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

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(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 ％

20年12月期 92,743 △10.2 670 △16.3 585 △34.6 162 △66.3

19年12月期 103,329 3.8 801 △44.7 896 △42.5 483 △74.0

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 ％ ％ ％

20年12月期 1.22 ― 0.3 0.7 0.7
19年12月期 3.63 ― 1.0 1.0 0.8

（参考） 持分法投資損益 20年12月期  220百万円 19年12月期  195百万円

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 82,227 46,600 56.2 347.34
19年12月期 89,129 48,618 54.2 362.65

（参考） 自己資本   20年12月期  46,251百万円 19年12月期  48,303百万円

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 1,784 △2,655 △1,041 5,176
19年12月期 4,949 △3,060 △970 6,128

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） 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 百万円 ％ ％

19年12月期 ― ― ― 5.00 5.00 665 137.7 1.4
20年12月期 ― ― ― 5.00 5.00 665 409.3 1.4

21年12月期 
（予想）

― ― ― 5.00 5.00 ――― 74.0 ―――

3.  21年12月期の連結業績予想（平成21年1月1日～平成21年12月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

 

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

第2四半期連結累計期間 41,000 △5.8 △200 ― △300 ― △300 ― △2.25

通期 90,000 △3.0 2,100 213.2 2,000 241.5 900 453.1 6.76
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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）  有  

メルシャンバイオグリーン(株)は、平成20年10月７日付をもって会社清算手続きが結了したため、連結子会社から除外しております。  

(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） 

（注）詳細は、20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の変更」をご覧下さい。  

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（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、28ページ「１株当たり情報」をご覧ください。  

新規 ― 社 （ 社名 ） 除外 1 社 （ 社名 メルシャンバイオグリーン(株) ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 20年12月期  133,689,303株 19年12月期  133,689,303株

② 期末自己株式数 20年12月期  529,963株 19年12月期  495,233株

（参考）個別業績の概要 

1.  20年12月期の個別業績（平成20年1月1日～平成20年12月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(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 ％

20年12月期 84,273 △11.2 623 40.7 598 △2.5 347 △3.9

19年12月期 94,888 2.9 443 △51.3 614 △50.7 361 △79.8

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

20年12月期 2.61 ―

19年12月期 2.71 ―

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 78,442 46,496 59.3 349.03
19年12月期 83,274 47,335 56.8 355.23

（参考） 自己資本 20年12月期  46,496百万円 19年12月期  47,335百万円

2.  21年12月期の個別業績予想（平成21年1月1日～平成21年12月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

※ 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ける将来の見通し、計画のもととなる前提、予想を含んで掲載しております。実際の業績は、今後様々な要因によって上記予
測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および業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、３ページ「経営成績（経営成
績に関する分析）」をご覧ください。  

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

第2四半期累計期間 38,000 △2.6 △100 ― △100 ― △100 ― △0.75

通期 83,000 △1.5 2,000 220.6 2,000 234.1 1,000 187.6 7.51

2



１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

  当連結会計年度のわが国経済は、原油価格の高騰などにともない、原材料価格が上昇したことに加え、９月以降ア

メリカに端を発した金融危機の影響は世界規模に拡がり、原油価格は下落したものの景気悪化が更に進行したことに

より、企業収益や個人消費を圧迫し、極めて厳しい状況で推移しました。

      酒類業界では、消費の減少傾向と低価格志向が続き、企業間の販売競争は激しさを増すなか、原材料価格の上昇に

より一部商品価格を値上げせざるを得なくなるなど、大変厳しい環境が続きました。

      当連結会計年度の連結売上高は、酒類事業においてワインが好調に推移したものの、麒麟麦酒株式会社へ販売移管

した焼酎、低アルコール飲料などが直接販売から受託生産に切り替わったため前期を大きく割り込み、減収となりま

した。利益面では、ワインを中心に酒類は改善しましたが、水産飼料事業の原材料価格の上昇、子会社の売上減にと

もない減少し、営業利益は６億７千万円(前期比16.3％減)となりました。

   　　　　

　　　　　　連結売上高　　　　　　92,743百万円（前期比10.2％減）　　　　

　　　　　　連結営業利益　　　　　　 670百万円（前期比16.3％減）

　　　　　　連結経常利益　　　　　　 585百万円（前期比34.6％減）

      　　　連結当期純利益　　　　　 162百万円（前期比66.3％減）

 

    事業別の状況は、次のとおりであります。

   (酒類事業)

      当連結会計年度のワイン市場は、景気の悪化にともない、業務用の中高級価格帯の輸入ワインについては厳しい状

況となりましたが、国産ワインでは“安全・安心”の観点から酸化防止剤無添加ワインカテゴリーおよびリーズナブ

ルな価格の大容量ワインが伸長、輸入ワインでは店頭価格１千円前後のチリワインなどが好調に推移し、ワイン市場

全体としては前年並となりました。

 　　 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、年間を通じて麒麟麦酒株式会社、キリンマーチャ

ンダイジング株式会社との協働・連携による積極的な販売活動を実施し、家庭用市場では「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」、カリフォルニアワイン「フランジア」などの国産・輸入

デイリーワインの主力品が好調に推移しました。業務用市場では、中高級価格帯の輸入ワインは市況同様苦戦を強い

られましたが、地道な料飲店開拓により国産ぶどう100％のワイン「日本の地ワイン」シリーズが前期の売上を大幅に

上回りました。また、ワイン市場の拡大と深耕を図るための様々な取り組みとして、企業コラボレーションによる

“食”とのマッチング、飲み方提案の実施およびお客様向けイベントの実施など、ワインの楽しみを伝える活動を展

開しました。さらに裏ラベルに甘辛度、渋み、酸味、味わいを表現した共通の“味わいチャート”を取り入れ、お客

様にワインの選びやすさを提供しました。これらの結果、ワイン事業全体の売上は前期売上を大幅に上回りました。

 　　　加工用酒類市場は、食の“安全・安心”を揺るがす出来事が相次いで起こり、厳しい環境が続きました。そのなか

で当社グループの加工用酒類事業は、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、前期を上回りました。また、機

能性特化型商品の発酵調味料「味アップ やわらか肉自慢」の導入などを進めてまいりましたが、加工用酒類事業全体

では前期並で推移しました。

      アルコール事業では、低アルコール飲料など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なかで利益を確保すべく

堅実な販売を徹底したために前期を下回りましたが、アルコール事業全体では前期売上を上回りました。

      麒麟麦酒株式会社からの受託生産品である国産ウイスキー、梅酒、焼酎、低アルコール飲料などは、前期売上を大

幅に下回りました。

      これらの結果、酒類事業の売上高は674億１千万円(前期比14.5％減)となりました。また、営業損失については

　　前期比３億９百万円改善の５百万円となりました。
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   (医薬・化学品事業)

      医薬・化学品事業では、制癌剤は中国向け原薬が好調に推移しましたが、欧州向けの販売不振と円高により前期売

上を下回りました。抗生物質「ジョサマイシン」も微増にとどまりましたが、新規導入の制癌剤が大きく寄与した結

果、医薬・化学品事業全体では、前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69億４千７百万円(前期比21.3％増)となりました。また、営業利益に

ついては前期比２千４百万円減の６億２千５百万円となりました。

   (飼料事業)

      畜産飼料事業では、穀物価格の高騰に連動した乳牛用の配合飼料およびサプリメントの値上げ効果もあって前期売

上を上回りました。水産飼料事業では、ハマチ、カンパチ用の「ソフトＥＰ」の販売は好調に推移しましたが、養殖

飼料原料の高騰などに拍車がかかり全体的に伸び悩み、前期売上を下回りました。飼料事業全体でも前期売上を下回

りました。

      これらの結果、飼料事業の売上高は167億１千４百万円(前期比0.4％減)となりました。また、営業利益については

前期比２億６百万円減の１億３百万円となりました。

   (その他の事業)

      その他の事業の売上高は、16億７千万円(前期比15.7％減)となりました。また、営業損益については前期比で２億

１千２百万円減少し、５千５百万円の営業損失に転じました。

 

 

(2）財政状態に関する分析

  資産、負債および純資産の状況

  当連結会計年度の総資産は、国内市場の悪化を原因とした販売低迷にともなう営業債権の減少および在庫削減によ

るたな卸資産の圧縮により、前期比69億１百万円減の822億２千７百万円となりました。負債につきましては、営業債

務および未払酒税が減少したこと等により、前期比48億８千３百万円減の356億２千７百万円となりました。純資産に

つきましては、為替換算勘定等の減少により、前期比20億１千８百万円減の466億円となりました。　

　この結果、自己資本比率は、56.2％となりました。

      

　キャッシュ・フローの状況　

当連結会計年度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。

（営業活動によるキャッシュ・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27億８千４百万円（前期比43.7％減）となりま

した。

（投資活動によるキャッシュ・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26億５千５百万円（支出が前期比13.2％減）

となりました。

（財務活動によるキャッシュ・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10億４千１百万円（支出が前期比7.3％増）とな

りました。

 

(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、株主の皆様に対し、長期にわたり安定的な配当を継続して実施することを基本方針として利益配分を行っ

ております。

      その一方で、経営体質の強化および将来の事業展開に向けて、設備投資や研究開発等に備えるために内部留保の充

実強化も重要と考えております。

      このような方針のもとで、当期の期末配当金につきましては、１株当たり５円とさせていただく予定でおります。
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２．企業集団の状況
概略図

 

製品・サ－ビス 

得意先 

非連結子会社 
㈱メルシャンサロン
（サ－ビス業） 
㈲ラ・ヴィーニュ 

持分法適用関連会社 
日本合成アルコール㈱ 

関連会社 
サンバイオ㈱ 
㈲タックス 
㈱葡萄ラボ 

その他の子会社、関連会社、関連当事者 

連結子会社 
マーカムヴィニヤーズ 

シャトーレイソン 
非連結子会社 
エムピーケー㈱ 

関連会社 
紹興古越龍山酒業有限公司 

紹興古越龍山果酒有限公司 

製品 

連結子会社 
三楽ファインケミカル㈱ 

 

製品 

関連会社 
マリーンバイオ㈱ 

製品 

連結子会社 
㈱メルシャンクリンテック 

㈱メルシャン軽井沢美術館 

三桜産業㈱ 

製品 

親会社の子会社 
  麒麟麦酒㈱ 
連結子会社 

メルコム㈱ 
日本リカー㈱ 
メルシャンケミカル㈱ 
メルシャンフィード㈱ 
南紀串本水産㈱ 

非連結子会社 
㈱京橋ワインリカーショップ 

持分法適用関連会社 
深萬楽薬業有限公司 

製品 

連結子会社 
 メルテックサービス㈱ 

製品・サービス 

輸送部門 

親会社 
 キリンホールディングス㈱ 

親会社 

酒類事業 医薬・化学品事業 飼料事業 その他事業 

メルシャン㈱ 
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３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

  当社は、1934年の創業以来、一貫して、発酵技術を活かして社会に貢献してまいりました。現在では、ワインをは

じめとする酒類事業、抗生物質や制癌剤等の医薬・化学品事業、畜産・水産の飼料事業などを展開しております。

  2007年７月には、キリンホールディングス株式会社の事業会社として新体制をスタートし、新生メルシャンの「第

二の創業」と位置づけ、企業価値の一層の向上とさらなる発展をめざしてまいります。 

  【経営理念】

      メルシャン(「Ｍｅｒｃｉ＋ａｎ」＝常に感謝の気持ちを持ち続ける人)は、その社名が示すとおり、お客様への感

謝の気持ちを常に大切にし、「自然の恵みをくらしに活かす」企業活動を行ってまいります。

  【経営ビジョン】

   ・ 成長のシナリオの実現

      将来的に市場拡大の可能性がある“ワイン事業”と“加工用酒類事業”に特化し、両事業分野でのストロングNo.1

をめざします。

   ・ お客様視点の経営の実践

      メルシャンの社名が示す“お客様に常に感謝の気持ちを持って行動する会社”に名実ともに変わります。そのため

に経営のあり方や仕組みを常に変革し続けます。

   ・ 品質管理とＣＳＲ(企業の社会的責任)の向上

      企業活動の基盤となる品質管理とＣＳＲの向上に不断の努力を行ってまいります。

 

(2）目標とする経営指標

  当社が目標とする経営指標は、企業価値の向上をめざしてＥＶＡ(経済的付加価値)とし、その改善への取り組みを

継続してまいります。さらに企業ビジョンと戦略を明確にすることで、財務数値に表される業績だけでなく、財務以

外の経営状況や経営品質から経営を評価し、バランスのとれた業績評価を行うといった考え方を融合させて、より強

固な経営システムとしての運用を進めてまいります。

 

(3）中長期的な会社の経営戦略

  当社は、2007年７月にキリンホールディングス株式会社の事業会社として新体制をスタートしました。キリングルー

プ長期経営構想“キリン・グループ・ビジョン２０１５”に掲げる飛躍的成長の実現に向け、当社の役割を果たすべ

く本年度より５年間に亘る中期経営計画がスタートしました。

  今回の中期経営計画では、グループ連携の最大化とこれまでにない経営革新を断行し、激変する市場環境のなかで、

“ワイン”と“加工用酒類”のそれぞれの分野でストロングNo.1の早期実現と経営理念・経営ビジョンに沿った企業

活動の実践を図り、すべてのステークホルダーから高い評価を獲得する事をめざします。

      ワイン事業では、ワイン専門総合会社として“健全なワイン市場の形成と拡大への貢献”、“お客様支持率No.1の

獲得”の実現に向けて、お客様視点に立った価値営業の提案を行います。加工用酒類事業では、今まで培ってきた技

術力・提案力・商品開発力を十分に発揮し、業界随一の品揃えを持つ強みを活かして、お酒の持つ天然系調味料とし

ての“安全・安心”をさらに高め潜在需要の開拓に取り組んでまいります。また、医薬・化学品および飼料事業では、

安定的な事業運営の推進により事業価値の向上に努めます。

 

(4）会社の対処すべき課題

  当社がめざす、“ワイン事業と加工用酒類事業に特化し両事業分野でNo.1となること”、“お客様視点の経営を実

践する会社となること”および“品質管理とＣＳＲの向上に努めること”の３つの方針を実現するために経営のあり

方、仕組み、組織風土等を絶えず見直し革新してまいります。

   ① 経営基盤の整備

      経営基盤の整備として、2007年７月にカンパニー制を廃止し、ワイン事業と加工用酒類事業特化型のスリム化した

組織へ変更しました。2008年７月にはワイン事業の組織をさらに見直すなど、今後も事業環境の変化に対応し絶えず

見直しを行い、それぞれの分野でストロングNo.1の早期実現を目指してまいります。また、2007年７月に新設したＣ

ＳＲ推進部を中心に、全社リスクマネジメント・品質管理機能を強化し、さらなるＣＳＲの向上を図ります。

   ② コスト競争力の強化

      コスト改善活動を全社展開するとともにワイン専門総合会社に相応しい価値訴求型事業モデルを構築します。また、

営業・販売促進・生産・ＳＣＭ(サプライチェーンマネジメント)など、あらゆる分野でのグループ連携強化により大

幅なコスト削減を図ります。

   ③ 組織風土・行動の革新

      全社員の行動指針にお客様視点を浸透・実践させるとともに、“新たなワイン需要の創造と拡大”、“一人一人の

働き方の改善”の全社的運動を展開しております。また、各部門で人材育成プログラムを導入し、自由闊達でいきい

きした組織風土を醸成します。
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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19年12月31日）
当連結会計年度

（平成20年12月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（資産の部）        

Ⅰ　流動資産        

１　現金および預金   6,160   5,210  

２　受取手形および売掛金 ※４  26,316   23,993  

３　有価証券   36   47  

４　たな卸資産   21,836   20,319  

５　繰延税金資産   1,601   937  

６　その他   2,367   2,577  

貸倒引当金   △13   △21  

流動資産合計   58,306 65.4  53,062 64.5

Ⅱ　固定資産        

１　有形固定資産        

(1）建物および構築物
※２,
 ５

20,466   20,519   

減価償却累計額  10,366 10,099  10,616 9,903  

(2）機械装置および
運搬具

※２,
 ５

36,980   38,332   

減価償却累計額  28,750 8,229  29,700 8,631  

(3）土地 ※２  1,708   1,662  

(4）建設仮勘定   459   119  

(5）その他 ※５ 2,530   2,562   

減価償却累計額  1,939 590  1,959 603  

有形固定資産合計   21,087 23.7  20,920 25.5

２　無形固定資産   2,112 2.4  1,726 2.1

３　投資その他の資産        

(1）投資有価証券 ※１  4,159   3,241  

(2）前払年金費用   1,525   1,307  

  (3）繰延税金資産   29   31  

(4）その他 ※１  2,008   1,981  

貸倒引当金   △100   △43  

投資その他の資産合計   7,622 8.5  6,518 7.9

固定資産合計   30,823 34.6  29,165 35.5

資産合計   89,129 100.0  82,227 100.0
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前連結会計年度

（平成19年12月31日）
当連結会計年度

（平成20年12月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（負債の部）        

Ⅰ　流動負債        

１　支払手形および買掛金 ※４  8,651   7,111  

２　短期借入金 ※２  5,469   5,342  

３　１年内返済予定長期
借入金

  17   4,048  

４　未払金   9,063   7,417  

 ５　未払費用   2,115   1,183  

６　未払法人税等   154   148  

７　預り金   2,721   2,329  

８　賞与引当金   240   374  

９　その他 ※４  187   570  

流動負債合計   28,621 32.1  28,526 34.7

Ⅱ　固定負債        

１　長期借入金   9,155   5,057  

２　繰延税金負債   2,372   1,768  

３　退職給付引当金   166   149  

４　役員退職慰労引当金   169   －  

５　長期預り金   14   5  

６　その他   11   120  

固定負債合計   11,889 13.4  7,101 8.6

負債合計   40,511 45.5  35,627 43.3

（純資産の部）        

Ⅰ　株主資本        

１　資本金   20,972 23.5  20,972 25.5

２　資本剰余金   16,834 18.9  16,831 20.5

３　利益剰余金   9,925 11.1  9,422 11.4

４　自己株式   △143 △0.1  △148 △0.1

　　株主資本合計   47,589 53.4  47,079 57.3

Ⅱ　評価・換算差額等        

１　その他有価証券評価差額
金

  591 0.7  86 0.1

２　繰延ヘッジ損益   7 0.0  △3 △0.0

３　為替換算調整勘定   114 0.1  △910 △1.2

　　評価・換算差額等合計   713 0.8  △827 △1.1

Ⅲ　少数株主持分   315 0.3  348 0.5

純資産合計   48,618 54.5  46,600 56.7

負債純資産合計   89,129 100.0  82,227 100.0
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(2）連結損益計算書

  
前連結会計年度

（平成19年１月１日から
平成19年12月31日まで）

当連結会計年度
（平成20年１月１日から
平成20年12月31日まで）

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   103,329 100.0  92,743 100.0

Ⅱ　売上原価 ※２  78,146 75.6  69,976 75.5

売上総利益   25,183 24.4  22,766 24.5

Ⅲ　販売費および一般管理費
※１,
 ２

 24,381 23.6  22,095 23.8

営業利益   801 0.8  670 0.7

Ⅳ　営業外収益        

１　受取利息  15   18   

２　受取配当金  50   60   

３　持分法による投資利益  195   220   

４　為替差益  29   －   

５　補助金収入  57   39   

６　その他  102 450 0.4 116 455 0.5

Ⅴ　営業外費用        

１　支払利息  255   265   

２　売上割引  36   －   

３　為替差損  －   194   

４　その他  63 355 0.3 81 540 0.6

経常利益   896 0.9  585 0.6

Ⅵ　特別利益        

１　固定資産売却益 ※３ 491   157   

２　投資有価証券売却益  64   6   

３　保険差益  －   82   

４　事務所移転補償金  －   69   

５　その他 ※５ 114 670 0.7 34 351 0.4
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前連結会計年度

（平成19年１月１日から
平成19年12月31日まで）

当連結会計年度
（平成20年１月１日から
平成20年12月31日まで）

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅶ　特別損失        

１　固定資産処分損 ※４ 75   152   

 ２　固定資産圧縮損  －   80   

３　投資有価証券評価損  16   10   

４　貸倒引当金繰入額  15   －   

 ５　事業再編成費用 ※６ 419   －   

 ６　災害損失 ※７ 150   －   

７　その他 ※８ 1 678 0.7 70 314 0.3

税金等調整前当期純利益   888 0.9  622 0.7

法人税、住民税および　
事業税

 169   186   

法人税等還付税額  －   △142   

法人税等調整額  197 367 0.4 379 424 0.5

少数株主利益   37 0.0  34 0.0

当期純利益   483 0.5  162 0.2
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(3）連結株主資本等変動計算書

 前連結会計年度（平成19年１月１日から　平成19年12月31日まで）
(単位：百万円) 

 

 

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 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 － 0 △183 △35 △218

平成19年12月31日　残高 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 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 △52 △0 △35 △88 37 △269

平成19年12月31日　残高 591 7 114 713 315 48,618
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 当連結会計年度（平成20年１月１日から　平成20年12月31日まで）
(単位：百万円) 

 

 

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 20,972 16,834 9,925 △143 47,589

連結会計年度中の変動額      

剰余金の配当 ― ― △665 ― △665

当期純利益 ― ― 162 ― 162

自己株式の取得 ― ― ― △14 △14

自己株式の処分 ― △2 ― 10 7

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 ― △2 △503 △4 △510

平成20年12月31日　残高 20,972 16,831 9,422 △148 47,079

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 591 7 114 713 315 48,618

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当 ― ― ― ― ― △665

当期純利益 ― ― ― ― ― 162

自己株式の取得 ― ― ― ― ― △14

自己株式の処分 ― ― ― ― ― 7

株主資本以外の項目の連結会計

年度中の変動額(純額)
△504 △11 △1,025 △1,541 33 △1,507

連結会計年度中の変動額合計 △504 △11 △1,025 △1,541 33 △2,018

平成20年12月31日　残高 86 △3 △910 △827 348 46,600
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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

（平成19年１月１日から
平成19年12月31日まで）

当連結会計年度
（平成20年１月１日から
平成20年12月31日まで）

区分 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   

税金等調整前当期純利益 888 622

減価償却費 3,077 3,406

のれん償却額 56 56

貸倒引当金の増減額 △45 △48

賞与引当金の増減額 △105 134

退職給付引当金の増減額 △15 △16

前払年金費用の増減額 204 218

役員退職慰労引当金の増減額 △405 △169

受取利息および受取配当金 △65 △78

支払利息 255 265

為替差損益 4 33

持分法による投資利益 △195 △220

有価証券売却益 △3 △1

投資有価証券売却益 △64 △6

投資有価証券評価損 16 10

有形固定資産除却・売却損 69 152

有形固定資産売却益 △490 △157

事務所移転補償金 － △69

保険差益 － △82

固定資産圧縮損 － 80

事業再編成費用 419 －

売上債権の増減額 7,809 2,219

たな卸資産の増減額 △2,243 901

その他資産の増減額 △481 98

仕入債務の増減額 680 △1,499

その他負債の増減額 △3,460 △3,001

役員賞与 △1 －

小計 5,903 2,847

　火災保険に係る収入 － 117

法人税等の支払額 △954 △180

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,949 2,784

13



 
前連結会計年度

（平成19年１月１日から
平成19年12月31日まで）

当連結会計年度
（平成20年１月１日から
平成20年12月31日まで）

区分 金額（百万円） 金額（百万円）

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入れによる支出 △1 △1

有価証券の取得による支出 △142 △133

有価証券の売却による収入 298 111

有形固定資産の取得による支出 △3,193 △2,787

有形固定資産の売却による収入 661 142

無形固定資産の取得による支出 △678 △276

投資有価証券の取得による支出 △2 △4

投資有価証券の売却による収入 71 7

貸付による支出 △169 △203

貸付金の回収による収入 124 115

利息および配当金の受取額 74 157

その他投資活動による増減額 △104 216

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,060 △2,655

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 46 △52

長期借入れによる収入 － 4

長期借入金の返済による支出 △73 △51

自己株式の売却収入 5 7

自己株式の取得による支出 △27 △14

配当金の支払額 △666 △666

利息の支払額 △255 △267

財務活動によるキャッシュ・フロー △970 △1,041

Ⅳ　現金および現金同等物に係る換算差額 △4 △39

Ⅴ　現金および現金同等物の増減額 914 △951

Ⅵ　現金および現金同等物の期首残高 5,214 6,128

Ⅶ　現金および現金同等物の期末残高 6,128 5,176

14



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

（平成19年１月１日から
平成19年12月31日まで）

当連結会計年度
（平成20年１月１日から
平成20年12月31日まで）

１　連結の範囲に関する事項

 

(1）連結子会社数　　13社

　会社名は、「第２企業集団の状況」

に記載のとおりです。

(1）連結子会社数　　12社

　　　　　　　 同左

 なお、メルシャンバイオグリーン㈱は、

平成20年10月７日付をもって会社清算

手続きが結了したため、連結子会社か

ら除外しております。

 

 

(2）主要な非連結子会社の名称等

㈱メルシャンサロン

(2）主要な非連結子会社の名称等

同左

 

 

(非連結子会社について連結の範囲か

ら除いた理由）

　非連結子会社の総資産、売上高、当

期純損益(持分に見合う額)および利益

剰余金(持分に見合う額)等のそれぞれ

の合計額は、連結会社の総資産、売上

高、当期純損益および利益剰余金のそ

れぞれの合計額に対していずれも重要

性がないため連結の範囲から除いてお

ります。

 

 

 

 

２　持分法の適用に関する事項

 

(1）持分法適用会社

非連結子会社　　なし

関連会社　　　　２社

日本合成アルコール㈱

深圳萬楽薬業有限公司

(1）持分法適用会社

　　　　　　 同左

 

 

 

 

 

(2）持分法非適用会社

非連結子会社

　㈱メルシャンサロン　他３社

関連会社

　サンバイオ㈱　他５社

（非連結子会社および関連会社につい

て持分法を適用しない理由）

　持分法非適用会社は、当期純損益お

よび利益剰余金等に与える影響が軽微

であり、かつ全体としても重要性がな

いため、持分法の適用から除いており

ます。

(2）持分法非適用会社

同左

 

 

 

 

 (3）持分法適用会社のうち、決算日が連

結決算日と異なる会社については、各

社の会計期間に係る財務諸表を使用し

ております。

(3)　　　　　　  同左

15



項目
前連結会計年度

（平成19年１月１日から
平成19年12月31日まで）

当連結会計年度
（平成20年１月１日から
平成20年12月31日まで）

３　連結子会社の事業年度等に

　関する事項

　連結子会社のうち、シャトー・レイソ

ンの決算日は、10月31日であります。連

結財務諸表の作成にあたっては同日現在

の財務諸表を使用し、連結決算日との間

に生じた重要な取引については、連結上

必要な調整を行っております。

  また、日本リカー㈱の決算日は、３月

31日であります。当期連結財務諸表を作

成するに当たっては12月31日現在で決算

に準じた仮決算を行った財務諸表を使用

しております。

　他の連結子会社の決算日は、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お

　よび評価方法

 

(イ）有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

　決算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）

(イ）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

　移動平均法による原価法

(ロ）デリバティブ

　時価法

(ハ）たな卸資産

　移動平均法による原価法

時価のないもの

同左

(ロ）デリバティブ

同左

(ハ）たな卸資産

同左

(2）重要な減価償却資産の減

　価償却の方法

 

(イ）有形固定資産

　定率法

　ただし、平成10年４月１日以降に取

得した建物については定額法によって

おります。

　なお、主な耐用年数は以下のとおり

であります。

(イ）有形固定資産

　　　　　　　同左

 

 

建物および構築物 10～45年

機械装置および運搬具 ４～12年

  

  

 
　

　　

　　(追加情報)

　　当連結会計年度より、法人税法の改

　正にともない平成19年３月31日以前に

　取得した資産については、改正前の法

　人税法の適用により取得価額の５％に

　到達した事業年度の翌会計年度より、

　取得価額の５％相当額と備忘価額との

　差額を５年間にわたり均等償却し、減

　価償却費に含めて計上しております。

　　これにより、営業利益、経常利益、

　および税引前当期純利益が176百万円

　減少しております。
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項目
前連結会計年度

（平成19年１月１日から
平成19年12月31日まで）

当連結会計年度
（平成20年１月１日から
平成20年12月31日まで）

 

 

(ロ）無形固定資産

　定額法

　なお、ソフトウエア（自社利用分）

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。

(ロ）無形固定資産

同左

(3）重要な引当金の計上基準 (イ）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。

(イ）貸倒引当金

同左

 

 

(ロ）賞与引当金

　従業員の賞与の支給に備えるため、

将来の賞与支給見込額のうち当連結会

計年度の負担額を計上しております。

(ロ）賞与引当金

同左

 

 

(ハ）役員賞与引当金

　役員の賞与の支給に備えるため、支

給見込額のうち当連結会計年度に負担

すべき額を計上しております。

(ハ）役員賞与引当金

同左

 

 

 

(ニ）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

および年金資産の見込額に基づき、計

上しております。

　なお、当社の会計基準変更時差異

（3,249百万円）については、15年によ

る按分額を費用処理しております。

　また、数理計算上の差異は、各連結

会計年度の発生時における従業員の平

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、それぞれ発

生の翌連結会計年度から損益処理して

おります。

　過去勤務債務は、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損益処

理しております。

(ニ）退職給付引当金

同左
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項目
前連結会計年度

（平成19年１月１日から
平成19年12月31日まで）

当連結会計年度
（平成20年１月１日から
平成20年12月31日まで）

 

 

(ホ）役員退職慰労引当金

　役員、執行役員および執行理事の退

職慰労金の支出に備えるため、内規に

基づく期末要支給額を計上しておりま

す。

(ホ）役員退職慰労引当金

――――――

 

 

 

 

　(追加情報)

　 当社は役員の退職慰労金支給に備える

ため、内規に基づく期末要支給額を計上

しておりましたが、平成20年３月25日開

催の定時株主総会において、当社役員の

退職慰労金制度の廃止および打ち切り支

給を決議いたしました。

　これにより当連結会計年度より当社役

員に対する役員退職慰労金を全額取崩し、

打ち切り支給にともなう未払額107百万円

を固定負債の「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

（平成19年１月１日から
平成19年12月31日まで）

当連結会計年度
（平成20年１月１日から
平成20年12月31日まで）

(5）重要なヘッジ会計の方法 (イ）ヘッジ会計の方法 (イ）ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理によっております。

　なお、振当処理の要件を満たしてい

る為替予約については振当処理を、特

例処理の要件を満たしている金利ス

ワップについては特例処理によってお

ります。

同左

 

 

 

(ロ）ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段

　デリバティブ取引（為替予約取引、金

利スワップ取引）

(ロ）ヘッジ手段とヘッジ対象

　　　　　　同左

　

 

 

ヘッジ対象

　相場変動等による損失の可能性があ

り、相場変動等が評価に反映されてい

ないものおよびキャッシュ・フローが

固定され、その変動が回避されるもの。

ヘッジ対象

同左

 

 

(ハ）ヘッジ方針

　当社の内規に基づき、通貨および金

利の取引における市場相場変動および

キャッシュ・フロー変動に対するリス

ク回避を目的としてデリバティブ取引

を利用しており、投機目的の取引は

行っておりません。

(ハ）ヘッジ方針

同左

 

 

(ニ）ヘッジ有効性評価の方法

　ヘッジの有効性の判定は、原則とし

てヘッジ開始時から有効性判定時点ま

での期間において、ヘッジ対象の相場

変動またはキャッシュ・フロー変動の

累計とヘッジ手段の相場変動または

キャッシュ・フロー変動の累計とを比

較し、両者の変動額等を基礎にして判

断することとしております。

(ニ）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

(イ）消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

(イ）消費税等の会計処理

同左

５　連結子会社の資産および負

　債の評価に関する事項

　連結子会社の資産および負債の評価に

ついては、全面時価評価法を採用してお

ります。

同左

６　のれんの償却に関する事項 　のれんの償却については、連結子会社

の実態に基づいた適切な償却方法および

期間で償却しております。

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

　連結キャッシュ・フロー計算書におけ

る資金（現金および現金同等物）は、手

許現金、随時引き出し可能な預金および

容易に換金可能で、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
（平成19年１月１日から
平成19年12月31日まで）

当連結会計年度
（平成20年１月１日から
平成20年12月31日まで）

 (有形固定資産の減価償却方法)
　当連結会計年度より、平成19年度の税制改正による
減価償却方法を適用しており、平成19年４月１日以降
取得した建物(附属設備を除く)については定額法、そ
の他の有形固定資産については定率法を採用しており
ます。ただし既存資産については、従来どおり旧定額
法、旧定率法によっております。
　なお、この変更による影響額は軽微であります。 

 　　　　　　　　―――――――――

　表示方法の変更

前連結会計年度
（平成19年１月１日から
平成19年12月31日まで）

当連結会計年度
（平成20年１月１日から
平成20年12月31日まで）

　　　　　　　 　―――――――――

 

（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「売上割

  引」は、営業外費用の100分の10以下になったため、営

　業外費用の「その他」に含めて表示することになりまし

 た。

　　なお、当連結会計年度の「売上割引」は０百万円であ

　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19年12月31日）

当連結会計年度

（平成20年12月31日）

※１　非連結子会社および関連会社に対するものは、次の

とおりであります。

※１　非連結子会社および関連会社に対するものは、次の

とおりであります。

投資有価証券（株式）        1,117百万円

出資金 　 653　〃

投資有価証券（株式）        1,133百万円

出資金 704　〃

※２　担保に供している資産ならびに担保付債務は次のと

おりであります。

※２　　　　　　　　――――――――

担保資産  

建物および構築物      63百万円 (63百万円)

機械装置および

運搬具
　　74　〃 (74　〃　)

土地 　　 28　〃 (28　〃　)

合計      166百万円 (166百万円)

   

 　　  

 　  

          

担保付債務  

短期借入金       3百万円 (3百万円)

合計       3百万円 (3百万円)

　上記のうち（　）内書は、工場財団抵当ならびに当

該債務を示しております。

     

         

 

　３　偶発債務

　下記会社等の金融機関借入金に対し保証を行ってお

ります。

　３　偶発債務

　従業員の金融機関借入金に対し保証を行っておりま

す。

保証先 保証額

サンバイオ㈱    53百万円

従業員

（提携カードローン）
　60　〃

従業員（住宅貸付金） 　 155　〃

合計      269百万円

保証先 保証額

従業員（提携カードローン） 56百万円

従業員（住宅貸付金）　 　139　〃　

合計         195百万円

※４　期末日満期手形の会計処理については、手形交換日

をもって決済処理しております。

　なお、当連結会計年度末日が金融機関の休日であっ

たため、次の期末日満期手形が決算期末日残高に含ま

れております。

※４　期末日満期手形の会計処理については、手形交換日

をもって決済処理しております。

　なお、当連結会計年度末日が金融機関の休日であっ

たため、次の期末日満期手形が決算期末日残高に含ま

れております。

受取手形

支払手形

設備関係支払手形 

     196百万円

3百万円

8百万円

受取手形

支払手形

 

     224百万円

3百万円

 ※５　圧縮記帳額  ※５　圧縮記帳額

　     建物および構築物　　　　　　　　　　　2百万円

　　　 その他　　　　　　　　　　　　　　　127百万円

 

建物および構築物

機械装置および運搬具

その他

2百万円

80百万円

127百万円
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（連結損益計算書関係）

前連結会計年度
（平成19年１月１日から
平成19年12月31日まで）

当連結会計年度
（平成20年１月１日から
平成20年12月31日まで）

※１　販売費および一般管理費のうち、主要な費目および

金額は次のとおりであります。

※１　販売費および一般管理費のうち、主要な費目および

金額は次のとおりであります。

販売促進費        4,376百万円

支払運賃        3,511　〃

広告宣伝費          971　〃

保管料        1,754　〃

給与手当等        6,641　〃

賞与引当金繰入額 　 161　〃

退職給付費用  431  〃

役員退職慰労引当金繰入額 12　〃

減価償却費 　662　〃

研究開発費 　 794　〃

たな卸資産処分損 　 274　〃

販売促進費      3,741百万円

支払運賃     　2,948　〃

広告宣伝費 918　〃

保管料        1,748　〃

給与手当等      6,125  〃

賞与引当金繰入額 260　〃

退職給付費用 418　〃

減価償却費 651　〃

研究開発費 788　〃

たな卸資産処分損 307　〃

※２　一般管理費および当期製造費用に含まれる研究開発

費は、843百万円であります。

※２　一般管理費および当期製造費用に含まれる研究開発

費は、843百万円であります。

※３　固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。 ※３　固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。

ビル所有権持分     477百万円

その他 13  〃

合計    491百万円

建物および構築物        0百万円

機械装置および運搬具 3  〃

土地 153  〃

その他 0  〃

合計       157百万円

※４　固定資産処分損の内訳は次のとおりであります。 ※４　固定資産処分損の内訳は次のとおりであります。

建物・構築物処分損     26百万円

機械装置・運搬具処分損 　 27　〃

その他固定資産処分損 　16　〃

解体費、その他 　 4　〃

合計         75百万円

建物および構築物       49百万円

機械装置および運搬具 93　〃

その他 9　〃

合計        152百万円

※５　特別利益その他の主な内訳 ※５　特別利益その他の内訳

貸倒引当金戻入益    61百万円

固定資産処分損戻入益 　 47　〃

ゴルフ会員権売却益 　 5　〃

貸倒引当金戻入益 34百万円　

  

※６　事業再編成費用の内訳 ※６　　　　　　　　　――――――

たな卸資産処分損     211百万円

有形固定資産除却損 　 67　〃

事務所移転費用 　77　〃

リース解約違約金 　12　〃

ラベルデザイン除却損 　 51　〃

合計         419百万円

        

 　

 　

 　

  

            

※７　災害損失は、台風により毀損した商品在庫の整理損

失であります。  

※７　　　　　　　　　――――――

 

※８　　　　　　　　―――――― ※８　特別損失その他の主な内訳

事業移管にともなう損失 21百万円　

事務所移転費用 20　〃　
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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（平成19年１月１日から　平成19年12月31日まで）

１．発行済株式の種類および総数ならびに自己株式の種類およ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 133,689,303 － － 133,689,303

合計 133,689,303 － － 133,689,303

自己株式

普通株式　　　（注) 375,862 137,734 18,363 495,233

合計

 
375,862 137,734 18,363 495,233

 　　(注) 普通株式の自己株式増加137,734株は、単元未満株式の買取による増加89,734株および持分法適用関連会社

 　　　　 が取得した自己株式(当社株式)の当社帰属分48,000株の増加であり、減少18,363株は、単元未満株式の買増

 　　　　 請求による売渡であります。

 

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28日

定時株主総会
普通株式 666 5 平成18年12月31日 平成19年３月29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20年３月25日

定時株主総会
普通株式 665 利益剰余金 5 平成19年12月31日 平成20年３月26日
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当連結会計年度（平成20年１月１日から　平成20年12月31日まで）

１．発行済株式の種類および総数ならびに自己株式の種類およ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 133,689,303 ― ― 133,689,303

合計 133,689,303 ― ― 133,689,303

自己株式

普通株式　　　（注) 495,233 69,881 35,151 529,963

合計

 
495,233 69,881 35,151 529,963

 　　(注) 普通株式の自己株式増加69,881株は、単元未満株式の買取による増加であり、減少35,151株は、単元未満株

 　　　　 式の買増請求による売渡であります。

 　　　　 

 

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20年３月25日

定時株主総会
普通株式 665 5 平成19年12月31日 平成20年３月26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21年３月24日

定時株主総会
普通株式 665 利益剰余金 5 平成20年12月31日 平成21年３月25日
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度
（平成19年１月１日から
平成19年12月31日まで）

当連結会計年度
（平成20年１月１日から
平成20年12月31日まで）

※　現金およ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

※　現金およ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

現金および預金勘定      6,160百万円

預入れ期間が３ヶ月を超える

定期預金
　　△31　〃

現金および現金同等物     6,128百万円

現金および預金勘定      5,210百万円

預入れ期間が３ヶ月を超える

定期預金
△33　〃

現金および現金同等物   5,176百万円

　

　(開示の省略)

　　 リース取引関係、関連当事者との取引、税効果会計関係、有価証券関係、デリバティブ取引関係、退職給付関係、

　 ストック・オプション等関係、企業結合等関係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。
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（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（平成19年１月１日から　平成19年12月31日まで）

 
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

Ⅱ　資産、減価償却費

　　および資本的支出

資産 54,836 6,880 11,878 2,067 75,662 13,467 89,129

減価償却費 1,992 348 266 44 2,651 425 3,077

資本的支出 1,311 348 244 53 1,957 718 2,676

　（注）１．事業区分は、製品の種類・性質の類似性をもとに区分しております。

２．各事業区分の主要製品

事業区分 主要製品

酒類
果実酒、ウイスキー類、酒類原料用アルコール、合成清酒、焼酎、み

りん、調味料、スピリッツ、リキュール、低アルコール飲料等

医薬・化学品 医薬品、農薬、動物薬他発酵製品、溶剤等

飼料 配合飼料、糖蜜飼料、養魚用飼料、魚の養殖等

その他
不動産および施設の賃貸、製剤・実験施設の消毒および滅菌代行業務、

環境検査業務、美術館の企画運営等、貨物運送業、保険代理店

３．資産のうち消去または全社の項目に含めた全社資産の金額は134億４千４百万円であり、その主なものは、建

物、構築物、有価証券および管理部門等に係る資産であります。
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当連結会計年度（平成20年１月１日から　平成20年12月31日まで）

 
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
67,410 6,947 16,714 1,670 92,743 － 92,743

(2）セグメント間の内部

売上高
2 － － 568 571 (571) －

計 67,413 6,947 16,714 2,238 93,314 (571) 92,743

営業費用 67,418 6,322 16,610 2,294 92,645 (573) 92,072

営業利益または

営業損失(△)
△5 625 103 △55 668 1 670

Ⅱ　資産、減価償却費

　　および資本的支出

資産 49,613 7,537 10,856 1,870 69,877 12,350 82,227

減価償却費 2,015 446 295 55 2,812 594 3,406

資本的支出 2,570 352 165 50 3,139 316 3,456

　（注）１．事業区分は、製品の種類・性質の類似性をもとに区分しております。

２．各事業区分の主要製品

事業区分 主要製品

酒類
果実酒、ウイスキー類、酒類原料用アルコール、合成清酒、焼酎、み

りん、調味料、スピリッツ、リキュール、低アルコール飲料等

医薬・化学品 医薬品、農薬、動物薬他発酵製品、溶剤等

飼料 配合飼料、糖蜜飼料、養魚用飼料、魚の養殖等

その他
不動産および施設の賃貸、製剤・実験施設の消毒および滅菌代行業務、

環境検査業務、美術館の企画運営等、貨物運送業、保険代理店

３．資産のうち消去または全社の項目に含めた全社資産の金額は123億５千万円であり、その主なものは、建物、

構築物、有価証券および管理部門等に係る資産であります。　

４. 当社および国内連結子会社は法人税法改正にともない平成19年３月31日以前に取得した資産については、改

正前の法人税法に基づく減価償却の方法の適用により取得価額の５％に到達した連結会計年度の翌連結会計年

度より、取得価額の５％相当額と備忘価額との差額を５年間にわたり均等償却しております。この変更に伴い、

従来の方法によった場合に比べて営業利益が酒類事業は62百万円、医薬・化学品事業は88百万円、飼料事業は

24百万円、その他事業は２百万円それぞれ減少しております。

ｂ．所在地別セグメント情報

前連結会計年度（平成19年１月１日から　平成19年12月31日まで）

　全セグメントの売上高の合計および全セグメントの資産の金額の合計額に占める「本邦」の割合がいずれも

90％を超えているため、その記載を省略しております。

当連結会計年度（平成20年１月１日から　平成20年12月31日まで）

　全セグメントの売上高の合計および全セグメントの資産の金額の合計額に占める「本邦」の割合がいずれも

90％を超えているため、その記載を省略しております。
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ｃ．海外売上高

前連結会計年度（平成19年１月１日から　平成19年12月31日まで）

　海外売上高は、連結売上高の10％未満のため、その記載を省略しております。

当連結会計年度（平成20年１月１日から　平成20年12月31日まで）

　海外売上高は、連結売上高の10％未満のため、その記載を省略しております。

（１株当たり情報）

前連結会計年度
（平成19年１月１日から
平成19年12月31日まで）

当連結会計年度
（平成20年１月１日から
平成20年12月31日まで）

１株当たり純資産額   362円65銭

１株当たり当期純利益金額    3円63銭

１株当たり純資産額      347円34銭

１株当たり当期純利益金額     1円22銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　（注)１.１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前連結会計年度末
(平成19年12月31日）

当連結会計年度末
(平成20年12月31日）

純資産の部の合計額（百万円） 48,618 46,600

純資産の部の合計額から控除する金額（百万円）

　(うち少数株主持分(百万円))

315

                       (315)

348

　　　　　　　　　　　（348）

普通株式に係る期末の純資産額（百万円） 48,303 46,251

１株当たり純資産額の算定に用いられた期末の

普通株式数　（千株）
133,194 133,159

　　　 ２.１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

（平成19年１月１日から
平成19年12月31日まで）

当連結会計年度
（平成20年１月１日から
平成20年12月31日まで）

当期純利益（百万円） 483 162

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） 483 162

普通株式の期中平均株式数　（千株） 133,252 133,179

（重要な後発事象）

前連結会計年度
（平成19年１月１日から
平成19年12月31日まで）

当連結会計年度
（平成20年１月１日から
平成20年12月31日まで）

　　　　　 　　　―――――――― 　　　　　　　 　――――――――
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５．個別財務諸表
(1）貸借対照表

  
前事業年度

（平成19年12月31日）
当事業年度

（平成20年12月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（資産の部）        

Ⅰ　流動資産        

１　現金および預金   5,001   4,325  

２　受取手形 ※４  828   693  

３　売掛金 ※１  24,070   22,196  

４　商品   6,747   5,736  

５　製品   3,375   3,954  

６　半製品   1,602   1,565  

７　原材料   3,538   3,701  

８　仕掛品   386   332  

９　貯蔵品   306   296  

10　前渡金   367   387  

11　前払費用   308   275  

12　繰延税金資産   1,438   819  

13　短期貸付金 ※１  672   599  

14　未収入金 ※１  1,396   1,539  

15　その他   90   100  

貸倒引当金   △5   △13  

流動資産合計   50,126 60.2  46,511 59.3
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前事業年度

（平成19年12月31日）
当事業年度

（平成20年12月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

Ⅱ　固定資産        

１　有形固定資産
※２,
５

      

(1）建物  14,304   14,565   

減価償却累計額  6,798 7,505  7,058 7,507  

(2）構築物  4,034   4,148   

減価償却累計額  2,458 1,575  2,599 1,548  

(3）機械および装置  34,622   36,258   

減価償却累計額  26,956 7,666  28,048 8,209  

(4）車輌運搬具  98   98   

減価償却累計額  85 12  87 11  

(5）工具器具備品  1,705   1,841   

減価償却累計額  1,427 277  1,519 322  

(6）土地   1,406   1,401  

(7）建設仮勘定   373   59  

有形固定資産合計   18,818 22.6  19,060 24.3

２　無形固定資産        

(1）特許権   12   10  

(2）借地権   8   8  

(3）商標権   3   2  

(4）ソフトウエア   1,876   1,455  

(5）その他   4   99  

無形固定資産合計   1,905 2.3  1,576 2.0

３　投資その他の資産        

(1）投資有価証券   3,003   2,086  

(2）関係会社株式   4,577   4,567  

(3）出資金   26   20  

(4）関係会社出資金   2,240   2,240  

(5）関係会社長期貸付金  ※１  140   281  

(6）固定化営業債権  ※１  404   231  

(7）長期前払費用   235   286  

(8）前払年金費用   1,525   1,307  

(9）敷金および保証金   657   606  

(10）その他   3   －  

貸倒引当金   △391   △334  

投資その他の資産合計   12,424 14.9  11,294 14.4

固定資産合計   33,147 39.8  31,930 40.7

資産合計   83,274 100.0  78,442 100.0
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前事業年度

（平成19年12月31日）
当事業年度

（平成20年12月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（負債の部）        

Ⅰ　流動負債        

１　支払手形   10   10  

２　買掛金 ※１  7,232   6,428  

３　短期借入金 ※２  3,500   3,500  

４　1年内返済予定長期
　　借入金

  －   4,000  

５　未払金 ※１  3,725   3,911  

６　未払費用   2,102   1,169  

７　未払消費税等   481   165  

８　未払酒税   4,581   3,241  

９　未払法人税等   50   102  

10　預り金   252   215  

11　得意先預り金   2,370   2,024  

12　賞与引当金   219   350  

13　設備関係支払手形 ※４  132   106  

14　その他   18   94  

流動負債合計   24,677 29.7  25,322 32.3

Ⅱ　固定負債        

１　長期借入金   9,000   5,000  

２　繰延税金負債   2,077   1,511  

３　役員退職慰労引当金   169   －  

４　長期預り金   13   4  

５　その他   －   107  

固定負債合計   11,261 13.5  6,623 8.4

負債合計   35,938 43.2  31,945 40.7
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前事業年度

（平成19年12月31日）
当事業年度

（平成20年12月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（純資産の部）        

Ⅰ　株主資本        

１　資本金   20,972 25.2  20,972 26.7

２　資本剰余金        

(1）資本準備金  5,343   5,343   

(2）その他資本剰余金  11,472   11,470   

資本剰余金合計   16,815 20.2  16,813 21.4

３　利益剰余金        

(1）その他利益剰余金        

固定資産圧縮積立金  2,406   2,077   

固定資産圧縮特別勘定
積立金

 －   16   

別途積立金  5,000   5,000   

繰越利益剰余金  1,677   1,671   

利益剰余金合計   9,084 10.9  8,765 11.2

４　自己株式   △128 △0.2  △132 △0.1

株主資本合計   46,744 56.1  46,418 59.2

Ⅱ　評価・換算差額等        

１　その他有価証券評価差額
金

  583 0.7  81 0.1

２　繰延ヘッジ損益   7 0.0  △3 △0.0

評価・換算差額等合計   590 0.7  78 0.1

純資産合計   47,335 56.8  46,496 59.3

負債純資産合計   83,274 100.0  78,442 100.0
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(2）損益計算書

  
前事業年度

（平成19年１月１日から
平成19年12月31日まで）

当事業年度
（平成20年１月１日から
平成20年12月31日まで）

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高        

１　製品売上高  67,101   56,989   

２　商品売上高  27,702   27,238   

３　不動産売上高  84 94,888 100.0 45 84,273 100.0

Ⅱ　売上原価        

１　製品、半製品期首たな卸高  6,441   4,977   

２　商品期首たな卸高  4,242   6,747   

３　当期製品、
半製品製造原価

※９ 30,632   32,832   

４　商品仕入高  23,896   19,204   

５　酒税  18,389   10,752   

合計  83,602   74,514   

６　製品、半製品期末たな卸高  4,977   5,520   

７　商品期末たな卸高  6,747 71,876 75.7 5,736 63,256 75.1

売上総利益   23,012 24.3  21,016 24.9

Ⅲ　販売費および一般管理費
※２,
 ９

 22,568 23.8  20,392 24.2

営業利益   443 0.5  623 0.7

Ⅳ　営業外収益        

１　受取利息  25   30   

２　受取配当金 ※１ 278   272   

３　為替差益  29   －   

４　補助金収入  57   39   

５　その他  67 457 0.5 87 429 0.5

Ⅴ　営業外費用        

１　支払利息  192   199   

２　寄付金  14   13   

３　売上割引  36   －   

４　為替差損  －   193   

５　その他  43 286 0.3 48 454 0.5

経常利益   614 0.7  598 0.7
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前事業年度

（平成19年１月１日から
平成19年12月31日まで）

当事業年度
（平成20年１月１日から
平成20年12月31日まで）

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅵ　特別利益        

１　固定資産売却益 ※３ 479   131   

２　貸倒引当金戻入  61   33   

３　投資有価証券売却益  64   6   

４　保険差益  －   82   

５　事務所移転補償金  －   69   

 ６　その他 ※４ 53 658 0.7 23 347  

Ⅶ　特別損失        

１　固定資産処分損 ※５ 74   145   

２　投資有価証券評価損  16   10   

 ３　固定資産圧縮損  －   80   

 ４　事業再編成費用 ※７ 419   －   

５　災害損失 ※８ 150   －   

６　その他 ※６ 16 677 0.8 56 293  

税引前当期純利益   594 0.6  652  

法人税、住民税および事業税  28   44   

法人税等還付税額  －   △145   

法人税等調整額  204 233 0.2 405 304 0.4

当期純利益   361 0.4  347 0.4
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製造原価明細書

  
前事業年度

（平成19年１月１日から
平成19年12月31日まで）

当事業年度
（平成20年１月１日から
平成20年12月31日まで）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

Ⅰ　材料費  21,196 69.0 20,963 64.0

Ⅱ　労務費  1,970 6.4 2,398 7.3

Ⅲ　経費 ※ 7,542 24.6 9,416 28.7

当期総製造費用  30,709 100.0 32,778 100.0

仕掛品期首たな卸高  308  386  

合計  31,018  33,164  

仕掛品期末たな卸高  386  332  

当期製品、半製品製造原
価

 30,632  32,832  

　（注）　原価計算の方法：組別総合原価計算を実施しております。

※このうち主なものは次のとおりであります。

 第91期（百万円） 第92期（百万円）

外注費 1,982 3,629

減価償却費 1,949 2,519

手数料 698 279

光熱水道料 877 857

運賃保管料 498 579
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(3）株主資本等変動計算書

前事業年度（平成19年１月１日から　平成19年12月31日まで）
（単位：百万円） 

 

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
その他

資本剰余金

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

固定資産
圧縮特別
勘定積立金

別途
積立金

繰越利益
剰余金

平成18年12月31日残高 20,972 5,343 11,472 16,815 2,318 426 5,000 1,643 9,388 △106 47,071

事業年度中の変動額            

固定資産圧縮
積立金の積立 － － － － 426 － － △426 － － －

固定資産圧縮
積立金の取崩 － － － － △338 － － 338 － － －

固定資産圧縮特別
勘定積立金の取崩 － － － － － △426 － 426 － － －

剰余金の配当 － － － － － － － △666 △666 － △666

当期純利益 － － － － － － － 361 361 － 361

自己株式の取得 － － － － － － － － － △27 △27

自己株式の処分 － － 0 0 － － － － － 5 5
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 － － 0 0 88 △426 － 33 △304 △21 △326

平成19年12月31日残高 20,972 5,343 11,472 16,815 2,406 － 5,000 1,677 9,084 △128 46,744
 
 

評価・換算差額等

純資産
合　計

その他
有価証
券評価
差額金 

 繰延　
ヘッジ 
損益 

評価・換算
差額等合計 

平成18年12月31日残高 619 7 627 47,698

事業年度中の変動額  

固定資産圧縮
積立金の積立 － － － －

固定資産圧縮
積立金の取崩 － － － －

固定資産圧縮特別
勘定積立金の取崩 － － － －

剰余金の配当 － － － △666

当期純利益 － － － 361

自己株式の取得 － － － △27

自己株式の処分 － － － 5
株主資本以外の
項目の事業年度中の変動
額(純額) △36 △0 △36 △36

事業年度中の変動額合計 △36 △0 △36 △362

平成19年12月31日残高 583 7 590 47,335
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当事業年度（平成20年１月１日から　平成20年12月31日まで）
（単位：百万円） 

 

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
その他

資本剰余金

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

固定資産
圧縮特別
勘定積立金

別途
積立金

繰越利益
剰余金

平成19年12月31日残高 20,972 5,343 11,472 16,815 2,406 － 5,000 1,677 9,084 △128 46,744

事業年度中の変動額            

固定資産圧縮
積立金の取崩 － － － － △329 － － 329 － － －

固定資産圧縮特別
勘定積立金の積立 － － － － － 16 － △16 － － －

剰余金の配当 － － － － － － － △666 △666 － △666

当期純利益 － － － － － － － 347 347 － 347

自己株式の取得 － － － － － － － － － △14 △14

自己株式の処分 － － △2 △2 － － － － － 10 7
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 － － △2 △2 △329 16 － △5 △318 △4 △326

平成20年12月31日残高 20,972 5,343 11,470 16,813 2,077 16 5,000 1,671 8,765 △132 46,418
 
 

評価・換算差額等

純資産
合　計

その他
有価証
券評価
差額金 

 繰延　
ヘッジ 
損益 

評価・換算
差額等合計 

平成19年12月31日残高 583 7 590 47,335

事業年度中の変動額  

固定資産圧縮
積立金の取崩 － － － －

固定資産圧縮特別
勘定積立金の積立 － － － －

剰余金の配当 － － － △666

当期純利益 －  － 347

自己株式の取得 － － － △14

自己株式の処分 － － － 10
株主資本以外の
項目の事業年度中の変動
額(純額) △501 △11 △512 △512

事業年度中の変動額合計 △501 △11 △512 △838

平成20年12月31日残高 81 △3 78 46,496
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６．その他
　（１）役員の異動

　平成21年１月26日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役の異動およびその他の役員の異動について

内定しましたのでお知らせいたします。

　なお、各候補につきましては、平成21年３月24日開催予定の第92期定時株主総会において承認可決後、正式に決

定される予定であります。

　　　　

　　　　①代表取締役の異動

　　　　　・新任代表取締役候補

　　　　　　　代表取締役社長 ＣＥＯ　　　　植木　宏   （現：取締役常務執行役員）

　　　　　　　代表取締役専務執行役員　　　 瀬島　俊介 （現：取締役常務執行役員）

　　　　　・退任予定代表取締役

　　　　　　　代表取締役社長 ＣＥＯ　　　　岡部　有治 （取締役相談役　就任予定）

　　　　　　　代表取締役専務執行役員　　　 前田　　仁 （退任予定）

　　　　②取締役の異動

　　　　　・新任取締役候補

　　　　　　　取締役常務執行役員　　　　　 恒川　　博 （現：常務執行役員医薬・化学品事業部長）

　　　　　　　取締役常務執行役員           中村　益実 （現：常務執行役員経営戦略部長）

　　　　　　　取締役　　　　　　　　　　　 松沢　幸一  (現：キリンホールディングス株式会社

                                                                      代表取締役常務取締役）

　　　　　・退任予定取締役

　　　　　　　代表取締役専務執行役員　　　 前田　　仁 （前　掲）

　　　　　　　取締役常務執行役員　　　　　 坂本　恭輝

              取締役                       三宅　占ニ （現：麒麟麦酒株式会社代表取締役社長）
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