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1.  平成21年12月期第2四半期の連結業績（平成21年1月1日～平成21年6月30日） 

（注） 平成19年12月期は決算期の変更により平成19年４月１日から平成19年12月31日までの９ヶ月決算となっております。これにより平成20年12月期第２
四半期（平成20年１月１日～平成20年６月30日）は対象期間が異なっているため、対前年同四半期増減率は記載しておりません。 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年12月期第2四半期 25,722 ― △163 ― △29 ― △127 ―

20年12月期第2四半期 25,252 ― △192 ― △62 ― △175 ―

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

21年12月期第2四半期 △5.46 ―

20年12月期第2四半期 △7.33 ―

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12月期第2四半期 48,198 43,070 89.2 1,838.14
20年12月期 47,171 43,497 92.1 1,856.13

（参考） 自己資本   21年12月期第2四半期  43,013百万円 20年12月期  43,434百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  

・平成21年12月期第３四半期末の１株当たり配当金は、平成21年８月26日開催予定の臨時株主総会において株式交換契約が承認されることを条件とし
て、同総会に上程する議案の決議に基づき支払う予定の平成21年９月30日を基準日とする剰余金の配当であります。 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年12月期 ― 11.00 ― 11.00 22.00

21年12月期 ― 11.00

21年12月期 
（予想）

5.50 5.50 22.00

3.  平成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） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 56,500 3.9 600 101.5 900 53.0 350 139.8 14.96
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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）  無  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  無  

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

（注）詳細は、４ページ「定性的情報・財務諸表等 ４．その他」をご覧下さい。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※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予想等将来に関する記述は、発表日現在において入手可能な情報に基づいて作成したものであり、今後様々な要因によっ
て予想数値と異なる場合があります。なお、上記予想に関する事項は、４ページ「定性的情報・財務諸表等 ３．連結業績予想に関する定性的情報」をご覧 
ください。 
・当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）および「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基 
準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。なお、「財務諸表等の用語、
様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日 内閣府令第50号）附則第７条第１項第５号のただし書きにより、改正後
の四半期連結財務諸表規則を適用しております。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年12月期第2四半期 23,907,862株 20年12月期  23,907,862株

② 期末自己株式数 21年12月期第2四半期  507,534株 20年12月期  507,331株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年12月期第2四半期 23,400,424株 20年12月期第2四半期 23,900,846株
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 当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、世界的な景気後退の影響を受け、企業業績の急激な悪化や設

備投資の抑制等により景気の後退が拡大し、雇用や所得環境の悪化により個人消費が低迷する等厳しい状況となり

ました。四国地域の経済におきましても、低迷状態が続く厳しい環境となりました。 

 清涼飲料業界におきましても、成熟した市場での販売競争に加え、景気の悪化による消費の低迷等により、経営

環境は依然として厳しい状況が継続しております。 

 このような経営環境のなか、当社グループは収益の改善を最大の課題と位置付け、販売面や生産面等においてそ

れぞれの施策に取り組んでまいりました。 

 販売面では、環境負荷軽減につながる容器を使用した新ウォーターブランド「い・ろ・は・す（ＩＬＯＨＡ

Ｓ）」、「アンバサホワイトウォーター」等の新発売や「ジョージア ヴィンテージ バリスタチャンピオンブレ

ンド」等のリニューアルを実施し、また、全国プロモーション「アクエリアスでスポーツグッズを手に入れろ！」

等の拡販施策を行いました。 

 また、販売チャネルに対応した販売促進活動を行うとともに、自動販売機による販売の拡大やオペレーション効

率の改善に取り組む等収益重視の営業活動に努めました。 

 生産、物流面につきましては、新たなサプライチェーンマネジメント体制に対応し、生産性や物流効率の向上に

取り組みました。 

 これらの結果、当第２四半期連結累計期間の業績につきまして、消費の低迷等により四国内での販売数量が減少

したものの新たなサプライチェーンマネジメント体制への移行によりコカ・コーラボトラー各社への販売数量が増

加したこともあり売上高は257億22百万円（前年同四半期増減率＋1.9％）となりました。また、退職給付費用や販

売促進費の増加はあったものの経費の削減に努めたことにより、営業損失１億63百万円（前年同四半期差＋28百万

円）、経常損失29百万円（前年同四半期差＋33百万円）、四半期純損失１億27百万円（前年同四半期差＋47百万

円）となりました。 

 なお、前年同四半期増減率（前年同四半期差）は、前年同四半期とは適用する会計基準が異なるため、参考とし

て記載しております。 

（１）資産、負債および純資産の状況 

（資産の部） 

 当第２四半期連結会計期間末における資産合計は前連結会計年度末に比べ10億26百万円増加し、481億98百万

円となりました。 

 流動資産は前連結会計年度末に比べ20億43百万円増加し、160億66百万円となりました。これは主に、たな卸

資産が22億79百万円増加したこと等によるものであります。 

 固定資産は前連結会計年度末に比べ10億16百万円減少し、321億32百万円となりました。これは販売機器等の

減少等により有形固定資産が５億18百万円減少したこと、投資有価証券の減少等により投資その他の資産が４億

73百万円減少したこと等によるものであります。 

（負債の部） 

 当第２四半期連結会計期間末における負債合計は前連結会計年度末に比べ14億53百万円増加し、51億27百万円

となりました。 

 流動負債は前連結会計年度末に比べ14億99百万円増加し、47億86百万円となりました。これは買掛金が20億28

百万円増加したこと等によるものであります。 

 固定負債は前連結会計年度末に比べ46百万円減少し、３億41百万円となりました。これは繰延税金負債が64百

万円減少したこと等によるものであります。 

（純資産の部） 

 当第２四半期連結会計期間末における純資産合計は前連結会計年度末に比べ４億26百万円減少し、430億70百

万円となりました。これは四半期純損失を１億27百万円計上したこと、配当金により２億57百万円減少したこと

等によるものであります。  

（２）キャッシュ・フローの状況 

 当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、営業活動によるキャッ

シュ・フローにより13億42百万円の増加、投資活動によるキャッシュ・フローにより14億18百万円の減少、財務活

定性的情報・財務諸表等

１．連結経営成績に関する定性的情報

２．連結財政状態に関する定性的情報
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動によるキャッシュ・フローにより２億61百万円の減少となりました。 

 これらにより資金は、前連結会計年度末に比べ３億37百万円減少し、当第２四半期連結会計期間末には、33億67

百万円（前連結会計年度末比△9.1％）となりました。 

 当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの増減要因は、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） 

 営業活動による資金の増加は、13億42百万円となりました。これは、税金等調整前四半期純損失が１億24百万

円、たな卸資産の増加額が22億79百万円あったものの、減価償却費が14億９百万円、仕入債務の増加額が20億28

百万円およびその他の資産の減少額が６億81百万円あったこと等によるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動による資金の減少は、14億18百万円となりました。これは、販売機器等有形固定資産の取得による支

出が11億71百万円および短期貸付金の増加額が３億72百万円あったこと等によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果使用した資金は、配当金の支払額２億56百万円等により２億61百万円となりました。 

 今後も景気や企業業績の急速な回復は見込めず、雇用や所得環境の悪化により個人消費が低迷する等先行きは不透

明な状況で推移すると見られ、当社グループの経営環境は非常に厳しい状況が継続するものと予想されます。 

 このような厳しい状況のなか、当社グループは、販売チャネルに対応したきめ細かい販売促進活動を推進し収益の

拡大を図るとともに、新たなサプライチェーンマネジメント体制における生産、物流面での効率化に取り組む等コス

ト削減に努め、最重点課題であります収益の改善に取り組んでまいります。 

 平成21年12月期通期連結業績予想につきましては、平成21年２月12日に公表いたしました通期業績予想に変更はあ

りません。 

 なお、平成21年12月期通期個別業績予想につきましても、同様に変更はありません。  

 該当事項はありません。 

 重要な該当事項はありません。  

① 四半期財務諸表に関する会計基準の適用 

 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)および「四半期財務諸表に関

する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規

則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。なお、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規

則等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日 内閣府令第50号）附則第７条第１項第５号のただし書き

により、改正後の四半期連結財務諸表規則を適用しております。 

② たな卸資産の評価に関する会計基準の適用 

 通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として原価法によっておりましたが、第１四半期

連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５日公表分）が適

用されたことにともない、主として原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方

法）により算定しております。 

 これにより、当第２四半期連結累計期間の営業損失は54百万円、経常損失および税金等調整前四半期純損失

は、それぞれ２百万円増加しております。 

３．連結業績予想に関する定性的情報

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）

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）四半期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
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③ リース取引に関する会計基準の適用 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によって

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

一部会）、平成19年３月30日改正））および「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指

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

４月１日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用することができることになったことにと

もない、第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る会計処理によってお

ります。また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法については、リース

期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。 

 これにより、当第２四半期連結累計期間の営業損失、経常損失および税金等調整前四半期純損失は、それぞれ

０百万円減少しております。 

（追加情報） 

〔有形固定資産の耐用年数の変更〕 

 当社および連結子会社の機械装置等の耐用年数について第１四半期連結会計期間より法人税法の改正を契機

として見直しを行い、改正後の法人税法に基づく耐用年数に変更しております。 

 これにより、当第２四半期連結累計期間の営業損失、経常損失および税金等調整前四半期純損失は、それぞ

れ３百万円増加しております。 

〔役員退職慰労引当金〕 

 当社および連結子会社は、平成21年３月開催の定時株主総会において、取締役および監査役に対する役員退

職慰労金制度廃止にともなう打切り支給（支給の時期は取締役および監査役各氏のそれぞれの退任時とす

る。）について決議いたしました。 

 これにより、役員退職慰労引当金は全額取崩し、打切り支給額の未払分を固定負債の「その他」に計上して

おります。 
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５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,584 3,921

受取手形及び売掛金 2,545 2,492

商品及び製品 4,014 1,950

原材料及び貯蔵品 282 67

短期貸付金 4,139 3,739

その他 1,504 1,856

貸倒引当金 △4 △4

流動資産合計 16,066 14,022

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 10,315 10,331

減価償却累計額 △6,035 △5,909

建物及び構築物（純額） 4,280 4,422

販売機器 25,231 25,238

減価償却累計額 △21,597 △21,488

販売機器（純額） 3,634 3,749

土地 7,129 7,170

建設仮勘定 186 133

その他 13,981 15,057

減価償却累計額 △12,105 △12,909

その他（純額） 1,875 2,148

有形固定資産合計 17,105 17,624

無形固定資産 329 353

投資その他の資産   

長期貸付金 12,751 12,655

その他 1,957 2,525

貸倒引当金 △11 △10

投資その他の資産合計 14,697 15,170

固定資産合計 32,132 33,148

資産合計 48,198 47,171
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,359 330

未払法人税等 115 102

賞与引当金 247 276

役員賞与引当金 36 54

その他 2,027 2,523

流動負債合計 4,786 3,286

固定負債   

役員退職慰労引当金 － 110

その他 341 277

固定負債合計 341 387

負債合計 5,127 3,673

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,576 5,576

資本剰余金 4,973 4,973

利益剰余金 32,940 33,325

自己株式 △412 △412

株主資本合計 43,077 43,462

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △64 △28

評価・換算差額等合計 △64 △28

少数株主持分 57 63

純資産合計 43,070 43,497

負債純資産合計 48,198 47,171
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（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 25,722

売上原価 14,851

売上総利益 10,871

販売費及び一般管理費  

販売費 9,604

一般管理費 1,430

販売費及び一般管理費合計 11,035

営業損失（△） △163

営業外収益  

受取利息 107

受取配当金 5

その他 49

営業外収益合計 162

営業外費用  

支払利息 0

持分法による投資損失 19

その他 7

営業外費用合計 27

経常損失（△） △29

特別利益  

固定資産売却益 55

賞与引当金戻入額 53

その他 1

特別利益合計 109

特別損失  

固定資産除却損 65

投資有価証券評価損 24

投資有価証券清算損 42

株式交換関連費用 50

その他 22

特別損失合計 204

税金等調整前四半期純損失（△） △124

法人税、住民税及び事業税 87

法人税等調整額 △80

法人税等合計 6

少数株主損失（△） △3

四半期純損失（△） △127
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純損失（△） △124

減価償却費 1,409

賞与引当金の増減額（△は減少） △28

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △17

前払年金費用の増減額（△は増加） 120

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △110

貸倒引当金の増減額（△は減少） 0

受取利息及び受取配当金 △113

支払利息 0

持分法による投資損益（△は益） 19

固定資産除却損 65

有形固定資産売却損益（△は益） △49

投資有価証券評価損益（△は益） 24

投資有価証券清算損 42

売上債権の増減額（△は増加） △52

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,279

仕入債務の増減額（△は減少） 2,028

未払金の増減額（△は減少） △131

未収消費税等の増減額（△は増加） △98

未払消費税等の増減額（△は減少） △44

その他の資産の増減額（△は増加） 681

その他の負債の増減額（△は減少） △67

その他 17

小計 1,293

利息及び配当金の受取額 113

法人税等の支払額 △118

法人税等の還付額 53

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,342

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 △47

定期預金の払戻による収入 47

有形固定資産の取得による支出 △1,171

有形固定資産の売却による収入 83

無形固定資産の取得による支出 △88

投資有価証券の清算による収入 257

短期貸付金の増減額（△は増加） △372

長期貸付けによる支出 △166

長期貸付金の回収による収入 44

その他 △5

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,418
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（単位：百万円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年６月30日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー  

配当金の支払額 △256

少数株主への配当金の支払額 △2

その他 △2

財務活動によるキャッシュ・フロー △261

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △337

現金及び現金同等物の期首残高 3,704

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,367
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 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）および「四半期財務諸表に関す

る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」

に従い四半期連結財務諸表を作成しております。なお、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一

部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日 内閣府令第50号）附則第７条第１項第５号のただし書きにより、改正

後の四半期連結財務諸表規則を適用しております。 

 該当事項はありません。 

  

当第２四半期連結累計期間（自 平成21年１月１日 至 平成21年６月30日） 

 事業の種類は「飲料関連事業」および「その他の事業」に区分しております。「その他の事業」のうち

「クレジット事業」の営業損益の絶対値が営業損益基準の10％を超えておりますが、一時的であるため、事

業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

  

当第２四半期連結累計期間（自 平成21年１月１日 至 平成21年６月30日） 

 本邦以外の国または地域に所在する連結子会社および在外支店がないため、該当事項はありません。  

当第２四半期連結累計期間（自 平成21年１月１日 至 平成21年６月30日） 

 海外売上高がないため、該当事項はありません。   

  

 該当事項はありません。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表 

（１）中間連結損益計算書 

前中間連結会計期間（自 平成20年１月１日 至 平成20年６月30日） 

  
前中間連結会計期間

（自 平成20年１月１日 
至 平成20年６月30日） 

区分 金額（百万円）
百分比
（％） 

Ⅰ 売上高        25,252  100.0

Ⅱ 売上原価        14,102  55.8

売上総利益        11,149  44.2

Ⅲ 販売費及び一般管理費                  

１．販売費  9,873            

２．一般管理費  1,468  11,341  45.0

営業損失（△）       △192 △0.8

Ⅳ 営業外収益                  

１．受取利息  91            

２．受取配当金  5            

３．土地建物賃貸料  15            

４．受贈益  8            

５．その他  35  156  0.7

Ⅴ 営業外費用                  

１．支払利息  0            

２．たな卸資産廃棄損  12            

３．たな卸資産減耗損  1            

４．自動販売機売上金不足金  6            

５．持分法による投資損失  4            

６．その他  2  27  0.1

経常損失（△）       △62 △0.2
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前中間連結会計期間

（自 平成20年１月１日 
至 平成20年６月30日） 

区分 金額（百万円）
百分比
（％） 

Ⅵ 特別利益                  

１．投資有価証券売却益  0            

２．生産物流資産廃棄共同負担金  27            

３．その他  1  29  0.1

Ⅶ 特別損失                  

１．固定資産除却損  127            

２．過年度損益修正損  23            

３．その他  15  166  0.7

税金等調整前中間純損失（△）       △199 △0.8

法人税、住民税及び事業税  52            

法人税等調整額 △66 △14 △0.1

少数株主損失（△）       △10 △0.0

中間純損失（△）       △175 △0.7
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 前中間連結会計期間（自 平成20年１月１日 至 平成20年６月30日） 

（２）中間連結キャッシュ・フロー計算書

 
当中間連結会計期間 

（自 平成20年１月１日 
至 平成20年６月30日） 

区分 金額（百万円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前中間純損失（△）  △199

減価償却費  1,581

賞与引当金の増加額  1

役員賞与引当金の減少額  △16

前払年金費用の増加額  △29

役員退職慰労引当金の減少額  △49

貸倒引当金の減少額  △1

受取利息及び受取配当金  △96

支払利息  0

持分法による投資損失  4

固定資産除却損  127

投資有価証券売却益  △0

売上債権の減少額  138

たな卸資産の減少額  132

仕入債務の減少額  △154

未払金の増加額  4

未払消費税等の減少額  △49

その他の資産の増加額  △959

その他の負債の減少額  △26

その他  7

小計  413

利息及び配当金の受取額  98

転籍一時金の支払額  △8

還付法人税等の受取額  55

法人税等の支払額  △310

営業活動によるキャッシュ・フロー  247
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当中間連結会計期間 

（自 平成20年１月１日 
至 平成20年６月30日） 

区分 金額（百万円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出  △47

定期預金の払戻による収入  47

有形固定資産の取得による支出  △1,527

有形固定資産の売却による収入  2

無形固定資産の取得による支出  △34

投資有価証券の取得による支出  △3

短期貸付金の増加額  △306

長期貸付けによる支出  △44

その他  △49

投資活動によるキャッシュ・フロー  △1,963

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

自己株式の増加額  △0

配当金の支払額  △134

少数株主への配当金の支払額  △2

財務活動によるキャッシュ・フロー  △136

Ⅳ 現金及び現金同等物の減少額  △1,852

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  5,098

Ⅵ 現金及び現金同等物の中間期末残高  3,246
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