166 △255

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

△839 △1,025 △970

Ⅳ　現金および現金同等物に係
る換算差額

△15 △40 △4

Ⅴ　現金および現金同等物の増
加額

2,257 254 914

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

7,472 6,382 6,128

メルシャン㈱ (２５３６) 平成 20 年 12 月期 第３四半期財務・業績の概況
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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３四半期）

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
53,170 4,439 11,954 1,494 71,058 ― 71,058

(2）セグメント間の内部

売上高
2 ― ― 692 694 (694) ―

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

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

営業利益または営業損失(△) △1,519 532 59 123 △804 (3) △807

当四半期（平成20年12月期第３四半期）

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
45,659 4,767 12,048 1,260 63,736 ― 63,736

(2）セグメント間の内部

売上高
1 － － 410 412 (412) ―

計 45,661 4,767 12,048 1,671 64,149 (412) 63,736

営業費用 47,099 4,325 12,097 1,719 65,241 (413) 64,827

営業利益または営業損失(△) △1,437 441 △48 △48 △1,091 1 △1,090

メルシャン㈱ (２５３６) 平成 20 年 12 月期 第３四半期財務・業績の概況
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(参考) 前期（平成19年12月期）

 
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）

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

メルシャン㈱ (２５３６) 平成 20 年 12 月期 第３四半期財務・業績の概況
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