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1.  平成22年1月期第2四半期の業績（平成21年2月1日～平成21年7月31日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

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

22年1月期第2四半期 20,085 ― 859 ― 794 ― 489 ―

21年1月期第2四半期 21,302 △6.6 332 △58.0 253 △64.3 123 △71.9

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

22年1月期第2四半期 161.89 ―

21年1月期第2四半期 40.86 ―

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

22年1月期第2四半期 25,476 10,036 39.4 3,317.21
21年1月期 24,610 9,531 38.7 3,150.28

（参考） 自己資本   22年1月期第2四半期  10,036百万円 21年1月期  9,531百万円

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  有  

期末配当予想につきましては、平成21年３月16日付「平成22年１月期決算短信（非連結）」にて見送りとしておりましたが、当第２四半期決算短信において
１株当たり25円の配当とさせていただきます。 
内容につきましては、本日別途開示いたしました「平成22年１月期 通期業績予想および期末配当予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

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

21年1月期 ― 20.00 ― 0.00 20.00
22年1月期 ― 0.00

22年1月期 
（予想）

― 25.00 25.00

3.  平成22年1月期の業績予想（平成21年2月1日～平成22年1月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無  有  
 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 36,772 △5.3 750 66.0 620 113.4 379 207.5 125.58
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4.  その他 

(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  
（注）詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。 

(2) 四半期財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項
等の変更に記載されるもの） 

（注）詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年1月期第2四半期 3,780,000株 21年1月期  3,780,000株

② 期末自己株式数 22年1月期第2四半期  754,478株 21年1月期  754,478株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年1月期第2四半期 3,025,522株 21年1月期第2四半期 3,025,538株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

１．上記の予想は、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ます。実際の業績は、今後さまざまな要因によって予想数
値と異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、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 ３．業績予想に関する定性的情報をご覧くださ
い。 
２．当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適
用指針第14号）を適用しております。また、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 
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当第２四半期累計期間（平成21年2月1日～平成21年7月31日）におけるわが国経済は、一部に底入れの兆しがある

ものの、本格的な回復に向けた動きは鈍く、設備投資が依然として低迷していることに加え、個人消費についても雇

用情勢の急速な悪化等により厳しい状況で推移いたしました。 

清涼飲料業界におきましては、こうした経済情勢の影響を受け、業界全体の販売数量が前年を下回る厳しい結果と

なりました。 

このような状況下におきまして、当社は本年度を初年度とする中期経営計画（３ヵ年）に則り、収益性の向上を最

重要課題とし、営業活動の強化ならびに生産体制の効率化等を推進してまいりました。 

これらの結果、当第２四半期累計期間の売上高は20,085百万円（前年同期比5.7％減）となりましたが、工場の主

要動力燃料である重油価格相場の低下に加え、全社的なコスト削減効果により、営業利益は859百万円（前年同期比

158.3%増）、経常利益は794百万円（前年同期比212.7％増）、ならびに四半期純利益は489百万円（前年同期比

296.2％増）となりました。 

  各事業の業績は下記のとおりであります。 

（受託製造事業） 

 受託製造事業全体の売上高は16,185百万円（前年同期比3.2%減）となりました。受託製造事業の容器別では、果実

飲料および野菜飲料の伸長により紙容器飲料が増加（前年同期比26.3%増）いたしましたが、茶系飲料等が減少した

ことによりペット容器飲料が低調（前年同期比13.6%減）でありました。 

（メーカー事業） 

メーカー事業全体の売上高は3,899百万円（前年同期比14.8%減）となりました。メーカー事業の品目別では、果実

飲料および野菜飲料が減少（前年同期比9.4％減）いたしました。また、茶系飲料についても減少（前年同期比

29.8％減）いたしました。 

  

（注）前年同期金額および前年同期比増減率は参考として記載しております。 

  

 当第２四半期会計期間末の総資産は、現金及び預金、有形固定資産が減少しましたが、受取手形及び売掛金が増

加したため、前事業年度末と比較して866百万円増加し、25,476百万円となりました。 

負債は、支払手形及び買掛金、未払法人税等の増加、短期借入金が500百万円増加、長期借入金の返済による672

百万円の減少などにより、前事業年度末と比較して360百万円増加し、15,439百万円となりました。 

 純資産は、四半期純利益489百万円による利益剰余金489百万円の増加により、前事業年度末と比較して505百万円

増加し、10,036百万円となりました。 

  

（キャッシュ・フローの状況） 

 当第２四半期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。）の残高は、前事業年度末に比べ

255百万円減少し272百万円となりました。 

 第２四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況は下記のとおりであります。 

  

 （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果獲得した資金は154百万円（前年同期比120.8％増）となりました。 

これは主に、税引前四半期純利益841百万円に減価償却費597百万円、仕入債務の増加額402百万円等による増加、

売上債権の増加額1,434百万円、たな卸資産の増加額143百万円等による減少を調整したものであります。 

  

 （投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果使用した資金は236百万円（前年同期比4.8％増）となりました。 

これは主に、有形固定資産の取得による支出183百万円等によるものです。 

  

 （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173百万円（前年同期は337百万円の獲得）となりました。 

これは主に、短期借入金による500百万円の増加に対し、長期借入金の返済による672百万円の支出等によるもので

す。 

  

（注）前年同期金額および前年同期比増減率は参考として記載しております。 

定性的情報・財務諸表等

１．経営成績に関する定性的情報

２．財政状態に関する定性的情報
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清涼飲料業界におきましては、引き続き厳しい状況でありますが、当社は本年度を初年度とする中期経営計画（３

ヵ年）に則り、収益性の向上を最重要課題とし、営業活動の強化ならびに生産体制の効率化等を推進してまいりま

す。 

通期業績予想につきましては、第２四半期までの実績を織り込み、前回予想（平成21年３月16日公表）を修正いた

しました。詳しくは、別途開示いたしました「平成22年１月期 通期業績予想および期末配当予想に関するお知ら

せ」（平成21年９月14日公表）をご参照ください。   

  

  

 ・簡便な会計処理 

①繰延税金資産の算定方法 

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前事業年度において使用した将来の業績予測やタックス・プ

ランニングを利用する方法を適用しております。 

  

  

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

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

則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 

  

②たな卸資産の評価基準及び評価方法の変更 

たな卸資産については、従来、主として移動平均法による原価法によっておりましたが、第１四半期会計期

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

ことに伴い、主として移動平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切り下

げの方法）により算定しております。これにより、当第２四半期累計期間の売上総利益、営業利益、経常利益

及び税引前四半期純利益はそれぞれ18,429千円減少しております。 

  

③リース取引に関する会計基準の適用 

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

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

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

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

年４月１日以後開始する事業年度に係る四半期財務諸表から適用することができることになったことに伴

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

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

期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。なお、リース取引開始日がリース会

計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、引き続き通常の賃貸借取引

に係る方法に準じた会計処理を適用しております。これによる損益に与える影響はありません。 

  

３．業績予想に関する定性的情報

４．その他

（１）簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（２）四半期財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
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５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成21年７月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年１月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 272,527 527,924

受取手形及び売掛金 8,376,723 6,942,324

商品及び製品 1,601,710 1,500,128

原材料及び貯蔵品 779,621 737,662

その他 211,806 315,078

貸倒引当金 △3,300 △3,500

流動資産合計 11,239,089 10,019,619

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 3,601,621 3,722,732

機械及び装置（純額） 3,080,719 3,283,809

土地 6,359,703 6,359,703

建設仮勘定 5,279 3,948

その他（純額） 376,561 404,311

有形固定資産合計 13,423,886 13,774,505

無形固定資産 252,064 270,059

投資その他の資産   

その他 585,262 569,588

貸倒引当金 △24,067 △23,570

投資その他の資産合計 561,195 546,018

固定資産合計 14,237,145 14,590,582

資産合計 25,476,235 24,610,202

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 5,833,830 5,431,741

短期借入金 1,000,000 500,000

1年内返済予定の長期借入金 5,339,000 1,344,000

未払法人税等 325,496 6,330

賞与引当金 81,740 159,013

その他 1,315,732 1,438,261

流動負債合計 13,895,799 8,879,346

固定負債   

長期借入金 1,392,000 6,059,000

引当金 139,828 140,628

その他 12,317 －

固定負債合計 1,544,145 6,199,628

負債合計 15,439,944 15,078,975
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（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成21年７月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年１月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 303,000 303,000

資本剰余金 1,200,231 1,200,231

利益剰余金 9,382,720 8,892,904

自己株式 △909,091 △909,091

株主資本合計 9,976,860 9,487,045

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 59,429 44,181

評価・換算差額等合計 59,429 44,181

純資産合計 10,036,290 9,531,226

負債純資産合計 25,476,235 24,610,202
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（２）四半期損益計算書 
（第２四半期累計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年２月１日 
 至 平成21年７月31日) 

売上高 20,085,174

売上原価 17,443,115

売上総利益 2,642,059

販売費及び一般管理費 1,782,640

営業利益 859,419

営業外収益  

受取利息 403

受取配当金 2,306

受取開発料 3,370

その他 7,069

営業外収益合計 13,149

営業外費用  

支払利息 73,470

その他 4,982

営業外費用合計 78,452

経常利益 794,115

特別利益  

賞与引当金戻入額 39,753

その他 8,719

特別利益合計 48,472

特別損失  

固定資産除却損 176

ゴルフ会員権評価損 775

特別損失合計 951

税引前四半期純利益 841,636

法人税等 351,820

四半期純利益 489,815

ゴールドパック㈱（2589） 平成22年１月期 第２四半期決算短信（非連結）
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年２月１日 
 至 平成21年７月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前四半期純利益 841,636

減価償却費 597,136

貸倒引当金の増減額（△は減少） 497

賞与引当金の増減額（△は減少） △77,272

退職給付引当金の増減額（△は減少） △736

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △64

受取利息及び受取配当金 △2,709

支払利息 73,470

固定資産除却損 176

ゴルフ会員権評価損 775

売上債権の増減額（△は増加） △1,434,598

たな卸資産の増減額（△は増加） △143,541

仕入債務の増減額（△は減少） 402,088

未払消費税等の増減額（△は減少） △42,403

その他 △4,464

小計 209,990

利息及び配当金の受取額 2,709

利息の支払額 △79,142

法人税等の支払額 △1,407

法人税等の還付額 21,964

営業活動によるキャッシュ・フロー 154,114

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形固定資産の取得による支出 △183,707

無形固定資産の取得による支出 △51,671

投資有価証券の取得による支出 △1,013

投資活動によるキャッシュ・フロー △236,392

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（△は減少） 500,000

長期借入金の返済による支出 △672,000

その他 △1,119

財務活動によるキャッシュ・フロー △173,119

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △255,397

現金及び現金同等物の期首残高 527,924

現金及び現金同等物の四半期末残高 272,527
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 当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計

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

半期財務諸表を作成しております。 

  

 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）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）（要約）中間損益計算書 

前中間会計期間（平成20年２月１日～７月31日） 

  

科目 

前年同四半期
（平成21年１月期 
第２四半期） 

金額（千円）

Ⅰ 売上高  21,302,789

Ⅱ 売上原価  18,905,452

売上総利益  2,397,336

Ⅲ 販売費及び一般管理費  2,064,627

営業利益  332,709

Ⅳ 営業外収益  22,811

Ⅴ 営業外費用  101,581

経常利益  253,939

Ⅵ 特別利益  20,557

Ⅶ 特別損失  55,720

税引前中間純利益  218,776

法人税、住民税及び事業税  102,678

法人税等調整額 △7,531

中間純利益  123,630
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前中間会計期間（平成20年２月１日～７月31日） 

（２）中間キャッシュ・フロー計算書

  
前年同四半期

（平成21年１月期 
第２四半期） 

区分 金額（千円）

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー      

税引前中間純利益  218,776

減価償却費  661,338

貸倒引当金の増加額（△減少額） △10,703

賞与引当金の増加額（△減少額） △43,464

退職給付引当金の増加額（△減少額）  2,844

役員退職慰労引当金の増加額（△減少額） △2,884

受取利息及び受取配当金 △3,329

支払利息  89,823

固定資産除却損  2,207

売上債権の減少額（△増加額） △3,289,555

たな卸資産の減少額（△増加額）  318,281

仕入債務の増加額（△減少額）  1,985,940

未払消費税等の増加額（△減少額）  18,170

その他  275,833

小計  223,280

利息及び配当金の受取額  3,329

利息の支払額 △93,077

法人税等の支払額 △63,736

営業活動によるキャッシュ・フロー  69,796

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー      

有形固定資産の取得による支出 △170,685

無形固定資産の取得による支出 △53,947

その他 △1,005

投資活動によるキャッシュ・フロー △225,637

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 （△減少額）  1,100,000

長期借入金の返済による支出 △672,000

配当金の支払額 △90,768

その他 △128

財務活動によるキャッシュ・フロー  337,103

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額（又は減少額）  181,261

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  193,307

Ⅵ 現金及び現金同等物の中間期末残高  374,569
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販売の状況 

販売実績を事業の部門別に示すと、次のとおりであります。 

 （単位：千円）

 （注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２．前年同期金額および前年同期比増減率は参考として記載しております。 

３．野菜飲料の主要な一部製品が果実飲料に区分変更になっており、果実飲料と野菜飲料の合計では、前年

同期比9.4％の減少となっております。   

６．その他の情報

品目名称
前中間会計期間

（自平成20年２月１日 
 至平成20年７月31日）

当第２四半期累計期間 
（自平成21年２月１日 
至平成21年７月31日） 

  
前年同期比 

(％) 

  ペット容器飲料     11,860,899  10,249,097  △13.6

  紙容器飲料  2,726,774  3,444,514  26.3

受託製造事業 缶容器飲料  2,063,207  2,432,014  17.9

  その他  76,228  59,683  △21.7

  小計  16,727,110  16,185,310  △3.2

  果実飲料 （注）３  1,519,129  2,060,258  35.6

  野菜飲料 （注）３  1,118,567  330,049  △70.5

メーカー事業 
茶系飲料  991,792  696,366  △29.8

ミネラルウォーター  437,670  413,074  △5.6

  その他  508,518  400,116  △21.3

  小計  4,575,678  3,899,864  △14.8

合計  21,302,789  20,085,174  △5.7
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