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1.  平成21年12月期第3四半期の連結業績（平成21年1月1日～平成21年9月30日） 

 

(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3四半期 58,018 ― △818 ― △627 ― △126 ―

20年12月期第3四半期 63,736 △10.3 △1,090 ― △1,059 ― △740 ―

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3四半期 △0.95 ―

20年12月期第3四半期 △5.56 ―

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3四半期 76,239 45,659 59.5 340.60
20年12月期 82,227 46,600 56.2 347.34

（参考） 自己資本   21年12月期第3四半期  45,337百万円 20年12月期  46,251百万円

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  
 

1株当たり配当金

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年12月期 ― ― ― 5.00 5.00
21年12月期 ― ― ―

21年12月期 
（予想）

5.00 5.00

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 87,000 △6.2 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）  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  有  
詳細は、５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) 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） 

詳細は、５ページ「定性的情報・財務諸表等 ４．その他」をご覧ください。 

(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 

 業績予想等の将来に関する記述は、業績に与える不確実な要因に係る仮定および本日現在における入手可能な情報を前提としており、実際の業績等
は様々な要因等で大きく異なる結果となる可能性があります。業績予想に関しましては、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」をご参照ください。 
 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、四半期連結財務諸表
は、「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3四半期 133,689,303株 20年12月期  133,689,303株

② 期末自己株式数 21年12月期第3四半期  580,072株 20年12月期  529,963株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年12月期第3四半期 133,131,277株 20年12月期第3四半期 133,183,824株
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   当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、景気に一部回復傾向が見られたものの所得の減少や雇用の悪 

 化などから、個人消費が低迷する厳しい状況で推移しました。 

  酒類業界では、景気の悪化により引き続き業務用市場は冷え込んでいるものの、“内食化”傾向が続き、家庭用 

 市場は堅調に推移しました。 

   当第３四半期連結累計期間における売上高は、全体では減収となりました。酒類事業は、市況同様に業務用市場 

 向けは不振ながら、家庭用市場向けのデイリーワインは、国産・輸入ワインともに好調に推移しました。しかしな 

 がら、焼酎などの受託生産品は前年同期を大きく割り込みました。一方、医薬・化学品事業は、制癌剤等の主力商 

 品や新製品の売上が好調だったことにより増収となりました。 

   営業損失は、“価値営業”の推進、ワインの在庫適正化や販売管理費の削減、医薬・化学品の売上増など収益水 

 準の改善が図れたことにより前年同期より収益が改善しました。四半期純損失は、遊休地売却益の計上等により、 

 前年同期と比べ大幅に改善しました。  

  

  連結売上高         58,018百万円（前年同期比          9.0％減） 

  連結営業損失          818百万円（前年同期営業損失     1,090百万円）  

   連結経常損失          627百万円（前年同期経常損失     1,059百万円） 

  連結四半期純損失        126百万円（前年同期純損失       740百万円） 

  

  事業別の状況は、次のとおりであります。   

 （酒類事業） 

   当第３四半期連結累計期間におけるワイン市場については、家庭用市場は、国産ワインでは“酸化防止剤無添 

  加”、“有機” や大容量のワイン、輸入ワインでは、店頭価格８百円前後のリーズナブルな価格帯のワインが牽 

  引したものの、業務用市場は第３四半期以降も引き続き厳しい状況で、全体では前年同期を下回る状況で推移しま

  した。 

   当社グループのワイン事業は、国産ワインでは、主軸の「おいしい酸化防止剤無添加ワイン」、「ボン・ルージ

  ュ」、「ビストロ」シリーズ、輸入ワインでは、チリワイン「フロンテラ」、カリフォルニアワイン「フランジ 

  ア」などデイリーワインが、新製品の導入や麒麟麦酒株式会社およびキリンマーチャンダイジング株式会社との連

  携により引き続き好調に推移しました。また、日本を始め、世界９カ国24ワイナリー、150種類以上のワインをラ 

 インナップした“メルシャン グランド テイスティング”を流通および消費者向けに東京・大阪で実施し、需要

 喚起を図りました。さらに、“メルシャンワインアンバサダー”（ワイン親善大使）としてモデルの押切もえさん

 を起用し、ワイン消費の裾野拡大を図りました。ワイン事業全体では、家庭用市場における生活防衛意識を反映し

  た“節約志向”と業務用市場の低迷により、前年同期売上を下回りました。 

   加工用酒類市場は、やや回復の兆しもみえてきたものの、天候不順による外食産業の低迷や消費の冷え込みなど

  により大変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、アルコール製剤について、ノ

  ロウイルスに画期的な効果を発揮する新商品「エークイックＰＲＯ」の発売や、サニテーション用途での需要の高

 まりにより、好調に推移しましたが、みりん、発酵調味料、加工用ワインなど主力商品が市況の影響を受け苦戦し

 た結果、加工用酒類全体では、前年同期売上を下回りました。 

   アルコール事業では、工業用アルコールについては、アルコール製剤用が好調に推移したものの、景気低迷の影

  響により低アルコール飲料などに使用される酒類原料用アルコールが減少し、アルコール事業全体では前年同期売

  上を下回りました。 

   麒麟麦酒株式会社からの受託生産品である焼酎、国産ウイスキー、梅酒などは、前年同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、407億７千６百万円（前年同期比10.7％減）となりました。また、営業損 

  失については、販売管理費の削減などにより前年同期から61百万円改善し、13億７千５百万円となりました。 

  

 （医薬・化学品事業） 

    医薬・化学品事業では、第３四半期以降も引き続き制癌剤が輸出向け原体の販売と輸入した原体の販売が好調に

  推移したことに加え、新規医薬中間体の売上が寄与し、前年同期売上を上回りました。溶剤類は化学業界の不況の

  影響が大きく売上を下げましたが、医薬・化学品事業全体では、前年同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、53億９千４百万円（前年同期比13.2％増）となりました。また、

 営業利益については、前年同期から２億９千８百万円増加し、７億４千万円となりました。 

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
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 （飼料事業） 

  畜産飼料事業は、９月より子会社のメルシャンフィード社へ機能を統合し、品質保証のリスク低減、質の高い製

 品供給等により競争力のある事業基盤を形成しました。付加価値商品のサプリメントは堅調に推移しましたが、配

 合飼料の価格が原料価格に連動して値下げ傾向になり、前年同期売上を下回りました。水産飼料事業では、ハマ 

 チ、カンパチ用の「ソフトＥＰ」の販売好調などにより前年同期売上を上回りましたが、養殖業の子会社が低迷 

 し、飼料事業全体では前年同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、108億１千２百万円（前年同期比10.3％減）となりました。また、営業損 

 失については、前年同期から８千３百万円悪化し、１億３千２百万円となりました。 

  

 （その他の事業） 

  その他の事業の売上高は、10億３千４百万円（前年同期比17.9％減）となりました。また、営業損失について 

 は、前年同期から２百万円悪化し、50百万円となりました。 

    

  当第３四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ59億８千８百万円減少し、762億３千９百万円

 となりました。これは主に「受取手形及び売掛金」の減少によるものです。 

  負債は、前連結会計年度末比50億４千８百万円減少し、305億７千９百万円となりました。これは主に「支払手形

 及び買掛金」、「未払金」の減少によるものです。 

  純資産は、前連結会計年度末比９億４千万円減少し、456億５千９百万円となりました。これは主に「利益剰余 

 金」の減少によるものです。 

  

  (キャッシュ・フローの状況） 

  当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べて51億３千３百万 

 円増加し、103億１千万円となりました。 

   営業活動によるキャッシュ・フローは、営業債権の減少などにより68億２千５百万円の収入となりました。 

  投資活動によるキャッシュ・フローは、固定資産の売却による収入および設備投資のための支出などにより４億 

 ４千６百万円の支出となりました。  

  財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金の減少および配当金の支払による支出などにより12億３千５百万 

 円の支出となりました。 

  

   今後の見通しについては、国内経済は景気低迷にともなう消費不振が続いており、景気の先行きへの不透明感が 

 解消されないなかで、当社グループにとって予断を許さない環境が続くものと思われます。 

      当社グループでは、為替変動や天候不順等、不確定要素はあるものの、引き続き売上の拡大、原価低減、効率化 

    を図り、更なるコスト削減に努めてまいります。 

      なお、平成21年９月１日付で当社の畜産飼料事業部門を簡易吸収分割により当社の100％子会社であるメルシャン

   フィード株式会社に承継させておりますが、100％子会社への事業承継であるため、連結業績に与える影響はありま

     せん。  

  

２．連結財政状態に関する定性的情報

３．連結業績予想に関する定性的情報
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  該当事項はありません。 

  

   

 ①簡便な会計処理 

  該当事項はありません。  

  ②四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

  ・税金費用の計算 

   税金費用については、当第３四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果

  会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しておりま

  す。  

  

 ①「四半期財務諸表に関する会計基準」等の適用 

  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）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、四半期連結財務諸表は、「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「棚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）を適用し、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

 価切下げの方法）により算定しております。また、本会計基準を期首在庫の評価から適用したとみなし、期首

 在庫に含まれる変更差額を「たな卸資産評価損」として特別損失に794百万円計上しております。なお、この 

 変更にともない、従来、販売費及び一般管理費に計上していた「たな卸資産処分損」は売上原価に計上してお

 ります。 

  これにより、当第３四半期連結累計期間の売上総利益が147百万円増加し、営業損失および経常損失がそれ 

 ぞれ427百万円減少しております。また、税金等調整前四半期純利益が367百万円減少しております。 

    なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。 

  

 ③「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用 

      第１四半期連結会計期間より、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」

       （実務対応報告第18号 平成18年５月17日）を適用し、連結決算上必要な修正を行っております。 

         なお、これによる損益への影響はありません。 

  

 ④「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ようにな

 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。 

  これによる損益への影響はありません。 

  なお、リース取引開始日が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、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。 

  

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

メルシャン㈱　（2536）　平成21年12月期　第3四半期決算短信

5



 （追加情報） 

  当社および国内連結子会社の機械装置の耐用年数については、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、第３四半期連結累計期間の営業損失および経常損失がそれぞれ94百万円増加し、税金等調整前

 四半期純利益が94百万円減少しております。 

  なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。 

     当社は、平成21年10月26日開催の当社取締役会にて、平成22年７月１日を目処として、当社と協和発酵バイ 

     オ株式会社の原料アルコ－ル事業を統合し、合弁新会社を設立するとともに、キリン協和フ－ズ株式会社に対 

     して、当社の加工用酒類、発酵調味料およびアルコール製剤事業（以下総称して「加工用酒類・発酵調味料事 

     業」といいます。）を譲渡または吸収分割により承継させることを決議し、同日付にて両社間でそれぞれ基本 

     合意書を締結いたしました。 

  

          １．目的 

       当社と協和発酵バイオ株式会社の原料アルコール事業を当社の子会社となる合弁新会社のもとに統合する

      ことで、原料アルコール業界内での競争優位性を確保し、事業プレゼンスの向上とキリングループ内におけ

      るシナジーを 大限に享受することを図ります。また、加工用酒類・発酵調味料事業をキリン協和フーズ株

      式会社のもとに統合することにより、事業の選択と集中を図り、その企業価値の 大化を図ります。  

  

     ２．要旨 

      （１）原料アルコール事業 

         ①事業内容 

          原料アルコール事業は、主に清酒・焼酎・リキュール・みりんなどの酒類製造に必要な酒類用アル

          コールおよび食品・化粧品・医薬品などに向けた工業用アルコールの供給を行っております。 

       ②合弁新会社の設立 

         原料アルコール事業については、平成22年７月１日を目処として、当社と協和発酵バイオ株式会 

               社による合弁新会社を設立し、両社の原料アルコール事業を移管、統合し、その後、合弁新会社を 

               平成24年末まで両社が共同出資する会社として運営することを予定しております。 

                また、合弁期間中の出資比率は当社65％、協和発酵バイオ株式会社が35％といたしますが、平成 

               25年１月１日を目処に合弁新会社を当社の完全子会社とする予定であります。 

                なお、合弁新会社の設立の方法をはじめとした詳細は、今後実施予定のデュー・ディリジェンス 

               等の内容を勘案し、両社で協議の上決定する予定であります。 

                今回の事業統合により、合弁新会社は原料アルコール事業における国内トップクラスの企業とし 

               て、高品質なアルコールを安定的に供給すると同時に、販売およびコスト面での競争力を向上させ 

               ることで、安定した事業基盤の構築と市場プレゼンスの向上を実現いたします。 

  

            （２）加工用酒類・発酵調味料事業 

              ①事業内容 

                発酵調味料とは、食塩を添加し発酵熟成したアルコールを含む調味料や食品であり、当社は加工用

              酒類事業部門において、加工用酒類（ワイン、清酒、合成清酒、製菓用洋酒などの業務用酒類及び本

              みりん等）、発酵調味料、アルコール製剤などの製造・販売を行っております。 

              ②統合の概要 

                 当社の加工用酒類・発酵調味料事業については、平成22年７月１日を目処として、キリン協和フ 

               ーズ株式会社に譲渡または吸収分割により承継させることによりキリン協和フーズ株式会社に統合 

               いたします。具体的な統合の方法や対価などの詳細は、今後実施予定のデュー・ディリジェンス等 

               の内容を勘案し、両社で協議の上決定する予定であります。  

  

（４）重要な後発事象
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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３四半期連結会計期間末
(平成21年９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 10,249 5,210 

受取手形及び売掛金 14,690 23,993 

有価証券 168 47 

商品及び製品 14,851 15,122 

仕掛品 1,320 775 

原材料及び貯蔵品 4,094 4,420 

繰延税金資産 948 937 

その他 2,497 2,577 

貸倒引当金 △15 △21 

流動資産合計 48,805 53,062 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 20,607 20,519 

減価償却累計額 △11,005 △10,616 

建物及び構築物（純額） 9,602 9,903 

機械装置及び運搬具 39,089 38,332 

減価償却累計額 △31,044 △29,700 

機械装置及び運搬具（純額） 8,044 8,631 

土地 1,505 1,662 

建設仮勘定 401 119 

その他 2,730 2,562 

減価償却累計額 △2,062 △1,959 

その他（純額） 668 603 

有形固定資産合計 20,222 20,920 

無形固定資産 1,343 1,726 

投資その他の資産   

投資有価証券 2,841 3,241 

前払年金費用 1,039 1,307 

繰延税金資産 22 31 

その他 2,015 1,981 

貸倒引当金 △52 △43 

投資その他の資産合計 5,867 6,518 

固定資産合計 27,433 29,165 

資産合計 76,239 82,227 
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年９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 5,667 7,111 

短期借入金 5,024 5,342 

1年内返済予定の長期借入金 4,033 4,048 

未払金 4,484 7,417 

未払費用 694 1,183 

預り金 2,038 2,329 

未払法人税等 234 148 

賞与引当金 935 374 

その他 444 570 

流動負債合計 23,557 28,526 

固定負債   

長期借入金 5,031 5,057 

退職給付引当金 153 149 

繰延税金負債 1,671 1,768 

その他 165 125 

固定負債合計 7,022 7,101 

負債合計 30,579 35,627 

純資産の部   

株主資本   

資本金 20,972 20,972 

資本剰余金 16,830 16,831 

利益剰余金 8,630 9,422 

自己株式 △156 △148 

株主資本合計 46,277 47,079 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △43 86 

繰延ヘッジ損益 △3 △3 

為替換算調整勘定 △893 △910 

評価・換算差額等合計 △940 △827 

少数株主持分 321 348 

純資産合計 45,659 46,600 

負債純資産合計 76,239 82,227 
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（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 58,018

売上原価 43,361

売上総利益 14,656

販売費及び一般管理費 15,475

営業損失（△） △818

営業外収益  

受取利息 9

受取配当金 46

持分法による投資利益 250

その他 106

営業外収益合計 412

営業外費用  

支払利息 184

為替差損 14

その他 22

営業外費用合計 221

経常損失（△） △627

特別利益  

固定資産売却益 1,351

投資有価証券売却益 276

その他 26

特別利益合計 1,655

特別損失  

固定資産売却損 25

固定資産除却損 66

投資有価証券評価損 25

たな卸資産評価損 794

その他 18

特別損失合計 931

税金等調整前四半期純利益 96

法人税、住民税及び事業税 252

法人税等調整額 △2

法人税等合計 249

少数株主損失（△） △27

四半期純損失（△） △126

メルシャン㈱　（2536）　平成21年12月期　第3四半期決算短信

9



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年９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利益 96

減価償却費 2,705

のれん償却額 42

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1

賞与引当金の増減額（△は減少） 561

退職給付引当金の増減額（△は減少） 4

前払年金費用の増減額（△は増加） 267

受取利息及び受取配当金 △55

支払利息 184

為替差損益（△は益） 8

持分法による投資損益（△は益） △250

投資有価証券売却損益（△は益） △272

投資有価証券評価損益（△は益） 25

固定資産売却損益（△は益） △1,325

固定資産除却損 66

売上債権の増減額（△は増加） 9,298

たな卸資産の増減額（△は増加） 84

その他の資産の増減額（△は増加） 191

仕入債務の増減額（△は減少） △1,443

その他の負債の増減額（△は減少） △3,295

小計 6,895

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △70

営業活動によるキャッシュ・フロー 6,825

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 △0

有価証券の取得による支出 △61

有価証券の売却による収入 73

有形固定資産の取得による支出 △2,332

固定資産の売却による収入 1,547

無形固定資産の取得による支出 △125

投資有価証券の取得による支出 △11

投資有価証券の売却による収入 439

貸付けによる支出 △105

貸付金の回収による収入 75

利息及び配当金の受取額 60

その他 △4

投資活動によるキャッシュ・フロー △446
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（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年９月30日) 

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） △364

長期借入金の返済による支出 △45

自己株式の売却による収入 1

自己株式の取得による支出 △10

配当金の支払額 △666

利息の支払額 △141

その他 △9

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,235

現金及び現金同等物に係る換算差額 △10

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 5,133

現金及び現金同等物の期首残高 5,176

現金及び現金同等物の四半期末残高 10,310
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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）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、四半期連結財務諸表は、「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３四半期連結累計期間（自 平成21年１月１日 至 平成21年９月30日） 

  

  (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．各事業区分の主要な製品 

  

   ３．会計処理の方法の変更 

     （棚卸資産の評価に関する会計基準） 

      「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」②に記載のとおり、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)を適 

      用しております。この変更にともない、従来の方法によった場合に比べて、当第３四半期連結累計期間の酒

      類事業および飼料事業の営業損失がそれぞれ377百万円、25百万円減少し、その他事業の営業損失が０百万 

      円増加しております。また、医薬・化学品事業の営業利益が23百万円増加しております。  

  

（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〕

  
酒類 

医薬・ 

化学品 
飼料 その他 計 

消去または

全社 
連結 

（百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

売上高および営業損益               

    売上高               

  （1）外部顧客に対する 
  40,776   5,394   10,812   1,034   58,018     －   58,018

         売上高 

   （2）セグメント間の 
    0     －     －    352       352    （352） －

       内部売上高 

  計    40,777   5,394   10,812   1,386   58,371   （352）   58,018

 営業利益または 
 △1,375    740      △132      △50      △819       0      △818

営業損失（△） 

 事業区分 主要製品 

 酒類 
果実酒、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  
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   ４．追加情報 

     「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」の（追加情報）に記載のとお 

     り、当社および国内連結子会社の機械装置の耐用年数については、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。この変更にともな

     い、従来の方法によった場合に比べて、当第３四半期連結累計期間の営業利益が医薬・化学品事業で17百万円

     増加しております。また、酒類事業およびその他事業で営業損失がそれぞれ110百万円、０百万円増加してお 

     ります。 

  

 当第３四半期連結累計期間の本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるた

め、所在地別セグメント情報は開示しておりません。  

  

  

 当第３四半期連結累計期間の海外売上高が連結売上高の10％未満であるため、海外売上高は開示しておりませ

ん。 

  

  

 該当事項はありません。 

  

〔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等 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

前第３四半期連結累計期間（平成20年１月１日～９月30日） 

  

  

科目 

前年同四半期
（平成20年12月期 
第３四半期） 

金額（百万円）

Ⅰ 売上高     63,736 

Ⅱ 売上原価     48,345 

 売上総利益     15,390 

Ⅲ 販売費及び一般管理費     16,481 

 営業損失（△）      △1,090

Ⅳ 営業外収益     345 

Ⅴ 営業外費用     313 

 経常損失（△）      △1,059

Ⅵ 特別利益     148 

Ⅶ 特別損失     167 

 税金等調整前 

 四半期純損失（△） 
     △1,078   

 税金費用     △329

 少数株主損失（△）      △9

 四半期純損失（△）      △740
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前第３四半期連結累計期間（平成20年１月１日～９月30日） 

（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

  
前年同四半期

（平成20年12月期 
第３四半期） 

区分 金額（百万円）

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー      

  税金等調整前四半期純損失（△）    △1,078

  減価償却費     2,479 

  売上債権の増減額（増加:△）     10,536 

  たな卸資産の増減額（増加:△）    △1,489

 仕入債務の増減額（減少:△）    △2,036

  その他    △5,057

小計     3,353 

  法人税等の支払額    △176

営業活動によるキャッシュ・フロー     3,176 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー      

  有価証券・投資有価証券の純収支    △53

  有形固定資産の純収支    △1,913

  貸付金の純収支    △73

 利息および配当金の受取額      137 

 その他     45 

投資活動によるキャッシュ・フロー    △1,857

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー      

 借入金の純収支    △186

 自己株式による純収支    △5

 配当金の支払額    △666

 利息の支払額    △166

財務活動によるキャッシュ・フロー    △1,025

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額    △40

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額(減少:△）     254 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高     6,128 

Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末残高     6,382 
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前第３四半期連結累計期間（平成20年１月１日～９月30日） 

  

前第３四半期連結累計期間（平成20年１月１日から平成20年９月30日まで）の本邦の売上高は、全セグメント

の売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情報は開示しておりません。  

  

前第３四半期連結累計期間（平成20年１月１日から平成20年９月30日まで）の海外売上高が連結売上高の10％

未満であるため、海外売上高は開示しておりません。 

（３）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

  
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）

売上高                                        

 （1）外部顧客に対する 

   売上高  
    45,659     4,767     12,048     1,260     63,736     －     63,736 

 （2）セグメント間の内部 

   売上高  
    1     －     －     410     412     (412)     － 

 計     45,661     4,767     12,048     1,671     64,149     (412)     63,736 

営業費用     47,099     4,325     12,097     1,719     65,241     (413)     64,827 

営業利益または 

営業損失（△） 
   △1,437     441     △48     △48  △1,091         1    △1,090 

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕
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