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（訂正・数値データ訂正あり）平成22年12月期第1四半期決算短信の一部訂正について

当社は、平成22年６月11日付「当社水産飼料事業部における不適切な取引について（第二報）」およ

び「当社株式の監理銘柄（審査中）指定に関するお知らせ」において、本件取引による財務諸表等への

影響額等が判明し次第、過年度決算の訂正を速やかに行う旨、お知らせいたしました。このたび、過年

度決算の具体的な訂正内容が確定いたしましたので以下のとおりご報告いたします。なお、訂正理由等

につきましては、本日開示しております「過年度決算短信等（平成17年12月期第１四半期～平成22年12

月期第１四半期）の一部訂正について」をご参照下さい。

なお、訂正箇所が多数に及ぶことから、訂正前と訂正後の全文をそれぞれ添付し、訂正箇所には下線

を付して表示しております。また、平成22年12月期第１四半期決算短信に係る訂正後の数値データも送

信します。

以 上



１．平成22年12月期第１四半期の連結業績（平成22年１月１日～平成22年３月31日）

(2）連結財政状態

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

３．平成22年12月期の連結業績予想（平成22年１月１日～平成22年12月31日）

（％表示は通期は対前期、第２四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注） 連結業績予想数値の当四半期における修正の有無 無

当社グループの売上高および利益につきましては、第４四半期の比重が大きいといった特性があることなどから、現時

点において１月に発表した通期の業績予想に修正はありません。
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問合せ先責任者 （役職名）財務部長 （氏名）田尻 慶幸 ＴＥＬ 03－3231－3925

四半期報告書提出予定日 平成22年５月12日

配当支払開始予定日 －

（百万円未満切捨て）

(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12月期第１四半期 16,872 △5.8 △602 － △571 － △383 －

21年12月期第１四半期 17,909 － △728 － △649 － △983 －

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12月期第１四半期 △2.88 －

21年12月期第１四半期 △7.39 －

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12月期第１四半期 71,521 44,874 62.2 334.40

21年12月期 77,270 45,954 59.0 342.50

（参考）自己資本 22年12月期第１四半期 44,509百万円 21年12月期 45,588百万円

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12月期 － － － 5.00 5.00

22年12月期 －

22年12月期（予想） － － 5.00 5.00

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

第２四半期

連結累計期間
38,200 △2.1 △200 － △300 － △300 － △2.25

通期 83,600 0.4 2,000 254.5 2,000 126.3 800 － 6.01

【訂正前】



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）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

(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及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。

① 期末発行済株式数

（自己株式を含む）
22年12月期第１四半期 133,689,303株 21年12月期 133,689,303株

② 期末自己株式数 22年12月期第１四半期 587,085株 21年12月期 584,555株

③ 期中平均株式数

（四半期連結累計期間）
22年12月期第１四半期 133,103,310株 21年12月期第１四半期 133,156,108株

【訂正前】



当第１四半期連結会計期間のわが国経済は、引き続き雇用情勢の不安などから、個人消費が低迷する厳しい状況

となりました。

酒類業界では、業務用市場は引き続き低迷したものの、内食化傾向から家庭消費は堅調に推移しました。また、

生活防衛意識による低価格化志向は進行しました。

当第１四半期連結会計期間の連結売上高は、酒類事業において、家庭用市場向けのデイリーワインは好調に推移

したものの低価格化が進み、業務用市場においても引き続き高価格帯ワインが苦戦を強いられました。また、焼酎

などの受託生産品も前年同期を大きく割り込み、医薬・化学品事業で海外輸出向けの制癌剤が好調でしたが全体で

は減収となりました。利益面では、医薬・化学品事業、飼料事業は減益となりましたが、ワインは収益構造改革が

進み、全体では増益となりました。

連結売上高 16,872百万円（前年同期比 5.8％減）

連結営業損失 602百万円（前年同期営業損失 728百万円）

連結経常損失 571百万円（前年同期経常損失 649百万円）

連結四半期純損失 383百万円（前年同期純損失 983百万円）

事業別の状況は、次のとおりであります。

（酒類事業）

当第1四半期連結会計期間におけるワイン市場は、家庭用市場は、内食化傾向により酸化防止剤無添加ワイン

カテゴリーや大容量の国産ワイン、店頭価格800円未満のリーズナブルな価格の輸入ワインを中心に好調に推移

したものの、低価格化傾向がより顕著になりました。業務用市場は引き続き厳しい状況が続き、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」や「ビストロ」

が好調に推移しました。輸入ワインでは、３月から５月末まで全国の料飲店向けに“春のロゼワインプロモー

ション”を実施、これに合わせて３月から「ロゼ」を導入したチリワイン「フロンテラ」やリーズナブルな価

格のスペインワイン「ボルサオ」が好調に推移しました。また、“バレンタインデー”や“春にロゼワイ

ン”といった催事に合わせ、昨秋より“メルシャン ワインアンバサダー”として起用している押切もえさん

による広告展開やコミュニケーションサイト「WINESUKI ワインすき！」を活用した情報発信により、ワイン

ファンを拡大する活動を実施しましたが、ワイン事業全体では、市況同様に低価格化の進行、業務用市場の低

迷が影響し、前年同期売上を下回りました。

加工用酒類市場は、低価格化の進行により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、売上に回復傾向がみられるものの、主力商品のみりんが苦戦しました。発酵調味料は、機能性特化商

品の「味アップ やわらか肉自慢」、アルコール製剤が堅調に推移し、前年並を維持しましたが、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、酒類原料用アルコールが好調に推移し、アルコール事業全体では前年同期売上を上回

りました。

麒麟麦酒株式会社からの受託生産品は、前年同期売上を下回りました。

これらの結果、酒類事業の売上高は118億５千７百万円（前年同期比7.4％減）となりました。一方、営業損

失については、収益構造改革の効果により、前年同期から４億８千万円改善し３億７千５百万円となりまし

た。

（医薬・化学品事業）

医薬・化学品事業では、主力の制癌剤について輸出向け原体の販売が好調に推移、また溶剤類は依然厳しい

市況ながら回復の兆しも見られ、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16億４千２百万円（前年同期比8.1％増）となりましたが、収益

性の高い商品の出荷の期ずれが影響し、営業利益については、前年同期から１億８千６百万円減少し９千５百

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

【訂正前】



（飼料事業）

子会社のメルシャンフィード株式会社にて展開している畜産飼料事業では、昨年高騰が続いていた穀物価格

の下落に連動して乳牛用の配合飼料の価格も値下げとなりましたが、価値営業の推進やサプリメント等付加価

値商品が好調で前年同期売上を上回りました。水産飼料事業では、生餌が安価に推移しているため、生餌を混

ぜた配合飼料は好調に推移したものの、付加価値商品「ソフトＥＰ」は引き続き顧客の価格志向による販売数

量の減少が影響し、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30億４千７百万円（前年同期比5.8％減）となり、営業損失については、

前年同期から１億８千９百万円悪化し３億５千４百万円となりました。

（その他事業）

その他の事業の売上高は、３億２千４百万円（前年同期比5.8％減）となりました。また、営業利益につい

ては、前年同期から２千万円増加し３千２百万円となりました。

◇ 総資産、負債、純資産の状況

当第１四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て57億４千８百万円減少し、715億２千１百万

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あります。

負債は、前連結会計年度末に比べて46億６千８百万円減少し、266億４千７百万円となりました。これは主に「短

期借入金」、「未払金」の減少によるものであります。

純資産は、前連結会計年度末に比べて10億７千９百万円減少し、448億７千４百万円となりました。これは主に

「利益剰余金」の減少によるものであります。

◇ キャッシュ・フローの状況

当第１四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３億６千６百万

円増加し、89億５千３百万円となりました。

各キャッシュ・フローの状況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、売上債権の減少などにより47億２百万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、設備投資のための支出などにより６億８百万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、短期借入金の返済及び配当金の支払などにより37億２千４百万円の支出

となりました。

今後の業績見通しについては、世界経済に回復の兆しが若干感じられるものの、国内経済が引き続きデフレ基調

で推移すると予想され、当社グループにとって厳しい環境が続くものと思われます。

そのような中、当社グループでは、為替変動や天候不順等の不確定要素があるものの、引き続き売上の拡大、原

価低減を図ってまいります。

また、平成21年10月26日に公表しました「原料アルコール事業における合弁新会社の設立及び加工用酒類・発酵

調味料事業の統合に関する基本合意書締結のお知らせ」のとおり、当社の親会社グループであるキリングループに

おいて、平成22年７月１日を目処として「加工用酒類・アルコール事業のグループ内再編の実施」を行う予定であ

り、本再編行為にともなうシナジーの精査を踏まえ、「2010年～2012年中期経営計画」の抜本的な見直しを進めて

いる段階であります。

なお、「2010年～2012年中期経営計画」については、当第２四半期連結業績の公表に合わせ公表することを予定

しております。

よって、現時点において本年１月29日に公表しました平成22年12月期の業績予想に変更はございません。

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

【訂正前】



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の適用

・税金費用の計算

税金費用については、当第１四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。

該当事項はありません。

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

【訂正前】



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１四半期連結会計期間末
（平成22年３月31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12月31日）

資産の部

流動資産

現金及び預金 8,685 8,687

受取手形及び売掛金 15,667 21,739

有価証券 326 8

商品及び製品 12,974 12,692

仕掛品 700 533

原材料及び貯蔵品 3,570 3,791

繰延税金資産 1,117 823

その他 1,365 2,368

貸倒引当金 △16 △16

流動資産合計 44,391 50,626

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 20,033 19,959

減価償却累計額 △10,789 △10,646

建物及び構築物（純額） 9,243 9,313

機械装置及び運搬具 36,097 36,062

減価償却累計額 △28,892 △28,495

機械装置及び運搬具（純額） 7,204 7,567

土地 2,135 1,507

建設仮勘定 841 409

その他 2,641 2,637

減価償却累計額 △1,993 △1,968

その他（純額） 647 669

有形固定資産合計 20,072 19,467

無形固定資産 1,142 1,258

投資その他の資産

投資有価証券 2,866 2,824

前払年金費用 854 950

繰延税金資産 24 24

その他 2,352 2,303

貸倒引当金 △183 △186

投資その他の資産合計 5,914 5,917

固定資産合計 27,130 26,643

資産合計 71,521 77,270

【訂正前】



（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
（平成22年３月31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12月31日）

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 5,805 5,790

短期借入金 4,349 7,414

1年内返済予定の長期借入金 2,015 2,033

未払金 5,159 6,562

未払費用 1,059 925

未払法人税等 119 277

預り金 2,131 2,220

賞与引当金 779 378

その他 260 680

流動負債合計 21,680 26,283

固定負債

長期借入金 3,021 3,027

繰延税金負債 1,678 1,672

退職給付引当金 152 154

その他 114 177

固定負債合計 4,966 5,032

負債合計 26,647 31,315

純資産の部

株主資本

資本金 20,972 20,972

資本剰余金 16,830 16,830

利益剰余金 7,735 8,785

自己株式 △157 △157

株主資本合計 45,381 46,431

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △51 △62

繰延ヘッジ損益 17 32

為替換算調整勘定 △837 △813

評価・換算差額等合計 △871 △843

少数株主持分 364 366

純資産合計 44,874 45,954

負債純資産合計 71,521 77,270

【訂正前】



（第１四半期連結累計期間）

（２）四半期連結損益計算書

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間
（自 平成21年１月１日
至 平成21年３月31日）

当第１四半期連結累計期間
（自 平成22年１月１日
至 平成22年３月31日）

売上高 17,909 16,872

売上原価 13,560 12,426

売上総利益 4,348 4,445

販売費及び一般管理費 5,076 5,048

営業損失（△） △728 △602

営業外収益

受取利息 5 3

受取配当金 13 9

持分法による投資利益 89 87

為替差益 26 －

その他 14 20

営業外収益合計 148 121

営業外費用

支払利息 62 52

その他 8 37

営業外費用合計 70 89

経常損失（△） △649 △571

特別利益

固定資産売却益 1 1

投資有価証券売却益 6 －

その他 6 3

特別利益合計 14 4

特別損失

固定資産売却損 8 －

固定資産除却損 15 29

投資有価証券評価損 2 0

たな卸資産評価損 794 －

その他 － 0

特別損失合計 821 29

税金等調整前四半期純損失（△） △1,457 △596

法人税、住民税及び事業税 △452 △210

法人税等調整額 △2 △0

法人税等合計 △455 △210

少数株主損失（△） △17 △2

四半期純損失（△） △983 △383

【訂正前】



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間
（自 平成21年１月１日
至 平成21年３月31日）

当第１四半期連結累計期間
（自 平成22年１月１日
至 平成22年３月31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（△） △1,457 △596

減価償却費 867 812

のれん償却額 14 14

貸倒引当金の増減額（△は減少） △5 △3

賞与引当金の増減額（△は減少） 449 401

退職給付引当金の増減額（△は減少） △2 △2

前払年金費用の増減額（△は増加） 90 95

受取利息及び受取配当金 △18 △13

支払利息 62 52

為替差損益（△は益） △9 11

持分法による投資損益（△は益） △89 △87

投資有価証券売却損益（△は益） △6 0

投資有価証券評価損益（△は益） 2 0

固定資産売却損益（△は益） 6 △1

固定資産除却損 15 29

売上債権の増減額（△は増加） 8,437 6,067

たな卸資産の増減額（△は増加） △717 △257

その他の資産の増減額（△は増加） 962 1,031

仕入債務の増減額（△は減少） △1,006 14

その他の負債の増減額（△は減少） △2,575 △2,666

小計 5,020 4,903

法人税等の支払額 △59 △201

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,961 4,702

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 △0

有価証券の取得による支出 － △37

有価証券の売却による収入 36 22

有形固定資産の取得による支出 △1,144 △535

有形固定資産の売却による収入 18 1

無形固定資産の取得による支出 △50 △41

投資有価証券の取得による支出 △0 △0

投資有価証券の売却による収入 7 4

貸付けによる支出 △65 △20

貸付金の回収による収入 72 4

利息及び配当金の受取額 5 3

その他 △5 △9

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,125 △608

【訂正前】



（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間
（自 平成21年１月１日
至 平成21年３月31日）

当第１四半期連結累計期間
（自 平成22年１月１日
至 平成22年３月31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） △1,646 △3,001

長期借入金の返済による支出 △20 △20

自己株式の売却による収入 0 0

自己株式の取得による支出 △1 △0

配当金の支払額 △666 △665

利息の支払額 △28 △28

その他 △0 △7

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,362 △3,724

現金及び現金同等物に係る換算差額 12 △2

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,485 366

現金及び現金同等物の期首残高 5,176 8,586

現金及び現金同等物の四半期末残高 6,662 8,953

【訂正前】



該当事項はありません。

前第１四半期連結累計期間（自 平成21年１月１日 至 平成21年３月31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）

当第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。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、酒類事業および飼料事業の営

業損失がそれぞれ80百万円、36百万円減少し、医薬・化学品事業の営業利益が15百万円減少しております。

４．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、当第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。この変更に伴い、従来

の方法によった場合に比べて、営業利益が医薬・化学品事業で５百万円増加し、その他事業で０百万円減少して

おります。また、酒類事業では営業損失が36百万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
12,810 1,519 3,234 344 17,909 － 17,909

売上高

（2）セグメント間の
－ － － 117 117 （117） －

内部売上高

計 12,810 1,519 3,234 462 18,027 （117） 17,909

営業利益または
△856 281 △165 11 △728 0 △728

営業損失（△）

事業区分 主要製品

酒類
果実酒、ウイスキー類、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、低アルコール飲料等

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

【訂正前】



当第１四半期連結累計期間（自 平成22年１月１日 至 平成22年３月31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

前第１四半期連結累計期間（自 平成21年１月１日 至 平成21年３月31日）

前第１四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１四半期連結累計期間（自 平成22年１月１日 至 平成22年３月31日）

当第１四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。

前第１四半期連結累計期間（自 平成21年１月１日 至 平成21年３月31日）

前第１四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。

当第１四半期連結累計期間（自 平成22年１月１日 至 平成22年３月31日）

当第１四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。

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
11,857 1,642 3,047 324 16,872 － 16,872

売上高

（2）セグメント間の
0 － － 101 102 （102） －

内部売上高

計 11,857 1,642 3,047 426 16,974 （102） 16,872

営業利益または
△375 95 △354 32 △602 0 △602

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、貨物運送業等

〔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

【訂正前】



（重要な後発事象）

６．その他の情報

（加工用酒類事業の会社分割）

当社は、平成22年４月28日開催の取締役会において、平成22年７月１日を効力発生日として、簡易吸収分割

により、当社の加工用酒類・発酵調味料事業及びアルコール製剤事業をキリン協和フーズ株式会社に承継させ

ることを決議いたしました。

なお、詳細については平成22年４月28日付のリリースを参照ください。

（原料アルコール販売事業の会社分割及び合弁契約の締結）

当社は平成22年４月28日開催の取締役会において、平成22年７月１日を効力発生日として、簡易吸収分割に

より、当社の原料アルコール販売事業を当社の100％子会社である第一アルコール株式会社に承継させること

を決議いたしました。

また、第一アルコール株式会社は、平成22年４月28日の同社取締役決定において、平成22年７月１日を効力

発生日として、吸収分割により協和発酵バイオ株式会社の原料アルコール販売事業を承継することを決定して

おります。

さらに、当社は、平成22年４月28日開催の取締役会において、平成22年７月１日付けにて、当社及び協和発

酵バイオ株式会社の原料アルコール販売事業を第一アルコール株式会社に統合し、同社を両社の合弁会社とし

て運営していくことに関する合弁契約を締結することを決議しております。

なお、詳細については平成22年４月28日付のリリースを参照ください。

【訂正前】



１．平成22年12月期第１四半期の連結業績（平成22年１月１日～平成22年３月31日）

(2）連結財政状態

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

３．平成22年12月期の連結業績予想（平成22年１月１日～平成22年12月31日）

（％表示は通期は対前期、第２四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注） 連結業績予想数値の当四半期における修正の有無 無

当社グループの売上高および利益につきましては、第４四半期の比重が大きいといった特性があることなどから、現時

点において１月に発表した通期の業績予想に修正はありません。

平成22年12月期 第１四半期決算短信
平成22年４月28日

上場会社名 メルシャン株式会社 上場取引所 東大

コード番号 2536 ＵＲＬ http://www.mercian.co.jp/

代表者 （役職名）代表取締役社長ＣＥＯ （氏名）植木 宏

問合せ先責任者 （役職名）財務部長 （氏名）田尻 慶幸 ＴＥＬ 03－3231－3925

四半期報告書提出予定日 平成22年５月12日

配当支払開始予定日 －

（百万円未満切捨て）

(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12月期第１四半期 16,195 △7.5 △1,199 － △1,167 － △1,265 －

21年12月期第１四半期 17,506 △11.4 △1,062 － △984 － △2,165 －

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12月期第１四半期 △9.51 －

21年12月期第１四半期 △16.27 －

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12月期第１四半期 63,912 37,280 57.8 277.35

21年12月期 70,719 39,238 55.0 292.04

（参考）自己資本 22年12月期第１四半期 36,915百万円 21年12月期 38,871百万円

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12月期 － － － 5.00 5.00

22年12月期 －

22年12月期（予想） － － 5.00 5.00

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

第２四半期

連結累計期間
38,200 △2.1 △200 － △300 － △300 － △2.25

通期 83,600 0.4 2,000 254.5 2,000 126.3 800 － 6.01

【訂正後】



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）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

(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及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。

① 期末発行済株式数

（自己株式を含む）
22年12月期第１四半期 133,689,303株 21年12月期 133,689,303株

② 期末自己株式数 22年12月期第１四半期 587,085株 21年12月期 584,555株

③ 期中平均株式数

（四半期連結累計期間）
22年12月期第１四半期 133,103,310株 21年12月期第１四半期 133,156,108株

【訂正後】



当第１四半期連結会計期間のわが国経済は、引き続き雇用情勢の不安などから、個人消費が低迷する厳しい状況

となりました。

酒類業界では、業務用市場は引き続き低迷したものの、内食化傾向から家庭消費は堅調に推移しました。また、

生活防衛意識による低価格化志向は進行しました。

当第１四半期連結会計期間の連結売上高は、酒類事業において、家庭用市場向けのデイリーワインは好調に推移

したものの低価格化が進み、業務用市場においても引き続き高価格帯ワインが苦戦を強いられました。また、焼酎

などの受託生産品も前年同期を大きく割り込み、医薬・化学品事業で海外輸出向けの制癌剤が好調でしたが全体で

は減収となりました。利益面では、酒類事業は収益構造が進みましたが、医薬・化学品事業、飼料事業は減益とな

り、営業損失および経常損失は前年同期と比べ悪化しました。また、四半期損失は、前年同期のたな卸資産評価額

による特別損失がなくなったことにより、前年同期と比べ減少しました。

連結売上高 16,195百万円（前年同期比 7.5％減）

連結営業損失 1,199百万円（前年同期営業損失 1,062百万円）

連結経常損失 1,167百万円（前年同期経常損失 984百万円）

連結四半期純損失 1,265百万円（前年同期純損失 2,165百万円）

事業別の状況は、次のとおりであります。

（酒類事業）

当第1四半期連結会計期間におけるワイン市場は、家庭用市場は、内食化傾向により酸化防止剤無添加ワイン

カテゴリーや大容量の国産ワイン、店頭価格800円未満のリーズナブルな価格の輸入ワインを中心に好調に推移

したものの、低価格化傾向がより顕著になりました。業務用市場は引き続き厳しい状況が続き、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」や「ビストロ」

が好調に推移しました。輸入ワインでは、３月から５月末まで全国の料飲店向けに“春のロゼワインプロモー

ション”を実施、これに合わせて３月から「ロゼ」を導入したチリワイン「フロンテラ」やリーズナブルな価

格のスペインワイン「ボルサオ」が好調に推移しました。また、“バレンタインデー”や“春にロゼワイ

ン”といった催事に合わせ、昨秋より“メルシャン ワインアンバサダー”として起用している押切もえさん

による広告展開やコミュニケーションサイト「WINESUKI ワインすき！」を活用した情報発信により、ワイン

ファンを拡大する活動を実施しましたが、ワイン事業全体では、市況同様に低価格化の進行、業務用市場の低

迷が影響し、前年同期売上を下回りました。

加工用酒類市場は、低価格化の進行により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、売上に回復傾向がみられるものの、主力商品のみりんが苦戦しました。発酵調味料は、機能性特化商

品の「味アップ やわらか肉自慢」、アルコール製剤が堅調に推移し、前年並を維持しましたが、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、酒類原料用アルコールが好調に推移し、アルコール事業全体では前年同期売上を上回

りました。

麒麟麦酒株式会社からの受託生産品は、前年同期売上を下回りました。

これらの結果、酒類事業の売上高は118億５千７百万円（前年同期比7.4％減）となりました。一方、営業損

失については、収益構造改革の効果により、前年同期から４億８千万円改善し３億７千５百万円となりまし

た。

（医薬・化学品事業）

医薬・化学品事業では、主力の制癌剤について輸出向け原体の販売が好調に推移、また溶剤類は依然厳しい

市況ながら回復の兆しも見られ、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16億４千２百万円（前年同期比8.1％増）となりましたが、収益

性の高い商品の出荷の期ずれが影響し、営業利益については、前年同期から１億８千６百万円減少し９千５百

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

【訂正後】



（飼料事業）

子会社のメルシャンフィード株式会社にて展開している畜産飼料事業では、昨年高騰が続いていた穀物価格

の下落に連動して乳牛用の配合飼料の価格も値下げとなりましたが、価値営業の推進やサプリメント等付加価

値商品が好調で前年同期売上を上回りました。水産飼料事業では、生餌が安価に推移しているため、生餌を混

ぜた配合飼料は好調に推移したものの、付加価値商品「ソフトＥＰ」は引き続き顧客の価格志向による販売数

量の減少が影響し、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23億７千万円（前年同期比16.3％減）となり、営業損失については、前

年同期から４億５千１百万円悪化し９億５千万円となりました。

（その他事業）

その他の事業の売上高は、３億２千４百万円（前年同期比5.8％減）となりました。また、営業利益につい

ては、前年同期から２千万円増加し３千２百万円となりました。

◇ 総資産、負債、純資産の状況

当第１四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て68億７百万円減少し、639億１千２百万円

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あります。

負債は、前連結会計年度末に比べて48億５千万円減少し、266億３千１百万円となりました。これは主に「短期

借入金」、「未払金」の減少によるものであります。

純資産は、前連結会計年度末に比べて19億５千７百万円減少し、372億８千万円となりました。これは主に「利

益剰余金」の減少によるものであります。

◇ キャッシュ・フローの状況

当第１四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３億６千６百万

円増加し、89億５千３百万円となりました。

各キャッシュ・フローの状況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、売上債権の減少などにより47億２百万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、設備投資のための支出などにより６億８百万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、短期借入金の返済及び配当金の支払などにより37億２千４百万円の支出

となりました。

今後の業績見通しについては、世界経済に回復の兆しが若干感じられるものの、国内経済が引き続きデフレ基調

で推移すると予想され、当社グループにとって厳しい環境が続くものと思われます。

そのような中、当社グループでは、為替変動や天候不順等の不確定要素があるものの、引き続き売上の拡大、原

価低減を図ってまいります。

また、平成21年10月26日に公表しました「原料アルコール事業における合弁新会社の設立及び加工用酒類・発酵

調味料事業の統合に関する基本合意書締結のお知らせ」のとおり、当社の親会社グループであるキリングループに

おいて、平成22年７月１日を目処として「加工用酒類・アルコール事業のグループ内再編の実施」を行う予定であ

り、本再編行為にともなうシナジーの精査を踏まえ、「2010年～2012年中期経営計画」の抜本的な見直しを進めて

いる段階であります。

なお、「2010年～2012年中期経営計画」については、当第２四半期連結業績の公表に合わせ公表することを予定

しております。

よって、現時点において本年１月29日に公表しました平成22年12月期の業績予想に変更はございません。

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

【訂正後】



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の適用

・税金費用の計算

税金費用については、当第１四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。

該当事項はありません。

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

【訂正後】



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１四半期連結会計期間末
（平成22年３月31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12月31日）

資産の部

流動資産

現金及び預金 8,685 8,687

受取手形及び売掛金 13,722 19,640

有価証券 326 8

商品及び製品 10,412 10,709

仕掛品 533 417

原材料及び貯蔵品 2,478 2,989

繰延税金資産 90 89

その他 1,364 2,368

貸倒引当金 △413 △413

流動資産合計 37,201 44,496

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 19,828 19,754

減価償却累計額 △10,789 △10,646

建物及び構築物（純額） 9,039 9,108

機械装置及び運搬具 35,890 35,856

減価償却累計額 △28,892 △28,495

機械装置及び運搬具（純額） 6,997 7,360

土地 2,135 1,507

建設仮勘定 841 409

その他 2,635 2,632

減価償却累計額 △1,993 △1,968

その他（純額） 641 664

有形固定資産合計 19,655 19,050

無形固定資産 1,140 1,256

投資その他の資産

投資有価証券 2,866 2,824

前払年金費用 854 950

繰延税金資産 24 24

その他 4,563 4,137

貸倒引当金 △2,394 △2,020

投資その他の資産合計 5,914 5,917

固定資産合計 26,710 26,223

資産合計 63,912 70,719

【訂正後】



（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
（平成22年３月31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12月31日）

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 5,555 5,550

短期借入金 4,349 7,414

1年内返済予定の長期借入金 2,015 2,033

未払金 4,825 6,394

未払費用 1,059 925

未払法人税等 119 277

預り金 2,131 2,220

賞与引当金 779 378

その他 378 799

流動負債合計 21,215 25,994

固定負債

長期借入金 3,021 3,027

繰延税金負債 2,128 2,127

退職給付引当金 152 154

その他 114 177

固定負債合計 5,416 5,486

負債合計 26,631 31,481

純資産の部

株主資本

資本金 20,972 20,972

資本剰余金 16,830 16,830

利益剰余金 178 2,109

自己株式 △157 △157

株主資本合計 37,824 39,756

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △88 △103

繰延ヘッジ損益 17 32

為替換算調整勘定 △837 △813

評価・換算差額等合計 △908 △884

少数株主持分 364 366

純資産合計 37,280 39,238

負債純資産合計 63,912 70,719

【訂正後】



（第１四半期連結累計期間）

（２）四半期連結損益計算書

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間
（自 平成21年１月１日
至 平成21年３月31日）

当第１四半期連結累計期間
（自 平成22年１月１日
至 平成22年３月31日）

売上高 17,506 16,195

売上原価 13,259 11,960

売上総利益 4,247 4,235

販売費及び一般管理費 5,310 5,434

営業損失（△） △1,062 △1,199

営業外収益

受取利息 5 3

受取配当金 13 9

持分法による投資利益 89 87

為替差益 26 －

その他 14 20

営業外収益合計 148 121

営業外費用

支払利息 62 52

その他 8 37

営業外費用合計 70 89

経常損失（△） △984 △1,167

特別利益

固定資産売却益 1 1

投資有価証券売却益 6 －

その他 1 －

特別利益合計 9 1

特別損失

固定資産売却損 8 －

固定資産除却損 15 29

投資有価証券評価損 2 0

たな卸資産評価損 1,150 －

その他 － 0

特別損失合計 1,176 29

税金等調整前四半期純損失（△） △2,151 △1,196

法人税、住民税及び事業税 △34 △71

法人税等調整額 △2 △0

法人税等合計 31 △71

少数株主損失（△） △17 △2

四半期純損失（△） △2,165 △1,265

【訂正後】



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間
（自 平成21年１月１日
至 平成21年３月31日）

当第１四半期連結累計期間
（自 平成22年１月１日
至 平成22年３月31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（△） △2,151 △1,196

減価償却費 867 812

のれん償却額 14 14

貸倒引当金の増減額（△は減少） 235 373

賞与引当金の増減額（△は減少） 449 401

退職給付引当金の増減額（△は減少） △2 △2

前払年金費用の増減額（△は増加） 90 95

受取利息及び受取配当金 △18 △13

支払利息 62 52

為替差損益（△は益） △9 11

持分法による投資損益（△は益） △89 △87

投資有価証券売却損益（△は益） △6 0

投資有価証券評価損益（△は益） 2 0

固定資産売却損益（△は益） 6 △1

固定資産除却損 15 29

売上債権の増減額（△は増加） 8,385 5,913

たな卸資産の増減額（△は増加） 355 662

その他の資産の増減額（△は増加） 777 655

仕入債務の増減額（△は減少） △1,270 5

その他の負債の増減額（△は減少） △2,692 △2,823

小計 5,020 4,903

法人税等の支払額 △59 △201

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,961 4,702

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 △0

有価証券の取得による支出 － △37

有価証券の売却による収入 36 22

有形固定資産の取得による支出 △1,144 △535

有形固定資産の売却による収入 18 1

無形固定資産の取得による支出 △50 △41

投資有価証券の取得による支出 △0 △0

投資有価証券の売却による収入 7 4

貸付けによる支出 △65 △20

貸付金の回収による収入 72 4

利息及び配当金の受取額 5 3

その他 △5 △9

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,125 △608

【訂正後】



（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間
（自 平成21年１月１日
至 平成21年３月31日）

当第１四半期連結累計期間
（自 平成22年１月１日
至 平成22年３月31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） △1,646 △3,001

長期借入金の返済による支出 △20 △20

自己株式の売却による収入 0 0

自己株式の取得による支出 △1 △0

配当金の支払額 △666 △665

利息の支払額 △28 △28

その他 △0 △7

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,362 △3,724

現金及び現金同等物に係る換算差額 12 △2

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,485 366

現金及び現金同等物の期首残高 5,176 8,586

現金及び現金同等物の四半期末残高 6,662 8,953

【訂正後】



該当事項はありません。

前第１四半期連結累計期間（自 平成21年１月１日 至 平成21年３月31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）

当第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。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、酒類事業および飼料事業の営

業損失がそれぞれ80百万円、31百万円減少し、医薬・化学品事業の営業利益が15百万円減少しております。

４．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、当第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。この変更に伴い、従来

の方法によった場合に比べて、営業利益が医薬・化学品事業で５百万円増加し、その他事業で０百万円減少して

おります。また、酒類事業では営業損失が36百万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
12,810 1,519 2,832 344 17,506 － 17,506

売上高

（2）セグメント間の
－ － － 117 117 （117） －

内部売上高

計 12,810 1,519 2,832 462 17,624 （117） 17,506

営業利益または
△856 281 △499 11 △1,062 0 △1,062

営業損失（△）

事業区分 主要製品

酒類
果実酒、ウイスキー類、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、低アルコール飲料等

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

【訂正後】



当第１四半期連結累計期間（自 平成22年１月１日 至 平成22年３月31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

前第１四半期連結累計期間（自 平成21年１月１日 至 平成21年３月31日）

前第１四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１四半期連結累計期間（自 平成22年１月１日 至 平成22年３月31日）

当第１四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。

前第１四半期連結累計期間（自 平成21年１月１日 至 平成21年３月31日）

前第１四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。

当第１四半期連結累計期間（自 平成22年１月１日 至 平成22年３月31日）

当第１四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。

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
11,857 1,642 2,370 324 16,195 － 16,195

売上高

（2）セグメント間の
0 － － 101 102 （102） －

内部売上高

計 11,857 1,642 2,370 426 16,297 （102） 16,195

営業利益または
△375 95 △950 32 △1,199 0 △1,199

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、貨物運送業等

〔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

【訂正後】



（重要な後発事象）

６．その他の情報

（加工用酒類事業の会社分割）

当社は、平成22年４月28日開催の取締役会において、平成22年７月１日を効力発生日として、簡易吸収分割

により、当社の加工用酒類・発酵調味料事業及びアルコール製剤事業をキリン協和フーズ株式会社に承継させ

ることを決議いたしました。

なお、詳細については平成22年４月28日付のリリースを参照ください。

（原料アルコール販売事業の会社分割及び合弁契約の締結）

当社は平成22年４月28日開催の取締役会において、平成22年７月１日を効力発生日として、簡易吸収分割に

より、当社の原料アルコール販売事業を当社の100％子会社である第一アルコール株式会社に承継させること

を決議いたしました。

また、第一アルコール株式会社は、平成22年４月28日の同社取締役決定において、平成22年７月１日を効力

発生日として、吸収分割により協和発酵バイオ株式会社の原料アルコール販売事業を承継することを決定して

おります。

さらに、当社は、平成22年４月28日開催の取締役会において、平成22年７月１日付けにて、当社及び協和発

酵バイオ株式会社の原料アルコール販売事業を第一アルコール株式会社に統合し、同社を両社の合弁会社とし

て運営していくことに関する合弁契約を締結することを決議しております。

なお、詳細については平成22年４月28日付のリリースを参照ください。

【訂正後】


