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1.  平成21年3月期第2四半期の業績（平成20年4月1日～平成20年9月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期第2四半期 16,981 ― 797 ― 806 ― 444 ―

20年3月期第2四半期 17,181 0.6 1,107 25.1 1,091 24.3 646 13.3

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期純利

益

円 銭 円 銭

21年3月期第2四半期 87.16 ―

20年3月期第2四半期 126.83 ―

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

21年3月期第2四半期 13,410 5,775 43.1 1,132.47
20年3月期 13,127 5,420 41.3 1,062.87

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  5,775百万円 20年3月期  5,420百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 10.00 ― 15.00 25.00
21年3月期 ― 10.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 15.00 25.00

3.  平成21年3月期の業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無  有  
 

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

通期 30,280 0.7 760 △10.2 750 △28.7 390 △41.2 76.47

4.  その他 
(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  無  

(2) 四半期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（四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

[（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】]４．その他をご覧下さい。  

(3) 発行済株式数（普通株式） 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第2四半期  5,100,000株 20年3月期  5,100,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  ―株 20年3月期  ―株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年3月期第2四半期  5,100,000株 20年3月期第2四半期  5,100,000株

１．上記の予想は、現時点で入手された情報に基づき判断した予想であり、経済情勢・市場の動向の変動等にかかわるリスクや不確定要因により実際の業績が公表した
予想数値と異なることがありますことをご承知おきください。なお、業績予想については、平成20年４月28日の平成20年３月期の決算発表時に公表した数値から修正して
おります。業績予想に関する事項は、２ページ【定性的情報・財務諸表等】３．業績予想に関する定性的情報をご参照ください。 
２．当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14
号）を適用しております。また、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 
３．当社は前事業年度まで当社子会社のジャパンジュースプロセッシング株式会社を連結決算の対象としておりましたが、同社がその主たる事業でありますBIB（Bag in 
Box）事業（業務用飲料の受託製造事業）を平成20年3月31日をもって当社に譲渡したことに伴い、同社の総資産並びに売上高・利益等を勘案して、当事業年度より同社
を連結決算の対象から除外しました。したがいまして、当事業年度より、当社決算は当社単体のみの決算（非連結）になります。 
４．上記の通り、前事業年度までは、連結財務諸表を作成しておりましたが、当事業年度より連結会社から非連結会社になったため、上記の業績予想につきましては、前
事業年度の非連結の業績との比較となっております。  



【定性的情報・財務諸表等】 

１．経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、米国サブプライムローン問題に端を発した金融不安に伴う米国経済

の減速、原油・コモディティー価格の高騰による企業業績の悪化、物価上昇による個人消費の低迷、更には株安・円

高などの要因もあり、景気の減速感が一層強まってきました。 

 清涼飲料業界におきましては、飲料メーカー各社より新製品が投入されましたが、春先より天候が不順で梅雨入り

が早かったことに加え、８月以降に個人消費が急激に落ち込んだこともあり、炭酸飲料、ミネラルウォーターは増加

したものの、業界全体の販売数量は前期比１％減（民間調査機関調べ）となりました。 

このような状況下におきまして当社は、積極的な受注活動を行うとともに、日曜日を含めた連続稼働ラインを１ラ

イン増加するなど製造体制の強化を図った結果、受託製造数量は261,369キロリットル（前期比 0.0％減）、26,770

千ケース（前期比 0.5％増）と上半期における製造ケース数では過去最高となりました。 

 しかしながら、比較的単価が高いペットボトル飲料の受注の減少、燃料費の高騰等による製造コストの増加、「食

の安全・安心」対策強化による生産効率の低下及び設備改造等の諸経費の増加、更には、たな卸資産廃棄損等の特別

損失として54百万円を計上したため、利益は悪化しました。 

その結果、当第２四半期累計期間の業績につきましては、売上高は16,981百万円（前期比 1.2％減）、営業利益

は797百万円（前期比 28.0％減）、経常利益は806百万円（前期比 26.1％減）、四半期純利益は444百万円（前期

比 31.3％減）となりました。 

  なお、「前期比増減率」につきましては、前事業年度の第２四半期累計期間における非連結の業績との増減率を参

考として記載しております。 

２．財政状態に関する定性的情報 

当第２四半期会計期間末の総資産は、現金及び預金等は減少しましたが、売掛金等が増加したため、前事業年度末

に比べ282百万円増加し、13,410百万円となりました。一方負債につきましては、買掛金や未払法人税等及び１年内

返済予定の長期借入金等が増加しましたが、長期借入金や未払金等が減少したため、前事業年度末に比べ72百万円減

少し、7,634百万円となりました。また純資産は、利益剰余金の増加により、前事業年度末に比べ354百万円増加し、

5,775百万円となりました。 

 なお、上記「前事業年度末」の金額との比較は、平成20年3月31日現在における非連結の貸借対照表上の金額と比

較したものです。 

  

３．業績予想に関する定性的情報 

今後の飲料業界の見通しにつきましては、景気減速による個人消費の低迷、燃料費・原材料価格の高止まり、「食

の安全・安心」対策等により、引き続き厳しい経営環境が続くものと予想されます。当社におきましては、受注活動

を強化するとともに、生産効率の向上や製造コストの削減に積極的に取り組んでまいりますが、景気の減速感が強ま

るなか個人消費は引き続き弱含むとみられ、また飲料業界では下期は閑散期になることもあり、通期の業績は当初計

画を下回る見込みであります。 

 そこで、先般、当社は通期の業績予想を、売上高30,280百万円、営業利益760百万円、経常利益750百万円、当期純

利益390百万円に修正いたしました。 

 詳細につきましては、平成20年９月25日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧下さい。  

（注）なお、上記の予想は、現時点で入手された情報に基づき判断した予想であり、経済情勢・市場の変動等にかかわるリスクや不確定要因

により実際の業績が公表した予想数値と異なることがありますことをご承知おきください。 

  



４．その他 

（１）簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 該当事項はありません。 

  

（２）四半期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 

①当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期財務諸表等規

則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 

②たな卸資産の評価方法 

 たな卸資産については、先入先出法及び月別移動平均法による原価法によっておりましたが、第１四半期会

計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５日）が適用されたこ

とに伴い、先入先出法及び月別移動平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿

価切下げの方法）により算定しております。これによる損益に与える影響はありません。 

  

③リース取引に関する会計基準の適用 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る会計処理によっておりました

が、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計審議会第一部

会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第

16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））が平成20年４

月１日以後開始する事業年度に係る四半期財務諸表から適用することができることになったことに伴い、第１

四半期会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る会計処理によっております。また、

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法については、リース期間を耐用年

数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。なお、リース取引開始日がリース会計基準適用初年

度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた

会計処理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。 



５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成20年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 299,856 732,682

売掛金 4,976,974 4,410,877

製品 10,542 14,326

原材料 107,105 123,530

貯蔵品 103,041 92,922

その他 245,546 206,090

流動資産合計 5,743,066 5,580,428

固定資産   

有形固定資産   

建物 6,097,946 6,058,449

減価償却累計額 △3,545,138 △3,443,105

建物（純額） 2,552,807 2,615,344

構築物 1,744,609 1,738,625

減価償却累計額 △1,199,308 △1,163,126

構築物（純額） 545,300 575,499

機械及び装置 16,852,024 16,129,676

減価償却累計額 △13,458,228 △12,988,688

機械及び装置（純額） 3,393,796 3,140,988

車両運搬具 43,619 43,929

減価償却累計額 △40,114 △39,541

車両運搬具（純額） 3,504 4,388

工具、器具及び備品 485,158 472,463

減価償却累計額 △393,459 △373,676

工具、器具及び備品（純額） 91,698 98,787

土地 464,590 464,590

建設仮勘定 13,767 14,042

有形固定資産合計 7,065,466 6,913,641

無形固定資産 147,566 169,513

投資その他の資産 454,396 464,126

固定資産合計 7,667,429 7,547,280

資産合計 13,410,496 13,127,709



（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成20年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 3,326,870 3,052,027

1年内返済予定の長期借入金 731,600 658,100

未払金 971,415 1,215,454

未払法人税等 303,702 106,140

未払消費税等 30,481 13,344

賞与引当金 114,000 138,298

役員賞与引当金 － 27,147

その他 70,291 61,695

流動負債合計 5,548,361 5,272,208

固定負債   

長期借入金 2,064,400 2,412,700

その他 22,163 22,163

固定負債合計 2,086,563 2,434,863

負債合計 7,634,924 7,707,071

純資産の部   

株主資本   

資本金 628,800 628,800

資本剰余金 272,400 272,400

利益剰余金 4,906,306 4,538,290

株主資本合計 5,807,506 5,439,490

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △31,933 △18,852

評価・換算差額等合計 △31,933 △18,852

純資産合計 5,775,572 5,420,637

負債純資産合計 13,410,496 13,127,709



（２）四半期損益計算書 
（第２四半期累計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高 16,981,704

売上原価 15,327,485

売上総利益 1,654,219

販売費及び一般管理費 856,397

営業利益 797,822

営業外収益  

受取利息 2

受取配当金 2,329

受取手数料 10,947

受取保険金 7,946

その他 9,051

営業外収益合計 30,276

営業外費用  

支払利息 18,558

その他 3,289

営業外費用合計 21,847

経常利益 806,251

特別損失  

固定資産除却損 86

たな卸資産廃棄損 29,703

製品廃棄負担金 25,285

特別損失合計 55,076

税引前四半期純利益 751,175

法人税、住民税及び事業税 295,722

法人税等調整額 10,937

法人税等合計 306,659

四半期純利益 444,515



 当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計

基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期財務諸表等規則」に従い四

半期財務諸表を作成しております。 

（３）継続企業の前提に関する注記 

 該当事項はありません。 

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

 該当事項はありません。 

  



「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表 

（１）中間損益計算書 

 
前中間会計期間  

（自 平成19年４月１日  
至 平成19年９月30日） 

区分 金額（千円）  

Ⅰ 売上高   17,181,708 

Ⅱ 売上原価   15,215,015 

   売上総利益   1,966,692 

Ⅲ 販売費及び一般管理費   858,812 

営業利益   1,107,880 

Ⅳ 営業外収益   22,423 

Ⅴ 営業外費用   38,826 

経常利益   1,091,477 

Ⅵ 特別利益   1,000 

Ⅶ 特別損失   5,601 

税引前中間純利益   1,086,875 

法人税、住民税及び事業税 430,092   

法人税等調整額 9,957 440,049 

中間純利益   646,826 
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