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1.  平成22年1月期第3四半期の連結業績（平成21年1月21日～平成21年10月20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 ％

22年1月期第3四半期 115,431 △3.0 4,400 50.9 4,911 55.3 2,532 73.4
21年1月期第3四半期 118,958 △1.6 2,915 △36.5 3,162 △33.7 1,460 △41.6

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3四半期 152.89 ―

21年1月期第3四半期 88.15 ―

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3四半期 107,583 72,676 66.4 4,310.56
21年1月期 101,019 70,743 68.8 4,196.90

（参考） 自己資本   22年1月期第3四半期  71,413百万円 21年1月期  69,533百万円

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

21年1月期 ― 20.00 ― 30.00 50.00
22年1月期 ― 20.00 ―

22年1月期 
（予想）

30.00 50.00

3.  平成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  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 150,800 △3.3 3,600 37.4 4,100 39.7 830 △17.2 50.10



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  
（注）詳細については、５ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧下さい。 

(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） 

（注）詳細については、５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 

１．業績予想につきましては、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、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
ご覧下さい。 
２．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。 

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） 22年1月期第3四半期 16,568,500株 21年1月期  16,568,500株

② 期末自己株式数 22年1月期第3四半期  1,478株 21年1月期  622株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年1月期第3四半期 16,567,385株 21年1月期第3四半期 16,567,933株



      当第３四半期連結累計期間（平成21年１月21日～平成21年10月20日）におけるわが国経済は、生産や輸出の改善な

ど一部に回復の兆しが見られるものの、雇用・所得環境が厳しさを増す中で、個人消費はなおまだ低迷の渦中にあ

り、先行き不透明な状況で推移しました。 

     飲料業界におきましても、こうした個人消費低迷に加え、夏場の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、飲料販売部門の売上高は過去に前例のない厳しい状況となりま

した。 

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ＯＥＭ

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

こうした厳しい販売状況が続くなか、業務の全面的な見直しによる固定費削減などを徹底し、利益確保に注力して

まいりました。 

以上の結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は、115,431百万円（前年同期比3.0％減）、営業利益4,400百万

円（前年同期比50.9％増）、経常利益4,911百万円（前年同期比55.3％増）、四半期純利益2,532百万円（前年同期比

73.4％増）となりました。 

事業部門の概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、近年の炭酸ブームに対しては、当社はそれに付加価値を加えるべく昔懐かしいラムネ風味で、「ウルトラマ

ン」という時代を超えて親子で楽しめるキャラクターを取り込んだ、炭酸飲料「復刻堂ウルトラサイダー」を発売

し、好評を得ました。 

さらに、自然派ウォーター「ミウ」においては、今後の有力商品として捉え、より一層のブランドの確立を目指し

ました。お客様に支持される製品作りに努めてきた結果、食品の品評会として世界で最も歴史があり、特に品質向上

に関して定評のある『モンド・セレクション2009』の金賞を受賞することができました。 

自販機の導入につきましては、不採算先自販機の撤去やスクラップ＆ビルドという「量から質」への方針変更を行

い、採算性を一層重視した全自販機の見直しを進め、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

再構築に注力しました。 

 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108,837百万円（前年同期比4.5％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「ＯＥＭ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6,593百万円（前年同期比31.1％増）となりました。 

 なお、前年同期比増減率は、参考情報として記載しております。  

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



  

  

  当第３四半期連結会計期間末の総資産は、受取手形及び売掛金、有価証券の増加などにより、前連結会計年度末と

比較して6,564百万円増加し、107,583百万円となりました。 

  負債は、仕入債務の増加などにより、前連結会計年度末と比較して4,631百万円増加し、34,906百万円となりまし

た。 

  純資産は、利益剰余金の増加などにより、前連結会計年度末と比較して1,932百万円増加し、72,676百万円となり

ました。 

（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、前連結会計年度末と比較して721百万円増加

し、24,524百万円となりました。 

 当第３四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・フローは、税金等調整前四半期純利益が4,911百万円となったことや、仕入債務の増

加などにより5,816百万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、主に資金を現金及び現金同等物から有価証券にシフトしたことにより

4,309百万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、主に配当金の支払いにより785百万円の支出となりました。 

  

  連結業績予想につきましては、個人消費の低調な推移や天候不順などの影響により、売上高は依然厳しい状況で推

移しておりますが、業務の全面的な見直しによる固定費削減など、徹底した効率化を推進したことが奏功し、営業利

益、経常利益は前回発表予想を上回る見込みとなりました。 

  また、平成21年10月15日付でお知らせいたしました「ダイドードリンコグループの組織再編」の実施に伴い、当社

から子会社等へ転籍する従業員に対する一時金等の支給など、構造改革にかかる一時費用等を特別損失として計上す

る見込みであり、平成21年8月28日に発表いたしました業績予想を修正いたします。 

  詳細につきましては、本日発表の「平成22年1月期 通期業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

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



  

  

  該当事項はありません。 

  

   

・簡便な会計処理  

 ① 一般債権の貸倒見積高の算定方法  

   貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しく変動していないと考えられるため、前連結会計

年度決算において算定した貸倒実績率等の合理的な基準を使用して一般債権の貸倒見積高を算定する方法に

よっております。   

      ② 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、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発

生状況の著しい変化がないと認められる場合に、前連結会計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。  

   ・四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

    ①  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。なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。 

  

  

 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）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。 

 ② 重要な資産の評価基準及び評価方法の変更 

  ・たな卸資産 

   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」（企業会計基準委員会 平成

18年７月５日公表分 企業会計基準第９号）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下げの方法）により算定しております。 

   また、本会計基準の適用に伴い、前連結会計年度まで営業外費用で計上しておりました、商品廃棄損及

び資材廃棄損を当連結会計年度より売上原価に計上する方法に変更しております。 

   この結果、従来の方法によった場合に比べ売上総利益及び営業利益がそれぞれ377百万円減少しておりま

すが、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響はありません。  

  ・「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」（企業会計基準委員会 平成18年５月17日 実務対応報告第18号）を適用しております。なお、この変

更による影響はありません。 

    （追加情報） 

  （有形固定資産の耐用年数の変更） 

   当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正を契機に、耐用年数の見直しを行った結果、第１四半期連結

会計期間より機械装置の耐用年数の変更を行っております。 

     この結果、従来の方法によった場合に比べ売上総利益、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純

利益がそれぞれ24百万円増加しております。 

       

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



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10月20日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年１月20日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 23,586 26,426

受取手形及び売掛金 14,232 13,004

有価証券 22,098 16,267

商品及び製品 7,253 6,048

仕掛品 9 5

原材料及び貯蔵品 382 363

その他 2,162 2,812

貸倒引当金 △30 △25

流動資産合計 69,694 64,901

固定資産   

有形固定資産 7,759 7,842

無形固定資産 2,550 2,437

投資その他の資産   

投資有価証券 21,387 20,304

その他 6,226 5,555

貸倒引当金 △34 △21

投資その他の資産合計 27,579 25,837

固定資産合計 37,888 36,117

資産合計 107,583 101,019
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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10月20日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年１月20日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 20,840 17,277

短期借入金 135 118

未払法人税等 1,754 975

賞与引当金 1,703 965

役員賞与引当金 25 －

その他 7,076 7,577

流動負債合計 31,536 26,914

固定負債   

長期借入金 107 57

退職給付引当金 40 117

役員退職慰労引当金 667 604

その他 2,554 2,581

固定負債合計 3,370 3,361

負債合計 34,906 30,275

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,924 1,924

資本剰余金 1,464 1,464

利益剰余金 68,778 67,074

自己株式 △3 △1

株主資本合計 72,163 70,460

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △680 △855

為替換算調整勘定 △69 △71

評価・換算差額等合計 △750 △927

少数株主持分 1,263 1,210

純資産合計 72,676 70,743

負債純資産合計 107,583 101,019

- 2 -



（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21日 
 至 平成21年10月20日) 

売上高 115,431

売上原価 54,363

売上総利益 61,068

販売費及び一般管理費 56,667

営業利益 4,400

営業外収益  

受取利息 232

持分法による投資利益 57

その他 266

営業外収益合計 556

営業外費用  

支払利息 5

有価証券売却損 15

その他 25

営業外費用合計 45

経常利益 4,911

税金等調整前四半期純利益 4,911

法人税等 2,299

少数株主利益 78

四半期純利益 2,532

- 3 -



（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21日 
 至 平成21年10月20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 4,911

減価償却費 1,139

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 63

貸倒引当金の増減額（△は減少） 17

賞与引当金の増減額（△は減少） 737

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 25

受取利息及び受取配当金 △246

支払利息 5

持分法による投資損益（△は益） △57

有価証券売却損益（△は益） 15

売上債権の増減額（△は増加） △1,067

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,242

仕入債務の増減額（△は減少） 3,401

未払金の増減額（△は減少） △460

その他の資産の増減額（△は増加） 431

その他の負債の増減額（△は減少） △544

小計 7,130

利息及び配当金の受取額 217

利息の支払額 △9

法人税等の支払額 △1,521

営業活動によるキャッシュ・フロー 5,816

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 △3,249

定期預金の払戻による収入 2,271

有価証券の取得による支出 △36,583

有価証券の売却及び償還による収入 37,893

有形及び無形固定資産の取得による支出 △1,186

有形固定資産の売却による収入 1

投資有価証券の取得による支出 △4,288

投資有価証券の売却及び償還による収入 885

関係会社株式の取得による支出 △69

長期貸付けによる支出 △4

長期貸付金の回収による収入 34

その他 △15

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,309
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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21日 
 至 平成21年10月20日) 

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 130

短期借入金の返済による支出 △120

長期借入れによる収入 100

長期借入金の返済による支出 △50

配当金の支払額 △828

少数株主への配当金の支払額 △50

少数株主からの払込みによる収入 25

自己株式の取得による支出 △0

その他 8

財務活動によるキャッシュ・フロー △785

現金及び現金同等物に係る換算差額 0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 721

現金及び現金同等物の期首残高 23,802

現金及び現金同等物の四半期末残高 24,524
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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。 

  

 該当事項はありません。 

  

当第３四半期連結会計期間（自平成21年７月21日 至平成21年10月20日）及び当第３四半期連結累計期間

（自平成21年１月21日 至平成21年10月20日）  

 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。 

   

当第３四半期連結会計期間（自平成21年７月21日 至平成21年10月20日）及び当第３四半期連結累計期間

（自平成21年１月21日 至平成21年10月20日）  

 全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が 90％を超えているため、所在地別セグメント情報の記

載を省略しております。 

   

当第３四半期連結会計期間（自平成21年７月21日 至平成21年10月20日）及び当第３四半期連結累計期間

（自平成21年１月21日 至平成21年10月20日）  

 海外売上高の合計が連結売上高の 10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

   

 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



「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21日～10月20日） 

  

  

科目 

前年同四半期
（平成21年１月期 
第３四半期） 

金額（百万円）

Ⅰ 売上高  118,958

Ⅱ 売上原価  55,385

売上総利益  63,572

Ⅲ 販売費及び一般管理費  60,656

営業利益  2,915

Ⅳ 営業外収益  601

Ⅴ 営業外費用  354

経常利益  3,162

Ⅵ 特別損失  247

税金等調整前四半期純利益  2,914

法人税等  1,314

少数株主利益  139

四半期純利益  1,460



前第３四半期連結累計期間（平成20年１月21日～10月20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21年１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利益  2,914

減価償却費   1,229

受取利息及び配当金  △354

投資有価証券評価損   247

売上債権の減少額   765

たな卸資産の増加額  △2,285

仕入債務の増加額   1,113

未払金の減少額  △827

その他   535

小計  3,337

利息及び配当金の受取額   356

利息の支払額  △17

法人税等の支払額  △1,984

営業活動によるキャッシュ・フロー  1,692

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー      

有価証券の取得による支出 △13,581

有価証券の売却による収入  25,293

有形・無形固定資産の取得による支出  △1,219

投資有価証券の取得による支出  △4,723

投資有価証券の売却による収入   4,697

連結範囲の変更を伴う子会社株式等の
取得による収入   133

その他  △561

投資活動によるキャッシュ・フロー  10,038

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー      

長期借入金の返済による支出  △58

配当金の支払額  △828

少数株主への配当金の支払額  △50

その他  △4

財務活動によるキャッシュ・フロー △940

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △2

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額  10,787

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  18,877

Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末残高  29,665
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