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1.  21年1月期の連結業績（平成20年1月21日～平成21年1月20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 ％

21年1月期 155,941 △1.9 2,619 △43.1 2,935 △39.1 1,002 △61.6

20年1月期 159,000 2.0 4,604 8.2 4,819 18.4 2,611 30.1

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

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

21年1月期 60.49 ― 1.4 2.8 1.7
20年1月期 157.61 ― 3.8 4.6 2.9

（参考） 持分法投資損益 21年1月期  △34百万円 20年1月期  △30百万円

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

21年1月期 101,019 70,743 68.8 4,196.90
20年1月期 105,125 71,011 66.6 4,227.12

（参考） 自己資本   21年1月期  69,533百万円 20年1月期  70,034百万円

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

21年1月期 1,277 4,695 △978 23,802
20年1月期 3,622 △17,815 △797 18,877

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 ％ ％

20年1月期 ― 20.00 ― 30.00 50.00 828 31.7 1.2
21年1月期 ― 20.00 ― 30.00 50.00 828 82.7 1.2

22年1月期 
（予想）

― 20.00 ― 30.00 50.00 ――― 64.7 ―――

3.  22年1月期の連結業績予想（平成21年1月21日～平成22年1月20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）

＊業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
  上期の業績予想は、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結果となる可
能性があります。業績予想に関する事項につきましては、３～４ページ「１．経営成績（1）経営成績に関する分析」を参照してください。  

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2四半期連結累計期間 75,100 △2.3 700 △1.3 1,000 23.4 400 134.9 24.14
通期 153,600 △1.5 2,500 △4.6 2,800 △4.6 1,280 27.7 77.26
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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  

(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） 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

新規 1 社 （ 社名 上海大徳多林克商貿有限公司 ） 除外 ― 社 （ 社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

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1月期  16,568,500株 20年1月期  16,568,500株

② 期末自己株式数 21年1月期  622株 20年1月期  546株

（参考）個別業績の概要 

1.  21年1月期の個別業績（平成20年1月21日～平成21年1月20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 ％

21年1月期 127,490 △6.4 436 △83.0 1,681 △41.0 1,033 △37.0

20年1月期 136,155 △0.0 2,573 37.4 2,849 63.8 1,639 86.5

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

21年1月期 62.35 ―

20年1月期 98.96 ―

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1月期 86,207 60,994 70.8 3,681.51
20年1月期 91,492 61,386 67.1 3,705.15

（参考） 自己資本 21年1月期  60,994百万円 20年1月期  61,386百万円
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１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

  当連結会計年度におけるわが国経済は、前半は原油・原材料価格の高騰、後半は世界的な金融不安が実態経済へ波

及し、国内企業収益を圧迫したため、景気は深刻な後退局面に入りました。また、個人消費につきましては、雇用情

勢の悪化を中心とした先行き不透明感から生活防衛意識が高まり、低調に推移しました。

  飲料業界におきましては、夏場は猛暑に恵まれたものの、８月中旬以降は天候不順の影響を受け、売上は伸び悩み、

さらに企業間の販売競争が激化する厳しい経営環境となりました。

　当社は、こうした厳しい外部環境の影響から、最終消費者を対象とする飲料販売部門においては低調に推移したも

のの、一方、飲料受託製造部門では、大手医薬品等有力メーカーの生産スタイルが、設備投資による自社生産からＯ

ＥＭ生産にウエイトシフトしたことなどにより、受注が大幅に伸び、大きく業績に貢献いたしました。

  以上の結果、当連結会計年度の売上高は、飲料業界同様個人消費低迷の影響を大きく受け、155,941百万円（前連結

会計年度比1.9％減）となりました。

　また、利益面につきましては、物流体制の見直しなどによる効率化や広告宣伝費などの諸コスト削減をさらに進め

ましたが、売上高の減少による利益の減少を補えなかったことから、営業利益2,619百万円（前連結会計年度比43.1％

減）、経常利益2,935百万円（前連結会計年度比39.1％減）、当期純利益1,002百万円（前連結会計年度比61.6％減）

となりました。

 　　 事業部門別の状況は次のとおりであります。

    ①  飲料販売部門

 　     商品面では、主力商品であるコーヒー飲料において、最近の消費者ニーズの変化と多様化に対応すべく微糖化商

品等を拡充し、幅広いユーザーの囲い込みを図り、シェアの維持拡大に注力いたしました。

 　     また、自然派ウォーター「ｍｉｕ」においては、今後の有力商品と捉え、当社の主力商品群とすべく販売価格の

弾力化を実施するなど、市場への積極投入によるブランドの育成に努めました。

 　     自販機の導入につきましては、投資効果に主眼を置いた効率的な自販機オペレーション体制の再構築が必要な時

期と見定め、大きく方針を見直しました。

　具体的には、個々のロケーションにあったきめ細かい商品セッティングと採算管理をより徹底することはもとよ

り、不採算先自販機の撤去やスクラップアンドビルドという「量から質」へのシフトにより、採算性を一層重視し

た全自販機の見直しを進めるという改革をスタートさせました。

　また、導入する自販機につきましては、環境負荷削減を第一義にした「エコ自販機」のほか、災害時における迅

速で有効な支援ツールの一つとして「災害救援自販機」などの社会貢献型自販機を投入するなど、地域社会や消費

者に支持される新しい自販機の積極投入を行いました。

 　     以上の結果、飲料販売部門の売上高は149,158百万円（前連結会計年度比2.9％減）となりました。

 　 ②  飲料受託製造部門

 　　   近年、消費者ニーズはドリンク剤から健康食品やサプリメント（健康補助食品）への流れに変わり、ドリンク剤

と競合する商品が数多く発売されるようになりました。そうしたニーズをいち早く掴み、従来のドリンク剤のノウ

ハウをツールとして、「美容と健康」を謳った女性向け商品を開発する体制を創り上げたことから、多方面にわた

り受注を獲得することができるようになりました。さらに営業開発体制の強化並びに生産体制の整備が拡充したこ

とに加え、昨今の厳しい経済環境の変化から大手医薬品等有力メーカーの生産スタイルが、「自社生産」から「Ｏ

ＥＭ生産」にウエイトシフトしたことなどにより、受注が大幅に伸展いたしました。

        以上の結果、飲料受託製造部門の売上高は6,783百万円（前連結会計年度比24.3％増）となりました。
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    （次期の見通し）

  世界的な未曽有の経済危機から、国内経済は悪化の度合いを強めており、「企業業績の低迷」や「雇用情勢の悪化」

など景気の先行き不透明感は拭い去れず、消費者の生活防衛意識の高まりは一層顕在化し、個人消費は引き続き低調

に推移するものと思われます。

　清涼飲料業界におきましても、このような景気後退局面では「パイの大きな拡大」を期待することが難しく、「量

から質」への傾斜が強まる一方で、従来より一層激しい企業間競争が展開され、実勢販売価格が低下するリスクも十

分想定できる状況にあると思われます。

　加えて種々の原材料や資材の原価上昇リスクは依然内包していると見るのが適当であり、企業収益にとって楽観視

できる材料は極めて少ないと思われます。

　こうした大変厳しい経営環境の下、当社グループといたしましては、企業理念である「本物のおいしさを手軽に手

頃に提供」し、「共存共栄」を図っていくという目標に向かって、全国に展開する自販機網のさらなる拡充と質的向

上に一層注力しながら、ブランドの育成と商品ラインナップの強化を図ってまいります。また、収益確保のため広告

宣伝費等の固定費の大幅削減など、徹底して業務を見直しコストダウンに努めてまいります。

　以上により、次期の連結会計年度の見通しといたしましては、売上高は153,600百万円（前年同期比1.5％減）、営

業利益2,500百万円（前年同期比4.6％減）、経常利益2,800百万円（前年同期比4.6％減）、当期純利益1,280百万円

（前年同期比27.7％増）を見込んでおります。

(2）財政状態に関する分析

①  資産、負債及び純資産の状況

    当連結会計年度末の総資産は、投資有価証券の減少などにより、前連結会計年度末と比較して4,106百万円減少し、

101,019百万円となりました。

 　　   負債は、仕入債務の減少などにより、前連結会計年度末と比較して3,838百万円減少し、30,275百万円となりまし

た。

 　　   純資産は、有価証券評価差額金の減少などにより、前連結会計年度末と比較して267百万円減少し、70,743百万円

となりました。

    ②  キャッシュ・フローの状況

科目
前連結会計年度

（自　平成19年１月21日
至　平成20年１月20日）

当連結会計年度
（自　平成20年１月21日
至　平成21年１月20日）

増減

営業活動によるキャッシュ・フロー（百万円） 3,622 1,277 △2,344

投資活動によるキャッシュ・フロー（百万円） △17,815 4,695 22,511

財務活動によるキャッシュ・フロー（百万円） △797 △978 △180

現金及び現金同等物に係る換算差額（百万円） 0 △70 △70

現金及び現金同等物の期末残高（百万円） 18,877 23,802 4,925

      当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ4,925百万円

増加し、23,802百万円となりました。

 　　 当連結会計年度における各キャッシュ・フロー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）

税金等調整前当期純利益が2,565百万円（前年同期比2,253百万円減）となったことや、売上債権の減少などにより、

営業活動により得られた資金は1,277百万円（前年同期は3,622百万円の収入）となりました。 

    （投資活動によるキャッシュ・フロー）

主に資金を有価証券から現金及び現金同等物にシフトしたことにより、投資活動により得られた資金は4,695百万円

（前年同期は17,815百万円の支出）となりました。 

 　 （財務活動によるキャッシュ・フロー）

配当金の支払いなどにより、財務活動により支出した資金は978百万円（前年同期は797百万円の支出）となりまし

た。 
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 （参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移

平成19年１月 平成20年１月期 平成21年１月期

自己資本比率（％） 66.3 66.6 68.8 

時価ベースの自己資本比率（％） 75.3 61.5 42.0 

債務償還年数（年） 1.5 0.8 2.2 

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 1,130.7 403.4 91.2

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

  債務償還年数：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

  （注１）いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。

  （注２）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。

  （注３）キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業キャッシュ・フローを使用しております。

（注４）有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としており

ます。

（注５）利払いは、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。

 

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

  当社は、株主の皆様への利益還元を経営上の重要な課題のひとつと認識し、利益配分につきましては、将来の戦略

的事業投資と連結業績、事業見通し、配当性向等を総合的に考慮して、期間利益を目途として安定した配当を続ける

ことを目指しております。

また配当原資の一つである内部留保につきましては、当社の安定的な収益・財務基盤から生じた株主の皆様との「信

頼の基盤」であると考え、中長期的に企業価値を高めるために活用してまいる所存であります。

このような考え方のもと、当期の配当金につきましては、１株につき30円の期末配当を実施することといたしまし

た。これにより、中間配当金（１株につき20円）と合わせた当期の年間配当金は１株につき50円となります。

　また次期の年間配当金につきましては、検討の結果、安定配当継続の観点から、１株につき50円を予定しておりま

すが、景気の後退などにより業績が変化した場合には見直しを行います。

(4）事業等のリスク

  当社グループの経営成績及び財政状態などに重要な影響を及ぼす可能性があるリスクには、以下のようなものがあ

ります。なお、以下に記載している将来に関する事項は、当連結会計年度末において当社グループが判断したもので

あり、事業等のリスクはこれらに限られるものではありません。

①  販売の自販機チャネルへの集中及びコーヒー飲料への依存

        当社グループは、「自販機で缶コーヒーを売る」ことを事業の柱として発展してまいりました。その結果、当

連結会計年度において、自販機による売上比率が85.4％、コーヒー飲料の売上比率が50.8％となり、いずれも業

界平均をはるかに上回る状況となっております。

　　    自販機による昼夜兼行の販売スタイルは、「価格安定性」と「販売安定性」に優れ、また、コーヒー飲料とい

う比較的収益性の高い商材をメインにもつことは、当社の事業の特徴であり強みであるといえます。　　

　ただし、市場の成熟化とともに業界内の競争が激化し、自販機の設置については、特にアウトロケーションに

おいて既に飽和状態に近くなっております。そのため、有望な新規設置場所の獲得が困難となり、業績に影響を

及ぼす可能性があります。

さらに、コーヒー飲料の開発強化に努めておりますが、顧客の支持を得られる魅力ある商品を提供できない場合

は、販売全体に影響を及ぼし、収益の低下を招く可能性があります。
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    ②　原材料・資材の調達

        当社グループの商品には、多種多様な原料・資材が使用されておりますが、中でも主要原料のコーヒー豆は国際

市況商品であり、その価格は、商品相場だけではなく為替レートの変動の影響も受けます。当社グループは、先を

見越して国内焙煎業者と取引価格を契約し、調達価格の安定化を図っておりますが、その範囲を超えた長期の価格

変動には対応できず、その場合、業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

        価格変動の影響を受けることについては、他の原材料についても同様であり、一部の原材料について突発的な需

要拡大が発生し、当社グループの商品生産に必要な数量が確保できない場合、当該原材料により構成される商品の

販売機会喪失の可能性もあります。

 　 ③　生産体制

　当社グループが販売する大部分の清涼飲料につきましては、当社が商品企画までを行い、その仕様に基づきグルー

プ外の複数の飲料製造業者に製造を委託する生産体制をとっております。委託先については、不測の事態が発生し

た場合に備えて全国各地の飲料製造業者と契約し、互いに補完できる体制をとっておりますが、自然災害等による

生産への影響を完全に排除できる保証はなく、委託先にて十分な生産が確保できない場合、業績及び財政状態に影

響を及ぼす可能性があります。

    ④  天候・自然災害

        当社グループが取り扱う清涼飲料やドリンク剤は、天候や気温により需要が変動します。特に異常気象と言われ

るほどの冷夏や暖冬の場合には、売上の低迷をもたらし、業績及び財政状態が悪化する可能性があります。

        また、地震や台風等の大規模な自然災害が発生した場合、被災した自販機の修理もしくは廃棄、代替機の調達及

び設置の安全強化等の対策が必要となり、それらに要する費用が業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性がありま

す。

    ⑤　法的規制等

        当社グループの事業においては、食品衛生法、薬事法、不当景品類及び不当表示防止法、環境・リサイクル関連

法規等、様々な法的規制を受けております。当社グループでは、すべての法的規制等を遵守すべく体制整備に取り

組んでおりますが、その範囲を超えた事象が発生した場合、また、規制が強化され、規制遵守に係るコスト負担が

増加した場合、業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

    ⑥　食の安全・品質管理

 　　　 当社グループは安全で高品質な商品の提供のため、品質管理、鮮度管理を徹底し万全の体制で臨んでおります。

        しかしながら、異物混入、健康被害を与える可能性のある商品、表示不良品の流通等が発生した場合、それが当

社グループ内での問題であるときはもとより、グループ外で発生した問題であっても、商品のイメージが損なわれ

ることにより、業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

    ⑦　有価証券の時価変動

        当社グループは、安全性重視の堅実運用のスタンスで有価証券投資を行っておりますが、市場の悪化による時価

の下落や投資先の信用悪化等によって減損処理が必要となることも考えられます。その場合、当社グループの業績

及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
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２．企業集団の状況
 

  当社グループは、当社及び子会社12社、関連会社２社により構成されており、飲料の製造・販売を主たる業務として

おります。

  (1）飲料販売部門　　　　当社及び販売会社10社が、主に、当社が企画開発しグループ外の飲料製造業者に容器等の資

材を支給して製造委託した各種清涼飲料を自販機とコンビニエンスストア等の店頭を通して消

費者に販売しております。また、大同薬品工業㈱(連結子会社)が製薬会社と業務提携して製造

するドリンク剤(医薬部外品)を自販機で販売しております。

　海外では、中国において販売会社２社が、清涼飲料の販売を主たる業務としておりますが、

当連結会計年度においては売上高はありません。

  (2）飲料受託製造部門　　大同薬品工業㈱が、主にグループ外の製薬会社等から受託したドリンク剤(医薬品・医薬部外

品・清涼飲料水表示)の製造を行うほか、一部、当社グループで販売する清涼飲料を製造してお

ります。

ダイドー・タケナカビバレッジ㈱(持分法適用関連会社) は、当社グループで販売する海洋深

層水を原料に使用した清涼飲料の製造を行っております。

 

 

ダ  イ  ド  ー  ド  リ  ン  コ  ㈱ 

製造会社（清涼飲料）        

※14 ﾀﾞｲﾄﾞｰ・ﾀｹﾅｶﾋﾞﾊﾞﾚｯｼﾞ㈱ 

製造会社（ドリンク剤） 

※１ 大同薬品工業㈱ 

消             費             者 

飲料製造業者 

製薬会社等 

食品問屋等 

コンビニエンスストア等 

製
造
委
託 

（
清
涼
飲
料
） 
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造
委
託
（
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剤
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般
）
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託 
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料
） 

製
造
委
託 

（
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飲
料
） 
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リ
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剤 

(
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※２ ㈱ダイドービバレッジ静岡 

※３ イー・ドリンコ東京㈱ 

※４  イー・ドリンコイースト㈱ 

※５  イー・ドリンコ大阪㈱ 

※６  イー・ドリンコ㈱ 

※７  イー・ドリンコ神奈川㈱ 

※８ イー・ドリンコ関東㈱ 

※９ イー・ドリンコ新潟㈱ 

※10 ㈱ダイドードリンコサービス栃木 

※13 イー・ドリンコ高知㈱ 

販
売
会
社 

一般小売店・自販機オペレーター 

製薬会社 

※１、２、３、４、５、６、７、８、９、10、11、12連結子会社   ※13、14 持分法適用関連会社 

製
造
委
託 

国           内 海    外 

消 費 者 

得 意 先 

販売会社      
※11上海大徳多林克             

商貿有限公司 

販売会社      
※12上海大徳鼎徳             

商貿有限公司 
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３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

　当社は、「本物のおいしさを手軽に手頃に提供し、共存共栄を図ること」を企業理念に掲げ、その仕組づくりの根

幹として、清涼飲料を自販機で販売する「自販機ビジネス」を推進することにより成長してまいりました。    

　そして、製造や物流を外部委託する独自のビジネスモデルを確立し、限られた経営資源を商品の企画と自販機によ

る販売に集中投入し続けてきたことより、現在では、約29万台の自販機を全国に展開でき、地域や消費者に密着した

ネットワークづくりときめ細かい自販機運営で業界における確固たる地位を築いております。

　また、連結子会社の大同薬品工業㈱は、「人々の健康と幸福に貢献すること」をモットーとし、ドリンク剤（医薬

品・医薬部外品・清涼飲料水表示）の開発・製造・販売と製薬会社等からのＯＥＭ生産を行い、高い評価を受けてお

ります。

　このように当社グループは、清涼飲料からドリンク剤までを取扱う幅広い飲料メーカーとしての強みを発揮しなが

ら、かつ多数の自販機による独自の安定した販売・流通網を有する業界有数のオペレーターとしても活躍しておりま

す。今後、これらの強みを十分に活かした事業戦略により、企業価値の持続的向上を図り、消費者、株主並びに当社

に関わる全ての皆様から信頼される魅力ある企業であり続けることを経営の基本方針としております。

(2）目標とする経営指標

 当社グループは、平成22年１月期連結会計年度における連結売上高1,536億円、連結営業利益25億円を経営目標とし

ております。

(3）中長期的な会社の経営戦略

  飲料業界は、業界各社の積極的な販促活動や販売競争が年々激化しております。　　　　　　　　　　　　　　

　また昨今、法令及び社会的規範遵守の高揚の中で、製品の安全性並びに品質管理体制等に、より一層消費者の厳し

い目が向けられております。

  このような中、当社は全国広範囲にわたり設置した約29万台の自販機網を主要販路として、比較的収益性の高いコー

ヒー飲料を主力商品とする独自のビジネスモデルと安定したキャッシュ・フローや長年にわたって積み上げてきた内

部留保に基づく強固な財務内容により、高い評価と信頼を得、安定した事業基盤の構築に努めてまいりました。

  これらの当社の強みを活かし、「お客様とともに歩む企業をめざして」の経営方針のもと、より一層安定した業績

を継続していくため、以下の項目を中心に取り組んでまいります。

① 主力商品群の強化

 コーヒー飲料は飲料市場最大のボリュームをもつカテゴリーであり、当社グループを代表する商品群でありますが、

昨今の健康志向の高まりにより、その微糖・無糖化傾向は加速度的に進展しております。こうした消費者ニーズの変

化にいち早く即応し、また多面的なニーズにも対応できるよう、商品のラインナップを常に見直し、今後とも「本物

のおいしさ」を追求した高品質商品の開発に注力してまいります。

② その他商品群の育成、強化

 昨今のミネラルウォーター好調の要因としては、ニーズの多様化や健康志向の高まりとともに、消費者のナチュラ

ル飲料への回帰から市場の裾野が広がっているためと考えられます。様々な時代背景を反映しながら、ミネラルウォー

ターは着実に日本人の生活の中に浸透してまいりました。多面的な生活スタイルにあった飲み水を様々な生活シーン

に応じて選び、使い分けるようになってきております。

　当社といたしましては、従来からの「ｍｉｕ」を、より幅広い消費者をターゲットとできるよう、「自然感、健康

感」を両立させた自然派ウォーターとして進化させました。そうした新しい「ｍｉｕ」のブランドイメージの一層の

強化・定着を図り、主力商品群の一つとして育成してまいります。
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③ 自販機網の収益性強化と地域との共生　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　            

 当社は、強みである自販機網を通じ、各地域毎に紐帯強化を図り、ビジネスのイコールパートナーとしての繋がり

を深めた、着実な営業展開に注力してまいります。

　また、導入する自販機につきましては、ポイントカード自販機など、他社との差別化に注力した自販機の開発を進

め、消費者ニーズにあった魅力ある「店舗創り」に努めてまいります。さらに、経営資源の効果的な配分を行い、既

設ロケーションのスクラップ＆ビルドを積極的に推進するとともに、収益性を重視した質の高い自販機網の構築を図

り、より効率的・効果的な販売基盤の構築に注力してまいります。

  今後とも地域社会との共生を図りながら、各地域毎のニーズに沿った収益力の高い自販機網の展開に注力してまい

ります。

④ 時代にあったコスト構造への対応

 飲料業界では、販売競争が激しく、昨今の原材料価格の高止まりなどコスト上昇分を、販売価格に転嫁できない状

況となっております。こうした中、これらのコスト上昇部分は各企業にて吸収していく必要がありますが、当社にお

いては特に製造と流通段階において、独自の効率経営にて対応しております。

　具体的には、製造と物流を外部委託する独自のビジネスモデルにより、設備投資リスク等の軽減を図る効率的な生

産・配送体制をより推し進め、また、ルート効率向上のため「エリア再編」や「販社化政策」などにより、販売効率

の高い体制の構築に努めてまいります。

⑤ グループ経営による一層の効率性の向上と相乗効果の促進

 当社は、製造から販売までのグループ各社を一元的に経営することにより、各々の機能を最大限に発揮させながら

その効果をグループ全体に取り込むという、「効率性」と「相乗効果」を相俟って享受できる経営体制を保持してお

ります。

　具体的には、販売子会社につきましては、グループ経営戦略に基づきそれぞれの担当地域の特性に応じた機動的な

オペレーションを実践することで、お客様サービスのさらなる充実とより効率性の高い販売基盤の拡充に注力してま

いります。

　また、製造子会社である大同薬品工業㈱においては飲料受託製造部門としての役割を最大限に発揮するため、「Ｉ

ＳＯ9001」の認証を取得し、大手医薬品等有力メーカーからのＯＥＭ生産に対応できる生産能力を有しております。

今後は、そうしたＯＥＭ生産はもとより当社グループ内での顧客ニーズに応えた製品づくりを実施し、グループ内で

自己完結できるような事業基盤の拡充に注力してまいります。

　こうしたグループ各社毎の個性と特徴を最大限に活かし、グループ全体最適を考慮した連結主体の経営を進め、効

率性の向上と相乗効果の促進に注力することにより、安定したキャッシュ・フロー経営を実現・堅持してまいります。

⑥ 食の安全の推進

 当社は、商品の安全性並びに品質管理体制については、最重要経営課題と認識しており、従来より厳しい社内規律

と規則を設け、優れた製造ラインを有する選別された協力工場とともに徹底した品質管理を行っております。

　具体的には、各協力工場にて厳格な品質チェックが行われた後、そこで合格した商品のみが当社「品質保証部」で

の再検査を受けるダブルチェック体制を構築しております。

　また、配送センターや営業所及び自販機在庫といった流通段階においても、当社独自の鮮度管理体制を構築してお

り、新鮮でおいしい商品のお届けに万全をつくしております。

  今後ともこうした社内チェック体制をより強固で緊張感ある統制の効いたものとし、グループ一丸となって法令及

び社会的規範を遵守してまいります。
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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20年１月20日）

当連結会計年度
（平成21年１月20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．現金及び預金 ※１ 21,006 26,426

２．受取手形及び売掛金 ※２ 15,304 13,004

３．有価証券 18,728 16,267

４．たな卸資産 5,897 6,417

５．前払費用 1,044 951

６．未収入金 1,035 746

７．繰延税金資産 668 832

８．その他 306 281

貸倒引当金    　 △24 △25

流動資産合計 63,967 60.8 64,901 64.2

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産 ※３

(1) 建物及び構築物 ※１ 2,362 2,449

(2) 機械装置及び運搬具 1,637 1,434

(3) 工具、器具及び備品 291 426

(4) 土地 ※１ 3,377 3,532

有形固定資産合計 7,669 7.3 7,842 7.8

２．無形固定資産 2,533 2.4 2,437 2.4

３．投資その他の資産

(1）投資有価証券 ※４ 25,761 20,304

(2）関係会社長期貸付金 142 93

(3）長期前払費用 1,835 1,773

(4）敷金及び保証金 2,293 2,327

(5）繰延税金資産 650 1,120

(6) その他 296 239

貸倒引当金 △25 △21

投資その他の資産合計 30,955 29.5 25,837 25.6

固定資産合計 41,157 39.2 36,117 35.8

資産合計 105,125 100.0 101,019 100.0
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前連結会計年度
（平成20年１月20日）

当連結会計年度
（平成21年１月20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．支払手形及び買掛金 19,592 17,277

２．短期借入金 － 70

３．一年内返済長期借入金 ※１ 69 48

４．未払金 6,055 4,749

５．未払法人税等 1,601 975

６．未払費用 1,853 2,274

７．賞与引当金 882 965

８．その他 537 553

流動負債合計 30,591 29.1 26,914 26.7

Ⅱ　固定負債

１．長期借入金 ※１ 68 57

２．預り保証金 2,674 2,581

３．退職給付引当金 340 117

４．役員退職慰労引当金 438 604

固定負債合計 3,522 3.4 3,361 3.3

負債合計 34,114 32.5 30,275 30.0

（純資産の部）  

Ⅰ　株主資本  

１．資本金  1,924 1,924

２．資本剰余金  1,464 1,464

３．利益剰余金  66,900 67,074

４．自己株式  △1 △1

株主資本合計  70,287 66.8 70,460 69.7

Ⅱ　評価・換算差額等  

１．その他有価証券評価
    差額金

 △252 △855

２．為替換算調整勘定  － △71

評価・換算差額等合計  △252 △0.2 △927 △0.9

Ⅲ　少数株主持分  976 0.9 1,210 1.2

純資産合計  71,011 67.5 70,743 70.0

負債及び純資産合計  105,125 100.0 101,019 100.0
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(2）連結損益計算書

前連結会計年度
（自　平成19年１月21日
至　平成20年１月20日）

当連結会計年度
（自　平成20年１月21日
至　平成21年１月20日）

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 159,000 100.0 155,941 100.0

Ⅱ　売上原価 ※２ 74,448 46.8 72,573 46.5

売上総利益 84,551 53.2 83,367 53.5

Ⅲ　販売費及び一般管理費
※1、
２

79,947 50.3 80,748 51.8

営業利益 4,604 2.9 2,619 1.7

Ⅳ　営業外収益

１．受取利息 482 413

２．有価証券売却益 － 7

３．その他 286 768 0.4 412 833 0.5

Ⅴ　営業外費用

１．支払利息 12 10

２．有価証券売却損 11 －

３．商品廃棄損 380 373

４．資材廃棄損 48 43

５．持分法による投資損失 30 34

６．その他 ※３ 70 553 0.3 54 517 0.3

経常利益 4,819 3.0 2,935 1.9

Ⅵ　特別損失

１．投資有価証券評価損 － － － 370 370 0.3

税金等調整前当期純利益 4,819 3.0 2,565 1.6

法人税、住民税及び
事業税

2,097 1,548

法人税等調整額 △67 2,029 1.3 △166 1,382 0.9

少数株主利益 178 0.1 181 0.1

当期純利益 2,611 1.6 1,002 0.6
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(3）連結株主資本等変動計算書

前連結会計年度（自　平成19年１月21日　至　平成20年１月20日）

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

前連結会計年度末残高
（百万円）

1,924 1,464 65,117 △1 68,505

当連結会計年度中の変動額

剰余金の配当 △828 △828

当期純利益 2,611 2,611

自己株式の取得 △0 △0

株主資本以外の項目の当連結会
計年度中の変動額（純額）

－

当連結会計年度中の変動額合計
（百万円）

－ － 1,782 △0 1,782

当連結会計年度末残高
（百万円）

1,924 1,464 66,900 △1 70,287

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
評価・換算差額等
 合計

前連結会計年度末残高
（百万円）

434 434 800 69,740

当連結会計年度中の変動額

剰余金の配当 △828

当期純利益 2,611

自己株式の取得 △0

株主資本以外の項目の当連結会
計年度中の変動額（純額）

△687 △687 175 △511

当連結会計年度中の変動額合計
（百万円）

△687 △687 175 1,270

当連結会計年度末残高
（百万円）

△252 △252 976 71,011
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当連結会計年度（自　平成20年１月21日　至　平成21年１月20日）

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

前連結会計年度末残高
（百万円）

1,924 1,464 66,900 △1 70,287

当連結会計年度中の変動額

剰余金の配当 △828 △828

当期純利益 1,002 1,002

自己株式の取得 △0 △0

自己株式の売却 △0 0 0

株主資本以外の項目の当連結会
計年度中の変動額（純額）

－

当連結会計年度中の変動額合計
（百万円）

－ － 173 △0 173

当連結会計年度末残高
（百万円）

1,924 1,464 67,074 △1 70,460

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
為替換算調整勘定

評価・換算差額等
 合計

前連結会計年度末残高
（百万円）

△252 － △252 976 71,011

当連結会計年度中の変動額

剰余金の配当 △828

当期純利益 1,002

自己株式の取得 △0

自己株式の売却 0

株主資本以外の項目の当連結会
計年度中の変動額（純額）

△603 △71 △674 233 △440

当連結会計年度中の変動額合計
（百万円）

△603 △71 △674 233 △267

当連結会計年度末残高
（百万円）

△855 △71 △927 1,210 70,743
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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
（自　平成19年１月21日
至　平成20年１月20日）

当連結会計年度
（自　平成20年１月21日
至　平成21年１月20日）

区分
注記
番号

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 4,819 2,565

減価償却費 1,520 1,696

のれん償却額 4 3

役員退職慰労引当金の増加額 45 85

貸倒引当金の増減額（△は減少） 4 △1

賞与引当金の増加額 8 56

受取利息及び配当金 △497 △447

支払利息 12 10

持分法による投資損失 30 34

投資有価証券評価損 － 370

有価証券売却損益（△は利益） 11 △7

売上債権の増減額（△は増加） △601 2,151

たな卸資産の増加額 △539 △400

仕入債務の増減額（△は減少） 827 △2,315

未払金の減少額 △502 △1,216

その他の資産の増減額（△は増加） △91 355

その他の負債の増加額 160 66

小計 5,212 3,008

利息及び配当金の受取額 514 453

利息の支払額 △8 △14

法人税等の支払額 △2,095 △2,169

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,622 1,277
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前連結会計年度
（自　平成19年１月21日
至　平成20年１月20日）

当連結会計年度
（自　平成20年１月21日
至　平成21年１月20日）

区分
注記
番号

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 △2,504 △2,890

定期預金の払戻しによる収入 1,065 2,539

有価証券の取得による支出 △12,578 △23,370

有価証券の売却による収入 3,898 30,692

有形・無形固定資産の取得による支出 △2,717 △1,657

有形固定資産の売却による収入 38 15

投資有価証券の取得による支出 △10,784 △5,675

投資有価証券の売却による収入 5,745 4,897

連結子会社の取得に伴う支出 △4 －

連結範囲の変更に伴う子会社株式等の取得
による収入

※２ － 133

関係会社株式取得による支出 － △14

長期貸付金の回収による収入 34 45

その他 △8 △20

投資活動によるキャッシュ・フロー △17,815 4,695

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入 － 20

短期借入金の返済による支出 － △30

長期借入れによる収入 100 －

長期借入金の返済による支出 △66 △81

配当金の支払額 △828 △828

少数株主への配当金の支払額 △7 △50

少数株主からの払込額 4 －

自己株式の取得による支出 △0 △0

自己株式の売却による収入 － 0

その他 － △8

財務活動によるキャッシュ・フロー △797 △978

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 0 △70

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △14,991 4,925

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 33,868 18,877

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高 18,877 23,802
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継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

　該当事項はありません。
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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

前連結会計年度
（自　平成19年１月21日
至　平成20年１月20日）

当連結会計年度
（自　平成20年１月21日
至　平成21年１月20日）

１．連結の範囲に関する事項 　連結子会社は大同薬品工業㈱、㈱ダイ

ドービバレッジ静岡、㈱ダイドービバレッ

ジ東京、イー・ドリンコ㈱、㈱ダイドービ

バレッジ・イースト、㈱ダイドービバレッ

ジ大阪、イー・カナゾン㈱、イー・ドリン

コ関東㈱及びセンタンビバレッジ㈱の９社

であります。

　イー・ドリンコ関東㈱及びセンタンビバ

レッジ㈱については、当連結会計年度にお

いて新たに設立したことにより、連結の範

囲に含めることといたしました。

　連結子会社は大同薬品工業㈱、㈱ダイ

ドービバレッジ静岡、イー・ドリンコ東京

㈱、イー・ドリンコ㈱、イー・ドリンコ

イースト㈱、イー・ドリンコ大阪㈱、

イー・ドリンコ神奈川㈱、イー・ドリンコ

関東㈱、㈱ダイドードリンコサービス栃木、

上海大徳多林克商貿有限公司、イー・ドリ

ンコ新潟㈱及び上海大徳鼎徳商貿有限公司

の12社であります。

　上海大徳多林克商貿有限公司、イー・ド

リンコ新潟㈱及び上海大徳鼎徳商貿有限公

司については、当連結会計年度において新

たに設立したことにより、連結の範囲に含

めることといたしました。

　なお、上海大徳鼎徳商貿有限公司（決算

日12月31日）の営業開始日は平成21年１月

４日のため、当連結会計年度の損益に与え

る影響はありません。

　センタンビバレッジ㈱については、平成

20年９月21日をもって、イー・ドリンコ大

阪㈱と合併いたしました。

　㈱ダイドードリンコサービス栃木につい

ては、平成20年５月の株式追加取得に伴い

当連結会計年度より持分法適用の関連会社

から連結子会社となりました。なお、同社

の中間決算日（平成20年５月20日）をみな

し取得日としているため、当中間連結会計

期間までの損益については持分法を適用し

ております。

　また、平成20年１月21日よりイー・カナ

ゾン㈱は、イー・ドリンコ神奈川㈱に商号

を変更し、平成20年７月21日より㈱ダイ

ドービバレッジ東京は、イー・ドリンコ東

京㈱に、㈱ダイドービバレッジ・イースト

は、イー・ドリンコイースト㈱に、㈱ダイ

ドービバレッジ大阪は、イー・ドリンコ大

阪㈱に商号を変更いたしました。

２．持分法の適用に関する事

項

　持分法適用の関連会社はダイドー・タケ

ナカビバレッジ㈱及び㈱ダイドードリンコ

サービス栃木の２社であります。

　持分法適用の関連会社はダイドー・タケ

ナカビバレッジ㈱及びイー・ドリンコ高知

㈱の２社であります。

　イー・ドリンコ高知㈱は当連結会計年度

において新たに設立したことにより、関連

会社となりました。なお、同社の営業開始

日は平成21年２月２日のため、当連結会計

年度の損益に与える影響はありません。

ダイドードリンコ㈱（2590）平成 21 年１月期決算短信

－ 18 －



前連結会計年度
（自　平成19年１月21日
至　平成20年１月20日）

当連結会計年度
（自　平成20年１月21日
至　平成21年１月20日）

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、㈱ダイドービバレッ

ジ静岡、イー・ドリンコ㈱、イー・カナゾ

ン㈱、イー・ドリンコ関東㈱及びセンタン

ビバレッジ㈱の決算日は11月20日でありま

す。

　連結財務諸表の作成に当たっては、同決

算日現在の各社の財務諸表を使用しており

ます。ただし、11月21日から翌年１月20日

までの期間に発生し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。

連結子会社のうち、㈱ダイドービバレッ

ジ静岡、イー・ドリンコ㈱、イー・ドリン

コ神奈川㈱、イー・ドリンコ関東㈱、㈱ダ

イドードリンコサービス栃木及びイー・ド

リンコ新潟㈱の決算日は11月20日でありま

す。

　また、上海大徳多林克商貿有限公司及び

上海大徳鼎徳商貿有限公司の決算日は12月

31日であります。

　連結財務諸表の作成に当たっては、同決

算日現在の各社の財務諸表を使用しており

ます。ただし、11月21日から翌年１月20日

までの期間に発生し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。

４．会計処理基準に関する事

項

(1）重要な資産の評価基準

及び評価方法

①　有価証券

　満期保有目的の債券

　償却原価法（定額法）

①　有価証券

　満期保有目的の債券

同左

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）

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

時価のないもの

同左

②　たな卸資産

(イ)商品

　移動平均法による原価法

　ただし、一部の連結子会社について

は最終仕入原価法

②　たな卸資産

(イ)商品

同左

(ロ)製品・原材料

　総平均法による原価法

(ロ)製品・原材料

同左

(ハ)貯蔵品

　最終仕入原価法

(ハ)貯蔵品

同左

(2）重要な減価償却資産の

減価償却の方法

①　有形固定資産

　定率法

　ただし、一部の連結子会社については、

平成10年４月１日以降取得した建物(建

物附属設備を除く)については定額法

　なお、耐用年数及び残存価額について

は、主として法人税法に規定する方法と

同一の基準によっております。

①　有形固定資産

同左

②　無形固定資産

　定額法

　ただし、ソフトウェア（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

②　無形固定資産

同左
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前連結会計年度
（自　平成19年１月21日
至　平成20年１月20日）

当連結会計年度
（自　平成20年１月21日
至　平成21年１月20日）

(3）重要な引当金の計上基

準

①　貸倒引当金

　債権の貸倒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。

①　貸倒引当金

同左

②　賞与引当金

　従業員に対する賞与の支給に備えるた

め、将来の支給見込額のうち、当期対応

分相当額を計上しております。

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、当連

結会計年度末における退職給付債務及び

年金資産の見込額に基づき計上しており

ます。

　数理計算上の差異については、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（５年）

による定額法により按分した額をそれぞ

れ発生の翌連結会計年度より費用処理す

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

　役員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

(4）重要な外貨建の資産及

び負債の本邦通貨への

換算基準

────── 　外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直

物為替相場により円貨に換算し、換算差額

は損益として処理しております。なお、在

外子会社等の資産及び負債は、各社決算日

の直物為替相場により円貨に換算し、収益

及び費用は、期中平均相場により円貨に換

算し、換算差額は純資産の部における為替

換算調整勘定に含めております。

(5）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

(6）その他連結財務諸表作

成のための重要な事項

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

５．連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項

　連結子会社の資産及び負債の評価につき

ましては、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

　のれんは金額的に重要性がないため、発

生年度の損益として処理しております。

同左
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前連結会計年度
（自　平成19年１月21日
至　平成20年１月20日）

当連結会計年度
（自　平成20年１月21日
至　平成21年１月20日）

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（現金及び現金同等物）は、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ヵ月以

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

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
（自　平成19年１月21日
至　平成20年１月20日）

当連結会計年度
（自　平成20年１月21日
至　平成21年１月20日）

固定資産の減価償却の方法の変更

当連結会計年度より、法人税法の改正（（所得税法等の

一部を改正する法律　平成19年３月30日　法律第６号）及

び（法人税法施行令の一部を改正する政令　平成19年３月

30日　政令第83号））に伴い、平成19年４月１日以降に取

得したものについては、改正後の法人税法に基づく方法に

変更しております。

　なお、この変更に伴う当連結会計年度の損益に与える影

響は軽微であります。

────────

表示方法の変更

前連結会計年度
（自　平成19年１月21日
至　平成20年１月20日）

当連結会計年度
（自　平成20年１月21日
至　平成21年１月20日）

（連結損益計算書） 　 　　　　　　　────────

前連結会計年度において区分掲記しておりました「固定

資産除却損」は営業外費用の総額の100分の10以下となっ

たため、営業外費用の「その他」に含めて表示しておりま

す。

　なお、当連結会計年度における「固定資産除却損」の金

額は20百万円であります。

追加情報

前連結会計年度
（自　平成19年１月21日
至　平成20年１月20日）

当連結会計年度
（自　平成20年１月21日
至　平成21年１月20日）

　 　　　　　　　──────── 固定資産の減価償却の方法の変更

当連結会計年度より、法人税法の改正（（所得税法等の

一部を改正する法律　平成19年３月30日　法律第６号）及

び（法人税法施行令の一部を改正する政令　平成19年３月

30日　政令第83号））に伴い、平成19年３月31日以前に取

得したものについては、償却可能限度額まで償却が終了し

た翌連結会計年度から５年間で均等償却する方法に変更し

ております。

なお、この変更に伴う当連結会計年度の損益に与える影響

は軽微であります。
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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20年１月20日）

当連結会計年度
（平成21年１月20日）

※１　担保に供している資産 ※１　担保に供している資産

定期預金    365百万円 定期預金

建物

土地

362百万円

72百万円

86百万円

このうち15百万円は、解約した賃借不動産の賃料保

証をするものであり、350百万円は長期借入金138百

万円（うち一年内返済長期借入金69百万円）の担保

に供しているものであります。

定期預金362百万円のうち12百万円は、解約した賃

借不動産の賃料保証をするものであり、350百万円

は長期借入金68百万円（うち一年内返済長期借入金

24百万円）の担保に供しているものであります。ま

た、建物の72百万円及び土地の86百万円は、長期借

入金29百万円（うち一年内返済長期借入金10百万

円）の担保に供しているものであります。

※２　連結会計年度末日満期手形

連結会計年度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をしております。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、

次の連結会計年度末日満期手形が連結会計年度末残

高に含まれております。 

　受取手形        　　 　　　　   666百万円

※２　　　　　　　────────

※３　有形固定資産の減価償却累計額

6,593百万円

※３　有形固定資産の減価償却累計額

7,234百万円

※４　持分法適用関連会社に関するものは次のとおりであ

ります。

※４　持分法適用関連会社に関するものは次のとおりであ

ります。

投資有価証券（株式） 280百万円 投資有価証券（株式） 202百万円

（連結損益計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成19年１月21日

至　平成20年１月20日）

当連結会計年度
（自　平成20年１月21日
至　平成21年１月20日）

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。

発送配達費 4,407百万円

広告宣伝費 5,842

販売促進費 16,657

自販機維持管理費 3,168

給与手当 13,672

従業員賞与 2,877

賞与引当金繰入額 854

退職給付費用 729

役員退職慰労引当金繰入額 51

リース料 14,620

減価償却費 942

発送配達費 4,349百万円

広告宣伝費 4,577

販売促進費 17,990

自販機維持管理費 3,048

給与手当 14,085

従業員賞与 2,984

賞与引当金繰入額 896

退職給付費用 660

役員退職慰労引当金繰入額 86

リース料 14,011

減価償却費 1,136

※２　一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費

   878百万円

※２　一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費

881百万円

※３　貸倒引当金繰入額0百万円を含んでおります。 ※３　貸倒引当金繰入額2百万円を含んでおります。
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（連結株主資本等変動計算書関係）

前連結会計期間
（自　平成19年１月21日
至　平成20年１月20日）

当連結会計期間
（自　平成20年１月21日
至　平成21年１月20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

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

発行済株式 自己株式

 普通株式（株）  普通株式（株）

前連結会計年度末株式数 16,568,500 413

当連結会計年度増加株式数 － 133

当連結会計年度減少株式数 － －

当連結会計年度末株式数 16,568,500 546

発行済株式 自己株式

 普通株式（株）  普通株式（株）

前連結会計年度末株式数 16,568,500 546

当連結会計年度増加株式数 － 176

当連結会計年度減少株式数 － 100

当連結会計年度末株式数 16,568,500 622

　（注）自己株式の株式数の増加133株は、単元未満株式の買取による

増加であります。 

　（注）自己株式の株式数の増加176株は、単元未満株式の買取による

増加であります。また、自己株式の株式数の減少100株は、単元未

満株式の買増請求による減少であります。

２．配当に関する事項 ２．配当に関する事項

（1）配当金支払額

平成19年４月18日開催の定時株主総会において次のとおり決

議しております。

（1）配当金支払額

平成20年４月16日開催の定時株主総会において次のとおり決

議しております。

普通株式の配当に関する事項

①配当金の総額 497百万円

②１株当たり配当額 30円

③基準日 平成19年１月20日

④効力発生日 平成19年４月19日

　平成19年９月３日開催の取締役会において次のとおり決議し

ております。

普通株式の配当に関する事項

①配当金の総額 331百万円

②１株当たり配当額 20円

③基準日 平成19年７月20日

④効力発生日 平成19年９月26日

普通株式の配当に関する事項

①配当金の総額 497百万円

②１株当たり配当額 30円

③基準日 平成20年１月20日

④効力発生日 平成20年４月17日

　平成20年８月29日開催の取締役会において次のとおり決議し

ております。

普通株式の配当に関する事項

①配当金の総額 331百万円

②１株当たり配当額 20円

③基準日 平成20年７月20日

④効力発生日 平成20年９月26日

（2）基準日が当連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生

日が翌連結会計年度となるもの

　平成20年４月16日開催の定時株主総会において次のとおり付

議いたします。

（2）基準日が当連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生

日が翌連結会計年度となるもの

　平成21年４月15日開催の定時株主総会において次のとおり付

議いたします。

普通株式の配当に関する事項

①配当金の総額    497百万円

②配当の原資 利益剰余金

③１株当たり配当額  30円

④基準日 平成20年１月20日

⑤効力発生日 平成20年４月17日

普通株式の配当に関する事項

①配当金の総額 497百万円

②配当の原資 利益剰余金

③１株当たり配当額 30円

④基準日 平成21年１月20日

⑤効力発生日 平成21年４月16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
（自　平成19年１月21日
至　平成20年１月20日）

当連結会計年度
（自　平成20年１月21日
至　平成21年１月20日）

※１　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

記載されている科目の金額との関係

※１　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

記載されている科目の金額との関係

（平成20年１月20日現在） （平成21年１月20日現在）

現金及び預金勘定 21,006百万円

預入期間が３ヵ月を超える定期預

金
△2,128

現金及び現金同等物 18,877

現金及び預金勘定 26,426百万円

預入期間が３ヵ月を超える定期預

金
△2,623

現金及び現金同等物 23,802

  

※２　　　　　　　──────── ※２　　株式の追加取得により新たに連結子会社となった

会社の資産及び負債の主な内訳

株式の追加取得により新たに連結子会社となった

会社の連結開始時の資産及び負債の内訳並びに当該

会社株式の取得価額と「連結範囲の変更を伴う子会

社株式等の取得による収入」（純額）との関係は次

のとおりであります。

 

㈱ダイドードリンコサービス栃木

（平成20年５月20日現在）

流動資産 406百万円

固定資産 280

のれん 3

流動負債 △359

固定負債 △113

有価証券評価差額 △2

少数株主持分 △105

支配獲得時までの持分法評価額 △53

追加取得した株式の取得価額 55百万円

現金及び現金同等物 188

差引：連結範囲の変更に伴う子会

社株式等の取得による収入
133百万円
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（リース取引関係）

前連結会計年度
（自　平成19年１月21日
至　平成20年１月20日）

当連結会計年度
（自　平成20年１月21日
至　平成21年１月20日）

１．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（借主側）

１．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（借主側）

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額

取得価額相
当額
（百万円）

減価償却累
計額相当額
（百万円）

期末残高相
当額
（百万円）

機械装置及び
運搬具

2,270 1,489 781

工具、器具及
び備品

53,161 27,881 25,280

合計 55,432 29,370 26,061

取得価額相
当額
（百万円）

減価償却累
計額相当額
（百万円）

期末残高相
当額
（百万円）

機械装置及び
運搬具

1,477 1,074 402

工具、器具及
び備品

49,888 26,131 23,757

合計 51,366 27,206 24,159

(2）未経過リース料期末残高相当額 (2）未経過リース料期末残高相当額

１年内 11,888百万円

１年超 15,023

合計 26,912

１年内 11,006百万円

１年超 13,801

合計 24,807

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額

支払リース料 16,009百万円

減価償却費相当額 14,297

支払利息相当額 1,588

支払リース料 14,992百万円

減価償却費相当額 13,376

支払利息相当額 1,555

(4）減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっております。

(4）減価償却費相当額の算定方法

同左

(5）利息相当額の算定方法

リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差

額を利息相当額とし、各期への配分方法については、

利息法によっております。

(5）利息相当額の算定方法

同左

２．オペレーティング・リース取引（借主側） ２．オペレーティング・リース取引（借主側）

未経過リース料 未経過リース料

１年内 643百万円

１年超 1,230

合計 1,874

１年内 717百万円

１年超 1,242

合計 1,960

（減損損失）

リース資産に配分された減損損失はありませんので、

項目等の記載は省略しております。

（減損損失）

同左
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（有価証券関係）

前連結会計年度（平成20年１月20日）

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの

種類
連結貸借対照表
計上額（百万円）

時価（百万円） 差額（百万円）

時価が連結貸借対照表計

上額を超えるもの

(1) 国債・地方債等 － － －

(2) 社債 － － －

(3) その他 300 300 0

小計 300 300 0

時価が連結貸借対照表計

上額を超えないもの

(1) 国債・地方債等 － － －

(2) 社債 － － －

(3) その他 3,200 2,825 △374

小計 3,200 2,825 △374

合計 3,500 3,126 △373

２．その他有価証券で時価のあるもの

種類 取得原価(百万円)
連結貸借対照表
計上額（百万円）

差額（百万円）

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えるもの

(1) 株式 697 1,273 575

(2）債券

①　国債・地方債等 14,666 14,711 45

②　社債 3,288 3,310 22

③　その他 599 600 0

(3) その他 － － －

小計 19,252 19,896 644

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えないもの

(1) 株式 348 241 △106

(2）債券

①　国債・地方債等 10,191 10,185 △6

②　社債 1,799 1,795 △3

③　その他 8,598 7,701 △896

(3) その他 354 299 △55

小計 21,292 20,224 △1,068

合計 40,544 40,120 △424

　（注）　減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には全て減損処理を行い、

30％～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について

減損処理を行うこととしております。
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３．当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自平成19年１月21日　至平成20年１月20日）

売却額（百万円） 売却益の合計額（百万円） 売却損の合計額（百万円）

2,942 9 21

４．時価評価されていない主な有価証券の内容

連結貸借対照表計上額（百万円）

その他有価証券

非上場株式 588

５．その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額

１年以内
（百万円）

１年超５年以内
(百万円）

５年超10年以内
（百万円）

10年超（百万円）

１．債券

(1) 国債・地方債等 16,587 8,308 － －

(2) 社債 999 3,808 298 －

(3) その他 1,141 2,159 588 7,914

合計 18,728 14,276 886 7,914

ダイドードリンコ㈱（2590）平成 21 年１月期決算短信

－ 27 －



当連結会計年度（平成21年１月20日）

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの

種類
連結貸借対照表
計上額（百万円）

時価（百万円） 差額（百万円）

時価が連結貸借対照表計

上額を超えるもの

(1) 国債・地方債等 － － －

(2) 社債 － － －

(3) その他 － － －

小計 － － －

時価が連結貸借対照表計

上額を超えないもの

(1) 国債・地方債等 － － －

(2) 社債 － － －

(3) その他 2,748 2,071 △676

小計 2,748 2,071 △676

合計 2,748 2,071 △676

２．その他有価証券で時価のあるもの

種類 取得原価(百万円)
連結貸借対照表
計上額（百万円）

差額（百万円）

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えるもの

(1) 株式 280 518 237

(2）債券

①　国債・地方債等 16,892 16,948 55

②　社債 2,495 2,508 13

③　その他 － － －

(3) その他 － － －

小計 19,668 19,975 306

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えないもの

(1) 株式 857 694 △163

(2）債券

①　国債・地方債等 2,199 2,198 △0

②　社債 2,890 2,808 △81

③　その他 7,992 6,606 △1,385

(3) その他 352 232 △119

小計 14,291 12,541 △1,749

合計 33,960 32,517 △1,443

　（注）　減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には減損処理を行い、30％

～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損

処理を行うこととしております。
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３．当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自平成20年１月21日　至平成21年１月20日）

売却額（百万円） 売却益の合計額（百万円） 売却損の合計額（百万円）

12,192 9 1

４．時価評価されていない主な有価証券の内容

連結貸借対照表計上額（百万円）

その他有価証券

コマーシャルペーパー 498

非上場株式 604

５．その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額

１年以内
（百万円）

１年超５年以内
(百万円）

５年超10年以内
（百万円）

10年超（百万円）

１．債券

(1) 国債・地方債等 13,702 5,445 － －

(2) 社債 1,492 3,825 － －

(3) その他 1,073 1,115 685 6,979

２．その他 － 67 － －

合計 16,267 10,454 685 6,979

（デリバティブ取引関係）

　前連結会計年度（自平成19年１月21日　至平成20年１月20日）及び当連結会計年度（自平成20年１月21日　至平

成21年１月20日）において、デリバティブ取引を利用していないので、該当事項はありません。
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（退職給付関係）

１．採用している退職給付制度の概要

　当社グループは適格退職年金制度を採用しております。また、従業員の退職等に際して割増退職金を支払う

場合があります。

　なお、一部の連結子会社は、中小企業退職金共済制度に加入しております。

２．退職給付債務及びその内訳

前連結会計年度
（平成20年１月20日）

当連結会計年度
（平成21年１月20日）

(1）退職給付債務（百万円） △8,943 △8,922

(2）年金資産（百万円） 8,753 8,176

(3）未積立退職給付債務(1)＋(2)（百万円） △190 △745

(4) 会計基準変更時差異の未処理額（百万円） － －

(5) 未認識数理計算上の差異（百万円） △150 627

(6) 未認識過去勤務債務（百万円） － －

(7）連結貸借対照表計上額純額(3)＋(4)＋(5)＋

(6)（百万円）
△340 △117

(8）前払年金費用（百万円） － －

(9）退職給付引当金(7)－(8)（百万円） △340 △117

３．退職給付費用の内訳

前連結会計年度
（自　平成19年１月21日
至　平成20年１月20日）

当連結会計年度
（自　平成20年１月21日
至　平成21年１月20日）

退職給付費用（百万円） 756 686

(1) 勤務費用（百万円） 638 645

(2) 利息費用（百万円） 167 173

(3) 期待運用収益（百万円） △83 △85

(4）過去勤務債務の費用処理額（百万円） － －

(5）数理計算上の差異の費用処理額

（百万円）
33 △47

　（注）１．中小企業退職金共済制度への拠出額は勤務費用に含まれております。

２．上記退職給付費用以外に割増退職金があります。

前連結会計年度　　594百万円

当連結会計年度　　705百万円
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４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

前連結会計年度
（平成20年１月20日）

当連結会計年度
（平成21年１月20日）

(1）割引率（％） 2.0 2.0

(2）期待運用収益率（％） 1.0 1.0

(3）退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 同左

(4）過去勤務債務の額の処理年数 － －

(5）数理計算上の差異の処理年数（年）

（発生時の平均残存勤務期間内の一定の年

数による定額法により、翌連結会計年度

から費用処理することとしております。）

５ ５　

（ストック・オプション等関係）

　前連結会計年度（自平成19年１月21日　至平成20年１月20日）

    該当事項はありません。

　当連結会計年度（自平成20年１月21日　至平成21年１月20日）

    該当事項はありません。
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（税効果会計関係）

前連結会計年度
（平成20年１月20日）

当連結会計年度
（平成21年１月20日）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

繰延税金資産

繰越欠損金 268百万円

未払事業税 123

役員退職慰労引当金繰入限度超過

額

178

減価償却限度超過額 160

賞与引当金繰入限度超過額 347

棚卸資産未実現利益 82

その他有価証券評価差額金 171

その他 317

小計 1,650

評価性引当額 △304

繰延税金資産合計 1,345

繰延税金負債

特別償却準備金 △0

買換資産圧縮積立金 △26

繰延税金負債合計 △26

繰延税金資産の純額 1,319

繰延税金資産

繰越欠損金 27百万円

未払事業税 105

役員退職慰労引当金繰入限度超過

額

244

減価償却限度超過額 131

賞与引当金繰入限度超過額 380

棚卸資産未実現利益 122

その他有価証券評価差額金 584

投資有価証券評価損 100

その他 375

小計 2,073

評価性引当額 △94

繰延税金資産合計 1,978

繰延税金負債

買換資産圧縮積立金 △25

繰延税金負債合計 △25

繰延税金資産の純額 1,953

平成20年１月20日現在の繰延税金資産の純額は連結貸

借対照表の以下の項目に含まれております。

平成21年１月20日現在の繰延税金資産の純額は連結貸

借対照表の以下の項目に含まれております。

流動資産－繰延税金資産 668百万円

固定資産－繰延税金資産 650

流動負債－繰延税金負債 －

固定負債－繰延税金負債 －

流動資産－繰延税金資産 832百万円

固定資産－繰延税金資産 1,120

流動負債－繰延税金負債 －

固定負債－繰延税金負債 －

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳

　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下である

ため注記を省略しております。

法定実行税率 40.4 %

（調整）

交際費等永久に損金に算入され

ない項目

4.3

受取配当金等永久に益金に算入

されない項目

△0.2

住民税均等割 3.4

評価性引当額 4.1

その他 1.8

税効果会計適用後の法人税等の

負担率
53.8
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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（自平成19年１月21日 至平成20年１月20日）及び当連結会計年度（自平成20年１月21日 至平

成21年１月20日）において、飲料事業以外に事業の種類がないため、該当事項はありません。

ｂ．所在地別セグメント情報

　前連結会計年度（自平成19年１月21日 至平成20年１月20日）

　　本邦以外の国または地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。

　当連結会計年度（自平成20年１月21日 至平成21年１月20日）

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

　90％を超えているため、記載を省略しております。

ｃ．海外売上高

　前連結会計年度（自平成19年１月21日 至平成20年１月20日）及び当連結会計年度（自平成20年１月21日 至平

成21年１月20日）において、海外売上高がないため、該当事項はありません。

（関連当事者との取引）

　前連結会計年度（自平成19年１月21日 至平成20年１月20日）及び当連結会計年度（自平成20年１月21日 至平

成21年１月20日）において、該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

前連結会計年度
（自　平成19年１月21日
至　平成20年１月20日）

当連結会計年度
（自　平成20年１月21日
至　平成21年１月20日）

１株当たり純資産額 4,227.12円

１株当たり当期純利益      157.61円

１株当たり純資産額 4,196.90円

１株当たり当期純利益 60.49円

　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。

　　　　　　　　　　　　同左

　（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
（平成20年１月20日）

当連結会計年度
（平成21年１月20日）

純資産の部の合計額（百万円） 71,011 70,743

純資産の部の合計額から控除する金額(百

万円)
976 1,210

（うち少数株主持分） (976) (1,210)

普通株式に係る期末の純資産額（百万円） 70,034 69,533

期末の普通株式の数（株） 16,567,954 16,567,878

　　　　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
（自　平成19年１月21日
至　平成20年１月20日）

当連結会計年度
（自　平成20年１月21日
至　平成21年１月20日）

当期純利益（百万円） 2,611 1,002

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） 2,611 1,002

期中平均株式数（株） 16,568,066 16,567,921

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。
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５．個別財務諸表
(1）貸借対照表

第33期
（平成20年１月20日）

第34期
（平成21年１月20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．現金及び預金  10,892 14,839

２．受取手形  2,405 1,488

３．売掛金  12,777 11,902

４．有価証券 18,527 16,066

５．商品 4,689 4,672

６．貯蔵品 76 93

７．前払費用 993 870

８．関係会社短期貸付金 170 190

９．未収入金  2,294 2,088

10．繰延税金資産 453 543

11．その他 210 173

貸倒引当金 △1 △0

流動資産合計 53,489 58.5 52,929 61.4

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産  

(1）建物 761 728

(2）構築物 34 31

(3）機械及び装置 5 3

(4）車両運搬具 0 0

(5）工具、器具及び備品 209 201

(6）土地 2,187 2,172

有形固定資産合計 3,198 3.5 3,138 3.6

２．無形固定資産

(1）営業権 80 104

(2）借地権 27 27

(3）商標権 49 52

(4）電話加入権 49 47

(5）ソフトウェア 1,440 1,327

無形固定資産合計 1,646 1.8 1,559 1.8
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第33期
（平成20年１月20日）

第34期
（平成21年１月20日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

３．投資その他の資産

(1）投資有価証券 25,237 20,033

(2）関係会社株式 2,139 2,311

(3）出資金 0 0

(4）関係会社出資金 － 460

(5）関係会社長期貸付金 1,175 984

(6）破産債権、更生債権等 17 14

(7）長期前払費用 1,756 1,655

(8）敷金及び保証金 2,128 2,067

(9）繰延税金資産 511 944

(10）その他 207 124

貸倒引当金 △16 △16

投資その他の資産合計 33,158 36.2 28,579 33.2

固定資産合計 38,002 41.5 33,278 38.6

資産合計 91,492 100.0 86,207 100.0

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１．支払手形 2 －

２．買掛金  17,862 15,159

３．未払金 5,615 4,560

４．未払法人税等 1,032 139

５．未払消費税等 221 －

６．未払費用 1,347 1,641

７．前受金 － 0

８．預り金 335 361

９．賞与引当金 672 650

10．その他 7 4

流動負債合計 27,097 29.6 22,516 26.1

Ⅱ　固定負債

１．預り保証金 2,351 2,205

２．退職給付引当金 282 73

３．役員退職慰労引当金 374 416

固定負債合計 3,008 3.3 2,695 3.1

負債合計 30,105 32.9 25,212 29.2
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第33期
（平成20年１月20日）

第34期
（平成21年１月20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 1,924 1,924

２．資本剰余金

(1）資本準備金 1,464 1,464

資本剰余金合計 1,464 1,464

３．利益剰余金

(1）利益準備金 137 137

(2）その他利益剰余金

特別償却準備金 0 －

別途積立金 55,650 55,650

繰越利益剰余金 2,477 2,682

利益剰余金合計 58,265 58,470

４．自己株式 △1 △1

株主資本合計 61,652 67.4 61,856 71.8

Ⅱ　評価・換算差額等

１．その他有価証券評価
    差額金

△265 △862

評価・換算差額等合計 △265 △0.3 △862 △1.0

純資産合計 61,386 67.1 60,994 70.8

負債及び純資産合計 91,492 100.0 86,207 100.0

 

ダイドードリンコ㈱（2590）平成 21 年１月期決算短信

－ 37 －



(2）損益計算書

第33期
（自　平成19年１月21日
至　平成20年１月20日）

第34期
（自　平成20年１月21日
至　平成21年１月20日）

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 136,155 100.0 127,490 100.0

Ⅱ　売上原価

１．期首商品たな卸高 4,179 4,689

２．当期商品仕入高 69,698 65,811

合計 73,878 70,501

３．他勘定振替高  532 508

４．期末商品たな卸高 4,689 68,656 50.4 4,672 65,320 51.2

売上総利益 67,498 49.6 62,170 48.8

Ⅲ　販売費及び一般管理費
 
 

64,924 47.7 61,733 48.5

営業利益 2,573 1.9 436 0.3

Ⅳ　営業外収益

１．受取利息 19 18

２．有価証券利息 465 377

３．受取配当金  131 1,096

４．有価証券売却益 － 7

５．その他 158 774 0.6 194 1,694 1.3

Ⅴ　営業外費用

１．支払利息 9 6

２．有価証券売却損 11 －

３．商品廃棄損 379 362

４．資材廃棄損 46 38

５．その他  52 499 0.4 41 449 0.3

経常利益 2,849 2.1 1,681 1.3

Ⅵ　特別損失

１．投資有価証券評価損 － － － 370 370 0.3

税引前当期純利益 2,849 2.1 1,311 1.0

法人税、住民税及び
事業税

1,160 395

法人税等調整額 49 1,209 0.9 △116 278 0.2

当期純利益 1,639 1.2 1,033 0.8
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(3）株主資本等変動計算書

第33期（自　平成19年１月21日　至　平成20年１月20日）

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

資本
剰余金
合計

利益
準備金

その他利益剰余金
利益
剰余金
合計

特別償却
準備金

別途
積立金

繰越利益
剰余金

前事業年度末残高
（百万円）

1,924 1,464 1,464 137 2 55,650 1,664 57,454 △1 60,841

当事業年度中の変動額

特別償却準備金の取崩し △2 2 － －

剰余金の配当 △828 △828 △828

当期純利益 1,639 1,639 1,639

自己株式の取得 △0 △0

株主資本以外の項目の当事業
年度中の変動額（純額）

－

当事業年度中の変動額合計
（百万円）

－ － － － △2 － 813 811 △0 810

当事業年度末残高
（百万円）

1,924 1,464 1,464 137 0 55,650 2,477 58,265 △1 61,652

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券
評価差額金

評価・換算差額等
合計

前事業年度末残高
（百万円）

417 417 61,258

当事業年度中の変動額

特別償却準備金の取崩し －

剰余金の配当 △828

当期純利益 1,639

自己株式の取得 △0

株主資本以外の項目の当事業
年度中の変動額（純額）

△682 △682 △682

当事業年度中の変動額合計
（百万円）

△682 △682 127

当事業年度末残高　　
 (百万円）

△265 △265 61,386
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第34期（自　平成20年１月21日　至　平成21年１月20日）

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

資本
剰余金
合計

利益
準備金

その他利益剰余金
利益
剰余金
合計

特別償却
準備金

別途
積立金

繰越利益
剰余金

前事業年度末残高
（百万円）

1,924 1,464 1,464 137 0 55,650 2,477 58,265 △1 61,652

当事業年度中の変動額

特別償却準備金の取崩し △0 0 － －

剰余金の配当 △828 △828 △828

当期純利益 1,033 1,033 1,033

自己株式の取得 △0 △0

自己株式の売却 △0 △0 0 0

株主資本以外の項目の当事業
年度中の変動額（純額）

－

当事業年度中の変動額合計
（百万円）

－ － － － △0 － 204 204 △0 204

当事業年度末残高
（百万円）

1,924 1,464 1,464 137 － 55,650 2,682 58,470 △1 61,856

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券
評価差額金

評価・換算差額等
合計

前事業年度末残高
（百万円）

△265 △265 61,386

当事業年度中の変動額

特別償却準備金の取崩し －

剰余金の配当 △828

当期純利益 1,033

自己株式の取得 △0

自己株式の売却 0

株主資本以外の項目の当事業
年度中の変動額（純額）

△596 △596 △596

当事業年度中の変動額合計
（百万円）

△596 △596 △392

当事業年度末残高　　
 (百万円）

△862 △862 60,994
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継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

　該当事項はありません。
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６．生産、受注及び販売の状況
(1）生産実績

　当連結会計年度の生産実績を事業部門別に示すと次のとおりであります。

事業部門の名称 金額（百万円） 前年同期比（％）

飲料受託製造部門 8,391 114.3

合計 8,391 114.3

　（注）１．金額は販売価格によっております。

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(2）商品仕入実績

　当連結会計年度の商品仕入実績を事業部門別に示すと次のとおりであります。

事業部門の名称 金額（百万円） 前年同期比（％）

飲料販売部門 65,757 95.5

飲料受託製造部門 253 121.2

合計 66,010 95.6

　（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(3）受注状況

　当連結会計年度の受注状況を事業部門別に示すと次のとおりであります。

事業部門の名称
受注高

（百万円）
前年同期比（％）

受注残高
（百万円）

前年同期比（％）

飲料受託製造部門 7,358 115.8 1,116 105.8

合計 7,358 115.8 1,116 105.8

　（注）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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(4）販売実績

　当連結会計年度の販売実績を事業部門別に示すと次のとおりであります。

事業部門の名称 金額（百万円） 前年同期比（％）

飲料販売部門 149,158 97.1

飲料受託製造部門 6,783 124.3

合計 155,941 98.1

　（注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

２．飲料分野別内訳は次のとおりであります。

区分 販売実績（百万円） 比率（％）

飲料販売

部門

コーヒー飲料 79,222 50.8

茶系飲料 22,662 14.5

果汁飲料 11,837 7.6

炭酸飲料 11,066 7.1

ミネラルウォーター類 5,862 3.8

機能性飲料 3,556 2.3

ドリンク剤 2,579 1.6

その他飲料 12,370 7.9

小計 149,158 95.6

飲料受託

製造部門

ドリンク剤 6,500 4.2

飲料資材 283 0.2

小計 6,783 4.4

合計 155,941 100.0
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７．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

      該当事項はありません。
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