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1.  平成22年1月期第3四半期の業績（平成21年2月1日～平成21年10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3四半期 28,822 ― 953 ― 854 ― 505 ―

21年1月期第3四半期 31,078 △4.8 483 △54.5 364 △61.6 151 △73.8

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 167.21 ―

21年1月期第3四半期 50.08 ―

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 24,836 10,044 40.4 3,320.04
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3四半期  10,044百万円 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  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 ― 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  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 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3四半期 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3四半期  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3四半期 3,025,522株 21年1月期第3四半期 3,025,533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3四半期累計期間（平成21年2月1日～平成21年10月31日）におけるわが国経済は、一部に持ち直しの兆しがあ

るものの、本格的な回復に向けた動きは鈍く、設備投資の減少や雇用情勢の悪化に加え個人消費が弱まるなど一段と

厳しさを増し、依然として景気の先行きは不透明な状況で推移いたしました。 

  清涼飲料業界におきましては、個人消費の低迷や夏場の天候不順により引き続き厳しい状況でありましたが、当社

はこのような状況下において、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、生産体制の効率化ならびに品質管理体制の強化等を推進してまいりました。 

  これらの結果、当第３四半期累計期間の売上高は28,822百万円（前年同期比7.3％減）となった一方で、工場の主

要動力燃料である重油の価格低下に加え、全社的なコスト削減効果により、営業利益は953百万円（同96.9%増）、経

常利益は854百万円（同134.5％増）、ならびに四半期純利益は505百万円（同233.9％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23,215百万円（前年同期比4.7%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（同17.2％増）したものの、野菜飲料ならびに茶系飲料が減少し

たことによりペット容器飲料が低調（同13.0%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5,607百万円（前年同期比16.5%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（同12.5％減）いたしました。また、茶系飲料についても減少（同33.0％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３四半期会計期間末の総資産は、商品及び製品、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226百万円増加し、24,836百万円となりました。 

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300百万円減少、長期借入金の返済による

1,057百万円の減少などにより、前事業年度末と比較して286百万円減少し、14,792百万円となりました。 

 純資産は、四半期純利益505百万円による利益剰余金505百万円の増加により、前事業年度末と比較して513百万円

増加し、10,044百万円となりました。 

  

（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

54百万円増加し582百万円となりました。 

 第３四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1,750百万円（前年同期比91.9％増）となりました。 

これは主に、税引前四半期純利益889百万円、減価償却費897百万円、仕入債務の増加額582百万円、たな卸資産の

減少額168百万円等による増加、売上債権の増加額947百万円等の減少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） 

投資活動の結果使用した資金は337百万円（前年同期比27.5％減）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282百万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1,358百万円（前年同期比552.0％増）となりました。 

これは主に、短期借入金300百万円の減少、長期借入金の返済による1,057百万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、平成21年９月14日に公表いたしました業績予想に変更はございません。   

  

  

①たな卸資産の評価方法 

当第３四半期会計期間末における主な棚卸資産の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前四半期

末に係る実地棚卸高を基礎とし合理的な方法により算定する方法としております。 

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３四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7,887千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３四半期会計期間末 
(平成21年10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 582,810 527,924

受取手形及び売掛金 7,889,437 6,942,324

商品及び製品 1,275,138 1,500,128

原材料及び貯蔵品 794,449 737,662

その他 295,658 315,078

貸倒引当金 △3,200 △3,500

流動資産合計 10,834,293 10,019,619

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 3,541,728 3,722,732

機械及び装置（純額） 2,937,104 3,283,809

土地 6,359,703 6,359,703

建設仮勘定 2,325 3,948

その他（純額） 355,251 404,311

有形固定資産合計 13,196,113 13,774,505

無形固定資産 232,708 270,059

投資その他の資産   

その他 597,910 569,588

貸倒引当金 △24,067 △23,570

投資その他の資産合計 573,843 546,018

固定資産合計 14,002,665 14,590,582

資産合計 24,836,958 24,610,202

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 6,014,729 5,431,741

短期借入金 200,000 500,000

1年内返済予定の長期借入金 4,954,000 1,344,000

未払法人税等 410,482 6,330

賞与引当金 216,942 159,013

その他 1,447,827 1,438,261

流動負債合計 13,243,981 8,879,346

固定負債   

長期借入金 1,392,000 6,059,000

引当金 144,487 140,628

その他 11,645 －

固定負債合計 1,548,132 6,199,628

負債合計 14,792,114 15,078,975
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（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成21年10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 9,398,811 8,892,904

自己株式 △909,091 △909,091

株主資本合計 9,992,951 9,487,045

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 51,893 44,181

評価・換算差額等合計 51,893 44,181

純資産合計 10,044,844 9,531,226

負債純資産合計 24,836,958 24,610,202
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（２）四半期損益計算書 
（第３四半期累計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期累計期間 
(自 平成21年２月１日 
 至 平成21年10月31日) 

売上高 28,822,744

売上原価 25,227,363

売上総利益 3,595,380

販売費及び一般管理費 2,642,257

営業利益 953,123

営業外収益  

受取利息 474

受取配当金 2,506

受取開発料 4,155

その他 9,060

営業外収益合計 16,196

営業外費用  

支払利息 107,328

その他 7,504

営業外費用合計 114,832

経常利益 854,487

特別利益  

賞与引当金戻入額 39,753

その他 8,819

特別利益合計 48,572

特別損失  

固定資産除却損 4,991

過年度消費税等 6,925

その他 1,396

特別損失合計 13,313

税引前四半期純利益 889,745

法人税、住民税及び事業税 386,429

過年度法人税等 55,999

法人税等調整額 △58,588

法人税等合計 383,839

四半期純利益 505,906
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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３四半期累計期間 
(自 平成21年２月１日 
 至 平成21年10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 889,745

減価償却費 897,794

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） 57,929

退職給付引当金の増減額（△は減少） 647

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 3,211

受取利息及び受取配当金 △2,980

支払利息 107,328

固定資産除却損 4,991

ゴルフ会員権評価損 775

売上債権の増減額（△は増加） △947,412

たな卸資産の増減額（△は増加） 168,203

仕入債務の増減額（△は減少） 582,987

未払消費税等の増減額（△は減少） 3,093

その他 132,718

小計 1,899,530

利息及び配当金の受取額 2,980

利息の支払額 △129,308

法人税等の支払額 △44,405

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 1,750,762

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 △282,675

無形固定資産の取得による支出 △52,948

投資有価証券の取得による支出 △1,461

投資活動によるキャッシュ・フロー △337,085

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） △300,000

長期借入金の返済による支出 △1,057,000

その他 △1,791

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,358,791

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 54,885

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 582,810
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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等 

（１）（要約）四半期損益計算書 

前第３四半期累計期間（平成20年２月１日～10月31日） 

  

科目 

前年同四半期 
（平成21年１月期 
第３四半期） 

金額（千円） 

Ⅰ 売上高  31,078,802

Ⅱ 売上原価  27,610,896

売上総利益  3,467,906

Ⅲ 販売費及び一般管理費  2,983,911

営業利益  483,994

Ⅳ 営業外収益  29,051

Ⅴ 営業外費用  148,594

経常利益  364,451

Ⅵ 特別利益  21,075

Ⅶ 特別損失  112,664

税引前四半期純利益  272,862

法人税、住民税及び事業税  178,067

法人税等調整額  △56,726

四半期純利益  151,520
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前第３四半期累計期間（平成20年２月１日～10月31日） 

（２）（要約）四半期キャッシュ・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（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前四半期純利益  272,862

減価償却費  1,004,808

貸倒引当金の増加額（△減少額）  △11,603

賞与引当金の増加額（△減少額）  82,386

退職給付引当金の増加額（△減少額）  2,658

役員退職慰労引当金の増加額（△減少額）  1,024

受取利息及び受取配当金  △4,060

支払利息  134,655

固定資産除却損  3,030

売上債権の減少額（△増加額）  △1,497,440

たな卸資産の減少額（△増加額）  71,270

仕入債務の増加額（△減少額）  1,086,352

未払消費税等の増加額（△減少額）  13,228

その他  72,548

小計  1,231,719

利息及び配当金の受取額  4,060

利息の支払額  △158,506

法人税等の支払額  △165,136

営業活動によるキャッシュ・フロー  912,137

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  △402,337

無形固定資産の取得による支出  △61,453

その他  △1,454

投資活動によるキャッシュ・フロー  △465,245

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）  1,000,000

長期借入金の返済による支出  △1,057,000

配当金の支払額  △151,278

その他  △128

財務活動によるキャッシュ・フロー  △208,407

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額（又は減少額）  238,484

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四半期末残高  431,792
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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12.5％の減少となっております 

  

６．その他の情報

品目名称 
前第３四半期累計期間 
（自平成20年２月１日 
 至平成20年10月31日）

当第３四半期累計期間 
（自平成21年２月１日 
至平成21年10月31日） 

  
前年同期比 

(％) 

  ペット容器飲料     16,924,704  14,729,332  △13.0

  紙容器飲料  4,499,985  5,272,829  17.2

受託製造事業 缶容器飲料  2,827,873  3,121,558  10.4

  その他  107,023  91,511  △14.5

  小計  24,359,586  23,215,231  △4.7

  果実飲料 （注）３  2,317,332  2,645,394  14.2

  野菜飲料 （注）３  1,569,061  753,973  △51.9

メーカー事業 
茶系飲料  1,457,120  976,873  △33.0

ミネラルウォーター  642,004  620,325  △3.4

  その他  733,696  610,945  △16.7

  小計  6,719,215  5,607,512  △16.5

合計  31,078,802  28,822,744  △7.3
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