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1.  21年3月期の連結業績（平成20年4月1日～平成21年3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 ％

21年3月期 192,790 0.5 8,851 4.1 8,701 △4.6 5,639 21.1
20年3月期 191,878 △3.4 8,506 11.0 9,123 16.3 4,658 10.7

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3月期 26.32 26.31 5.8 4.4 4.6
20年3月期 21.53 21.51 4.6 4.3 4.4

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  7百万円 20年3月期  566百万円

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3月期 190,792 105,316 48.8 437.42
20年3月期 207,843 113,273 48.1 462.00

（参考） 自己資本   21年3月期  93,093百万円 20年3月期  99,969百万円

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3月期 8,954 △7,769 △9,294 33,666
20年3月期 9,816 △411 3,414 42,350

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3月期 ― ― ― 8.50 8.50 1,840 39.5 1.8
21年3月期 ― ― ― 8.50 8.50 1,810 32.3 1.9
22年3月期 

（予想）
― ― ― 8.50 8.50 36.2

3.  22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3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

91,000 △1.1 2,300 △16.3 2,400 △13.0 1,200 △55.4 5.64

通期 193,200 0.2 8,900 0.6 9,000 3.4 5,000 △11.3 23.50



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) 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、21ページ「(6)連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」の（会計方針の変更)、24ページ「(7)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」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注）１株当たり当期純利益（連結）の算定上の基礎となる株式数については、30ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

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 217,699,743株 20年3月期 217,699,743株
② 期末自己株式数 21年3月期  4,874,064株 20年3月期  1,313,548株

（参考）個別業績の概要 

1.  21年3月期の個別業績（平成20年4月1日～平成21年3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）

営業収益 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3月期 4,811 23.2 3,866 34.7 3,818 35.5 4,553 105.4
20年3月期 3,905 6.7 2,870 10.1 2,817 9.4 2,216 △15.4

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3月期 21.23 ―
20年3月期 10.23 ―

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 113,870 76,454 67.1 358.95
20年3月期 124,168 80,203 64.6 370.36

（参考） 自己資本 21年3月期  76,454百万円 20年3月期  80,203百万円

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、
実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件等については、3ページ「１.経営成績 （１）経営成績に関す
る分析」をご覧ください。 

















４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 26,529 25,596

受取手形及び売掛金 46,990 46,307

有価証券 18,132 16,350

たな卸資産 25,096 －

商品及び製品 － 19,895

仕掛品 － 1,060

原材料及び貯蔵品 － 2,778

繰延税金資産 2,132 2,621

その他 2,076 2,209

貸倒引当金 △160 △91

流動資産合計 120,796 116,728

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 41,319 41,379

減価償却累計額 △24,931 △25,633

建物及び構築物（純額） 16,387 15,745

機械装置及び運搬具 75,538 74,792

減価償却累計額 △62,478 △63,283

機械装置及び運搬具（純額） 13,059 11,509

土地 14,547 13,511

リース資産 － 590

減価償却累計額 － △52

リース資産（純額） － 538

建設仮勘定 931 477

その他 11,051 10,712

減価償却累計額 △8,637 △8,449

その他（純額） 2,413 2,263

有形固定資産合計 47,341 44,045

無形固定資産   

のれん 2,930 2,011

その他 3,630 2,472

無形固定資産合計 6,561 4,484

投資その他の資産   

投資有価証券 26,122 18,429

繰延税金資産 2,434 2,945

その他 4,992 4,427

貸倒引当金 △405 △268

投資その他の資産合計 33,144 25,534



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

固定資産合計 87,047 74,063

資産合計 207,843 190,792

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 14,301 14,420

短期借入金 4,964 5,062

1年内償還予定の社債 5,000 －

未払酒税 7,784 7,902

未払費用 4,475 3,544

未払法人税等 2,287 2,285

賞与引当金 1,985 1,978

役員賞与引当金 24 －

販売促進引当金 1,466 1,444

その他 5,316 5,520

流動負債合計 47,607 42,158

固定負債   

社債 20,000 20,000

長期借入金 5,718 5,548

繰延税金負債 4,584 1,002

退職給付引当金 8,899 9,093

長期預り金 6,639 6,464

その他 1,120 1,207

固定負債合計 46,963 43,317

負債合計 94,570 85,475

純資産の部   

株主資本   

資本金 13,226 13,226

資本剰余金 3,204 3,198

利益剰余金 77,342 80,918

自己株式 △1,011 △3,212

株主資本合計 92,761 94,131

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 6,679 2,340

繰延ヘッジ損益 △46 △19

為替換算調整勘定 575 △3,358

評価・換算差額等合計 7,208 △1,037

少数株主持分 13,303 12,222

純資産合計 113,273 105,316

負債純資産合計 207,843 190,792



（２）連結損益計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 191,878 192,790

売上原価 117,864 118,849

売上総利益 74,014 73,941

販売費及び一般管理費   

運賃 5,419 5,710

広告宣伝費 4,358 4,057

販売促進費 27,907 28,263

販売促進引当金繰入額 1,466 1,444

貸倒引当金繰入額 35 14

従業員給料及び賞与 8,420 8,310

賞与引当金繰入額 1,127 1,105

退職給付費用 472 483

役員賞与引当金繰入額 23 －

減価償却費 1,128 1,131

研究開発費 3,643 3,343

その他 11,504 11,225

販売費及び一般管理費合計 65,507 65,090

営業利益 8,506 8,851

営業外収益   

受取利息 296 342

受取配当金 423 428

持分法による投資利益 566 －

その他 444 312

営業外収益合計 1,730 1,083

営業外費用   

支払利息 559 606

たな卸資産廃棄損 179 －

為替差損 － 438

その他 374 188

営業外費用合計 1,113 1,233

経常利益 9,123 8,701

特別利益   

固定資産売却益 － 700

投資有価証券売却益 1,178 －

持分変動利益 215 －

その他 196 68

特別利益合計 1,590 769



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

特別損失   

固定資産除売却損 339 208

減損損失 － 229

投資有価証券評価損 449 524

係争和解費用 1,172 128

その他 429 185

特別損失合計 2,391 1,277

税金等調整前当期純利益 8,321 8,193

法人税、住民税及び事業税 3,798 4,075

法人税等調整額 △405 △1,774

法人税等合計 3,393 2,301

少数株主利益 270 252

当期純利益 4,658 5,639



（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 13,226 13,226

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 13,226 13,226

資本剰余金   

前期末残高 3,205 3,204

当期変動額   

自己株式の処分 △1 △5

当期変動額合計 △1 △5

当期末残高 3,204 3,198

利益剰余金   

前期末残高 74,308 77,342

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 － △222

当期変動額   

剰余金の配当 △1,624 △1,840

当期純利益 4,658 5,639

当期変動額合計 3,034 3,799

当期末残高 77,342 80,918

自己株式   

前期末残高 △972 △1,011

当期変動額   

自己株式の取得 △46 △2,226

自己株式の処分 7 25

関連会社に対する持分比率増加による自己
株式の変動

△0 －

当期変動額合計 △39 △2,200

当期末残高 △1,011 △3,212

株主資本合計   

前期末残高 89,767 92,761

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 － △222

当期変動額   

剰余金の配当 △1,624 △1,840

当期純利益 4,658 5,639

自己株式の取得 △46 △2,226

自己株式の処分 6 20

関連会社に対する持分比率増加による自己
株式の変動

△0 －

当期変動額合計 2,993 1,592

当期末残高 92,761 94,131



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 11,644 6,679

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △4,964 △4,339

当期変動額合計 △4,964 △4,339

当期末残高 6,679 2,340

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 5 △46

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △52 27

当期変動額合計 △52 27

当期末残高 △46 △19

為替換算調整勘定   

前期末残高 1,090 575

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △514 △3,933

当期変動額合計 △514 △3,933

当期末残高 575 △3,358

評価・換算差額等合計   

前期末残高 12,740 7,208

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △5,531 △8,246

当期変動額合計 △5,531 △8,246

当期末残高 7,208 △1,037

少数株主持分   

前期末残高 13,062 13,303

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 241 △1,081

当期変動額合計 241 △1,081

当期末残高 13,303 12,222



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

純資産合計   

前期末残高 115,570 113,273

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 － △222

当期変動額   

剰余金の配当 △1,624 △1,840

当期純利益 4,658 5,639

自己株式の取得 △46 △2,226

自己株式の処分 6 20

関連会社に対する持分比率増加による自己株
式の変動

△0 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △5,290 △9,327

当期変動額合計 △2,297 △7,734

当期末残高 113,273 105,316



（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

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 8,321 8,193

減価償却費 5,455 5,074

退職給付引当金の増減額（△は減少） 212 230

貸倒引当金の増減額（△は減少） △136 △44

賞与引当金の増減額（△は減少） △32 △6

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △9 －

販売促進引当金の増減額（△は減少） 99 △21

受取利息及び受取配当金 △719 △771

支払利息 559 606

持分法による投資損益（△は益） △566 △7

持分変動損益（△は益） △215 －

投資有価証券売却損益（△は益） △1,178 △16

投資有価証券評価損益（△は益） 449 524

固定資産除売却損益（△は益） － △491

固定資産売却・除却損 339 －

売上債権の増減額（△は増加） 4,222 △98

たな卸資産の増減額（△は増加） 173 △756

その他の流動資産の増減額（△は増加） 255 29

仕入債務の増減額（△は減少） 758 582

未払酒税の増減額（△は減少） △2,503 119

未払消費税等の増減額（△は減少） △504 122

その他 △1,557 △213

小計 13,424 13,055

利息及び配当金の受取額 708 787

利息の支払額 △580 △609

法人税等の支払額 △3,736 △4,278

営業活動によるキャッシュ・フロー 9,816 8,954

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △1,462 △5,746

定期預金の払戻による収入 856 1,659

有価証券の取得による支出 － △3,300

有形及び無形固定資産の取得による支出 △4,032 △2,645

有形固定資産の売却による収入 1,092 1,989

投資有価証券の取得による支出 △914 △214

投資有価証券の売却による収入 1,268 25

投資有価証券の償還による収入 1,000 －

関係会社株式の取得による支出 △105 △23

関係会社株式の売却による収入 2,328 75

その他 △444 412



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

投資活動によるキャッシュ・フロー △411 △7,769

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入れによる収入 90 －

長期借入金の返済による支出 △99 △64

社債の発行による収入 9,923 －

社債の償還による支出 △5,000 △5,000

コマーシャル・ペーパーの発行による収入 5,000 －

コマーシャル・ペーパーの償還による支出 △5,000 －

少数株主からの払込みによる収入 125 35

自己株式の取得による支出 － △2,226

配当金の支払額 △1,626 △1,842

その他 1 △195

財務活動によるキャッシュ・フロー 3,414 △9,294

現金及び現金同等物に係る換算差額 △69 △574

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 12,749 △8,684

現金及び現金同等物の期首残高 29,601 42,350

現金及び現金同等物の期末残高 42,350 33,666



























５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：百万円）

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 7,031 6,435

売掛金 109 111

有価証券 7,000 4,993

前払費用 15 15

繰延税金資産 － 235

関係会社短期貸付金 1,010 570

その他 591 757

流動資産合計 15,757 13,118

固定資産   

有形固定資産   

建物 429 439

減価償却累計額 △326 △338

建物（純額） 103 100

構築物 180 107

減価償却累計額 △153 △85

構築物（純額） 26 22

車両運搬具 42 42

減価償却累計額 △31 △34

車両運搬具（純額） 10 7

工具、器具及び備品 843 641

減価償却累計額 △382 △382

工具、器具及び備品（純額） 461 258

土地 2,277 1,208

有形固定資産合計 2,878 1,597

無形固定資産   

商標権 2 1

ソフトウエア 4 18

施設利用権 9 8

無形固定資産合計 15 27

投資その他の資産   

投資有価証券 21,069 13,568

関係会社株式 83,882 85,031

長期前払費用 20 15

その他 687 608

貸倒引当金 △143 △96

投資その他の資産合計 105,516 99,126

固定資産合計 108,410 100,752

資産合計 124,168 113,870



（単位：百万円）

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

短期借入金 4,700 4,700

1年内返済予定の長期借入金 － 100

1年内償還予定の社債 5,000 －

未払金 37 57

未払消費税等 5 31

未払費用 96 87

未払法人税等 － 3

繰延税金負債 6 －

前受金 24 24

預り金 4,032 5,982

賞与引当金 25 31

流動負債合計 13,930 11,017

固定負債   

社債 20,000 20,000

長期借入金 5,100 5,000

繰延税金負債 4,090 570

退職給付引当金 168 151

長期預り金 368 368

その他 307 307

固定負債合計 30,035 26,398

負債合計 43,965 37,416

純資産の部   

株主資本   

資本金 13,226 13,226

資本剰余金   

資本準備金 3,158 3,158

資本剰余金合計 3,158 3,158

利益剰余金   

利益準備金 3,305 3,305

その他利益剰余金   

配当準備金 400 400

固定資産圧縮積立金 41 41

別途積立金 48,230 48,230

繰越利益剰余金 6,397 9,104

利益剰余金合計 58,373 61,080

自己株式 △909 △3,109

株主資本合計 73,849 74,355



（単位：百万円）

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 6,354 2,098

評価・換算差額等合計 6,354 2,098

純資産合計 80,203 76,454

負債純資産合計 124,168 113,870



（２）損益計算書 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

営業収益 3,905 4,811

営業費用   

不動産賃貸原価 78 76

販売費及び一般管理費   

役員報酬 153 158

従業員給料及び賞与 146 171

賞与引当金繰入額 25 31

退職給付費用 8 12

減価償却費 10 8

報酬及び請負料 281 163

支払手数料 88 84

賃借料 － 44

その他 242 194

販売費及び一般管理費合計 956 868

営業費用合計 1,035 944

営業利益 2,870 3,866

営業外収益   

受取利息 99 －

受取配当金 402 394

雑収入 64 119

営業外収益合計 566 514

営業外費用   

支払利息 138 158

社債利息 291 325

社債発行費 76 －

雑損失 113 78

営業外費用合計 619 563

経常利益 2,817 3,818

特別利益   

固定資産売却益 － 221

関係会社株式売却益 － 322

投資有価証券売却益 240 －

その他 － 14

特別利益合計 240 557

特別損失   

減損損失 170 207

投資有価証券評価損 390 475

お別れの会関連費用 116 －

その他 23 34

特別損失合計 701 716



（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

税引前当期純利益 2,355 3,658

法人税、住民税及び事業税 18 5

法人税等調整額 120 △899

法人税等合計 139 △894

当期純利益 2,216 4,553



（３）株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 13,226 13,226

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 13,226 13,226

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 3,158 3,158

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 3,158 3,158

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 3,305 3,305

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 3,305 3,305

その他利益剰余金   

配当準備金   

前期末残高 400 400

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 400 400

固定資産圧縮積立金   

前期末残高 41 41

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 41 41

別途積立金   

前期末残高 48,230 48,230

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 48,230 48,230

繰越利益剰余金   

前期末残高 5,806 6,397

当期変動額   

剰余金の配当 △1,624 △1,840

当期純利益 2,216 4,553

自己株式の処分 △1 △5



（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当期変動額合計 590 2,706

当期末残高 6,397 9,104

利益剰余金合計   

前期末残高 57,782 58,373

当期変動額   

剰余金の配当 △1,624 △1,840

当期純利益 2,216 4,553

自己株式の処分 △1 △5

当期変動額合計 590 2,706

当期末残高 58,373 61,080

自己株式   

前期末残高 △870 △909

当期変動額   

自己株式の取得 △46 △2,226

自己株式の処分 7 25

当期変動額合計 △38 △2,200

当期末残高 △909 △3,109

株主資本合計   

前期末残高 73,297 73,849

当期変動額   

剰余金の配当 △1,624 △1,840

当期純利益 2,216 4,553

自己株式の取得 △46 △2,226

自己株式の処分 6 20

当期変動額合計 551 506

当期末残高 73,849 74,355

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 11,322 6,354

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △4,968 △4,255

当期変動額合計 △4,968 △4,255

当期末残高 6,354 2,098



（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

純資産合計   

前期末残高 84,619 80,203

当期変動額   

剰余金の配当 △1,624 △1,840

当期純利益 2,216 4,553

自己株式の取得 △46 △2,226

自己株式の処分 6 20

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △4,968 △4,255

当期変動額合計 △4,416 △3,749

当期末残高 80,203 76,454
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