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（２）連結財政状態 

  

２．配当の状況 

  

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） 
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  （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２四半期  35,217  △7.8  △1,398  －  △1,338  －  △2,582  －

21年12月期第２四半期  38,193  －  △778  －  △673  －  △788  －

  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２四半期  △19  40  －

21年12月期第２四半期  △5  92  －

  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２四半期  64,040  35,695  55.2  265  42

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２四半期 35,325百万円 21年12月期 38,871百万円 

  
年間配当金

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） － － 0 00  0  00

（注）当四半期における配当予想の修正有無 ： 有・ 無

  （％表示は対前期増減率）

  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  79,000  △1.9  △400  －  △300  －  △2,300  －  △17  28

（注）当四半期における業績予想の修正有無 ： 有・ 無



４．その他 

（１）当四半期中における重要な子会社の異動 ：有 

新規      － 社 （社名）                        、除外      1 社  （社名）三桜産業株式会社 

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用：有 

詳細は、３ページ「２.その他の情報」をご覧ください。 

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

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） 

  

 ※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 

   この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外でありますが、この四半期決算短信 

   の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了しています。  

   
 ※  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、２ページ「１.当四半期の連結業績等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」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２Ｑ 133,689,303株 21年12月期末 133,689,303株

②  期末自己株式数 22年12月期２Ｑ 598,737株 21年12月期末 584,555株

③  期中平均株式数（四半期累計） 22年12月期２Ｑ 133,100,055株 21年12月期２Ｑ 133,140,354株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第２四半期連結累計期間のわが国経済は、ギリシャの財政問題に端を発した欧州圏における財政危機の影響に

より景気の先行きに対する不透明感が強まる中、雇用情勢の不安から個人消費が引き続き低迷するなど、予断を許

さない状況で推移しました。 

 酒類業界では、景気低迷の影響を受け、引き続き業務用市場は低調でしたが、家庭用市場は低価格化が進行した

ものの、“内食”化傾向により、販売数量は堅調に推移しました。 

 当第２四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。酒類事業において、市況同様に業務

用市場向けは引き続き厳しい状況でしたが、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。医薬・化学品事業は

食品添加物等が減少し減収となりました。利益面では、引き続き“価値営業”の推進、ワインの在庫適正化や販売

管理費の削減により酒類事業は改善しましたが、飼料事業は、水産飼料事業の不適切な取引が発覚したことより大

幅に減益となりました。 

  

  

 事業別の状況は、次のとおりであります。 

  

（酒類事業） 

 当第２四半期連結累計期間におけるワイン市場について、家庭用市場では、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。業務用市場では、引き続き厳しい状況が続き、全体では

前年同期売上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について、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月末まで全国の飲料店向けに“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「フロンテラ」や、4月にリニューアルし、キャンペ

ーンを行った「サンライズ」などチリワインが順調に拡大しました。また、“バレンタインデー”“春にロゼワイ

ン”“母の日”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。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、数量では前年同期売上を上回りましたが、金額では前年同期売上を下回りました。 

 加工用酒類市場では、外食産業にやや回復傾向が見られたものの、低価格化の進行により厳しい状況が続く中、

当社グループの加工用酒類事業は、調理用ワインが前年同期売上を上回り、アルコール製剤、発酵調味料も前年同

期並みで推移しましたが、みりんが苦戦し、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、昨年は工業用アルコールがインフルエンザ対策により、アルコール製剤の売上が増加した

反動で減少したものの、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前年同期並で推移しまし

た。 

 麒麟麦酒株式会社からの受託生産品では、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260億５百万円（前年同期比7.2％減）となりました。一方、営業損失につい

ては、ワイン事業の収益構造改革の効果により、前年同期から６億３千１百万円改善し、１億３千６百万円となり

ました。  

  

（医薬・化学品事業） 

 医薬・化学品事業では、人体用抗生物質原体、制癌剤原体の販売は順調に推移しましたが、食品添加物の販売が

低調で前年同期売上を下回りました。これらの結果、医薬・化学品事業の売上高は前年同期から７千６百万円減の

36億２千７百万円（前年同期比2.1％減）となりました。また、営業利益については前年同期から３億５千３百万

円減少し２億５千５百万円となりました。 

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報

連結売上高 35,217百万円 （前年同期比 7.8％減） 

連結営業損失 1,398百万円 （前年同期営業利益 △778百万円） 

連結経常損失 1,338百万円 （前年同期経常利益 △673百万円）  

連結四半期純損失 2,582百万円 （前年同期純利益 △788百万円）  
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（飼料事業） 

 畜産飼料事業では、配合飼料が厳しい市況下、提案型価値営業により好調だったことに加え、付加価値商品のサ

プリメントもプレミアムタイプが堅調に推移し、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49億２千７百万円（前年同期比14.5％減）となり、営業損失については前

年同期から９億２千３百万円増加し、15億１千６百万円となりました。 

  

    （その他事業） 

 その他の事業の売上高は、６億５千７百万円（前年同期比5.9％減）となりました。また、営業損失について

は、前年同期から２千６百万円減少し０百万円となりました。 

   

  （２）連結財政状態に関する定性的情報 

 ◇総資産、負債、純資産 

 当第２四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66億７千９百万円減少し、640億４千万 

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31億３千５百万円減少し、283億４千５百万円となりました。これは主に 

「短期借入金」の減少によるものです。 

 純資産は、前連結会計年度末に比べて35億４千３百万円減少し、356億９千５百万円となりました。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２四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７億４千３百

万円減少し、78億４千２百万円となりました。 

 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、税金等調整前四半期純損失の計上及び売上債権の増加等により43億４

千７百万円となりました。 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出などにより△12億２千２百万円となり

ました。 

 財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の返済などにより△38億１千９百万円となりました。 

  

  （３）連結業績予想に関する定性的情報 

 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日に「加工用酒類・アルコール事業のグループ内再編の実施」を行いました。    

  なお、本年１月29日に公表しました平成22年12月期の業績予想につきまして、見直しを行いました。 

  詳細つきましては、本日別途「第２四半期連結業績予想と差異及び通期連結業績予想及び配当予想の修正につい

  て」で開示しております。 
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（１）重要な子会社の異動の概要 

当第２四半期連結会計期間より、三桜産業株式会社は解散したため、連結の範囲より除外しております。 

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

  １.簡便な会計処理 

   該当事項はありません。 

  ２.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２四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。   

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

  会計処理基準に関する事項の変更 

 該当事項はありません。 

２．その他の情報
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３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年６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21年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 7,634 8,687

受取手形及び売掛金 14,499 19,640

有価証券 264 8

商品及び製品 10,814 10,709

仕掛品 877 417

原材料及び貯蔵品 2,359 2,989

繰延税金資産 89 89

その他 2,361 2,368

貸倒引当金 △430 △413

流動資産合計 38,469 44,496

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 20,167 19,754

減価償却累計額 △10,898 △10,646

建物及び構築物（純額） 9,268 9,108

機械装置及び運搬具 35,782 35,856

減価償却累計額 △29,216 △28,495

機械装置及び運搬具（純額） 6,566 7,360

土地 1,973 1,507

建設仮勘定 483 409

その他 2,706 2,632

減価償却累計額 △2,027 △1,968

その他（純額） 678 664

有形固定資産合計 18,969 19,050

無形固定資産 960 1,256

投資その他の資産   

投資有価証券 2,792 2,824

前払年金費用 760 950

繰延税金資産 25 24

その他 5,015 4,137

貸倒引当金 △2,953 △2,020

投資その他の資産合計 5,640 5,917

固定資産合計 25,570 26,223

資産合計 64,040 70,719
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年６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21年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 5,746 5,550

短期借入金 4,324 7,414

1年内返済予定の長期借入金 2,015 2,033

未払金 6,471 6,394

未払費用 1,187 925

未払法人税等 210 277

預り金 1,993 2,220

賞与引当金 430 378

その他 547 799

流動負債合計 22,927 25,994

固定負債   

長期借入金 3,016 3,027

繰延税金負債 2,122 2,127

退職給付引当金 155 154

その他 124 177

固定負債合計 5,418 5,486

負債合計 28,345 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 △1,137 2,109

自己株式 △159 △157

株主資本合計 36,506 39,756

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △151 △103

繰延ヘッジ損益 △20 32

為替換算調整勘定 △1,009 △813

評価・換算差額等合計 △1,181 △884

少数株主持分 370 366

純資産合計 35,695 39,238

負債純資産合計 64,040 70,719
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（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 

 至 平成21年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年１月１日 

 至 平成22年６月30日) 

売上高 38,193 35,217

売上原価 28,586 25,438

売上総利益 9,606 9,778

販売費及び一般管理費 10,385 11,177

営業損失（△） △778 △1,398

営業外収益   

受取利息 6 4

受取配当金 43 29

持分法による投資利益 113 167

為替差益 26 －

その他 59 31

営業外収益合計 249 232

営業外費用   

支払利息 127 97

為替差損 － 55

その他 16 19

営業外費用合計 144 172

経常損失（△） △673 △1,338

特別利益   

固定資産売却益 1,350 3

投資有価証券売却益 6 0

その他 80 3

特別利益合計 1,437 6

特別損失   

固定資産売却損 15 17

固定資産除却損 53 123

投資有価証券評価損 30 0

たな卸資産評価損 1,150 －

組織再編費用 － 377

水産飼料事業の不適切な取引に係る損失 － 516

その他 12 70

特別損失合計 1,260 1,105

税金等調整前四半期純損失（△） △497 △2,436

法人税、住民税及び事業税 309 142

法人税等調整額 △0 0

法人税等合計 308 142

少数株主利益又は少数株主損失（△） △17 3

四半期純損失（△） △788 △2,582
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年１月１日 

 至 平成22年６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損失（△） △497 △2,436

減価償却費 1,772 1,657

のれん償却額 28 28

貸倒引当金の増減額（△は減少） △53 948

賞与引当金の増減額（△は減少） 60 52

退職給付引当金の増減額（△は減少） △0 0

前払年金費用の増減額（△は増加） 178 190

受取利息及び受取配当金 △49 △33

支払利息 127 97

為替差損益（△は益） △10 43

持分法による投資損益（△は益） △113 △167

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） 30 0

固定資産売却損益（△は益） △1,334 13

固定資産除却損 53 123

売上債権の増減額（△は増加） 7,219 5,130

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,092 △34

その他の資産の増減額（△は増加） 436 175

仕入債務の増減額（△は減少） △939 200

その他の負債の増減額（△は減少） △1,940 △1,420

小計 6,052 4,569

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △46 △222

営業活動によるキャッシュ・フロー 6,006 4,347

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 △50 △60

有価証券の売却による収入 60 46

有形固定資産の取得による支出 △1,604 △1,253

固定資産の売却による収入 1,529 144

無形固定資産の取得による支出 △91 △64

投資有価証券の取得による支出 △10 △10

投資有価証券の売却による収入 12 4

貸付けによる支出 △85 △22

貸付金の回収による収入 73 7

利息及び配当金の受取額 41 28

その他 2 △41

投資活動によるキャッシュ・フロー △124 △1,222
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（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年６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） △251 △3,024

長期借入金の返済による支出 △24 △24

自己株式の売却による収入 1 0

自己株式の取得による支出 △9 △2

配当金の支払額 △666 △665

利息の支払額 △117 △89

その他 △3 △12

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,071 △3,819

現金及び現金同等物に係る換算差額 13 △48

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 4,824 △743

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 10,001 7,842
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 該当事項はありません。   

 【事業の種類別セグメント情報】 

前第２四半期連結累計期間（自 平成21年１月１日 至 平成21年６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のための基本となる重要な事項等の変更」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

の変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、当第２四半期連結累計期間の酒類事業及び飼料事業の営業

損失がそれぞれ362百万円、13百万円減少し、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４百万円減少しております。 

４．追加情報 

  「追加情報」に記載のとおり、当社及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

  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、当第２四半期連結累計期間の営業利益が医薬

  ・化学品事業で11百万円増加しております。また、酒類事業及びその他事業で営業損失がそれぞれ73百万円、

  ０百万円増加しております。 

  

当第２四半期連結累計期間（自 平成22年１月１日 至 平成22年６月30日）  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）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）

(1）外部顧客に対する売上高  28,028  3,704  5,761  698  38,193  －  38,193

(2）セグメント間の内部売上高  0  －  －  229  229 （229）  －

計  28,028  3,704  5,761  928  38,422 （229）  38,193

営業利益または営業損失（△）  △767  608  △592  △26  △778  0  △778

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 
不動産及び施設の賃貸、製剤・実験施設の消毒及び滅菌代行業務、環

境検査業務、美術館の企画運営、貨物運送業、保険代理店等 

  
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）

(1）外部顧客に対する売上高  26,005  3,627  4,927  657  35,217  －  35,217

(2）セグメント間の内部売上高  0  －  －  222  222 （222）   －

計  26,005  3,627  4,927  879  35,439 （222）   35,217

営業利益または営業損失（△）  △136  255  △1,516  △0  △1,398 0   △1,398
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 （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．各事業区分の主要製品 

  

   【所在地別セグメント情報】 

前第２四半期連結会計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日)及び当第２四半期連結会計期間

(自 平成22年４月１日 至 平成22年６月30日)並びに、前第２四半期連結累計期間(自 平成21年１月１日 

至 平成21年６月30日)及び当第２四半期連結累計期間(自 平成22年１月１日 至 平成22年６月30日)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の記載を

省略しております。 

  

   【海外売上高】 

前第２四半期連結会計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日)及び当第２四半期連結会計期間

(自 平成22年４月１日 至 平成22年６月30日)並びに、前第２四半期連結累計期間(自 平成21年１月１日 

至 平成21年６月30日)及び当第２四半期連結累計期間(自 平成22年１月１日 至 平成22年６月30日）の海外

売上高は、連結売上高の10％未満であるため、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。 

  

平成22年７月１日以降、下記重要な会社分割を行いました。 

重要な会社分割（加工用酒類・発酵調味料事業の会社分割）  

   １ 会社分割の理由と目的 

 当社は、平成19年７月より、企業価値を 大化すべくキリングループ各社との提携を進め、当社の加工用

酒類・発酵調味料事業を継承会社のもとに統合することで、当社においての事業の選択と集中を図り、その 

企業価値を 大化することを目的とし、平成22年７月１日付で、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（以下「キリン協和フーズ社」といい

ます。）に承継させました。  

   ２ 会社分割する事業内容 

     加工用酒類、発酵調味料及びアルコール製剤事業 

   ３ 会社分割の形態 

     当社を吸収分割会社とし、キリン協和フーズ社を吸収分割継承会社とする吸収分割です。  

   ４ 吸収分割に係る割当ての内容 

     本件分割に際して、継承会社は当社に対して、加工用酒類・発酵調味料事業に係る対価として、現金4,215百

     万円を交付しました。  

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 
不動産及び施設の賃貸、製剤・実験施設の消毒及び滅菌代行業務、環

境検査業務、美術館の企画運営、貨物運送業等 

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（７）重要な後発事象に関する注記
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   ５ 会社分割に係る継承会社の名称、当該会社の資産・負債及び純資産の額等 

     （平成21年12月31日現在）  

   

   ６ 分割した部門の経営成績   

                                           (単位 百万円)  

  

   ７ 分割した資産、負債の項目及び金額 

                                           （単位 百万円）  

  

 重要な会社分割（原料アルコール販売事業の会社分割） 

    （当社の承継会社に対する吸収分割について） 

   １ 会社分割の理由と目的 

 当社は、平成19年７月より、企業価値を 大化すべくキリングループ各社との提携を進め、原料アルコー

ル業界内での競争優位性を確保してプレゼンスを向上するとともに、キリングループ内におけるシナジー

大化を当社において享受し、当社の企業価値を 大化することを目的として、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（以下「第一アルコール社」といいます。）に承継させました。  

   ２ 会社分割する事業内容 

     原料アルコール販売事業  

   ３ 会社分割の形態 

     当社を吸収分割会社とし、第一アルコール社を吸収分割承継会社とする吸収分割です。 

商             号   キリン協和フーズ株式会社  

本 店 の 所 在 地   東京都品川区東品川二丁目２番８号 

代表者の役職・氏名   代表取締役社長 桂 総一郎 

資  本  金  の  額   3,000百万円 

純  資  産  の  額   19,484百万円 

総  資  産  の  額   44,545百万円 

事  業  の  内  容  
 調味料、甘味料、品質改良剤、酵母関連素材、製菓・製パン資材等の 

 製造・販売 

  
加工用酒類・発酵調味料 

事業部門（a）

当社 平成21年12月期 

実績（b）
比率（a/b）  

売   上   高  8,850 80,506 11.0％

 資産  負債 

項目     帳簿価額  項目  帳簿価額    

流動資産  1,634 流動負債  262

固定資産  2,842              

合計  4,476 合計   262
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   ４ 会社分割に係る継承会社の名称、当該会社の資産・負債及び純資産の額等 

  （平成22年６月30日現在）  

   

   ５ 分割した部門の経営成績   

                                           （単位 百万円） 

  

   ６ 分割した資産、負債の項目及び金額  

                                          （単位 百万円）  

  

  （協和発酵バイオの承継会社に対する吸収分割について） 

   １ 会社分割の理由と目的 

 当社は、平成19年７月より、企業価値を 大化すべくキリングループ各社との提携を進め、原料アルコー

ル業界内での競争優位性を確保してプレゼンスを向上するとともに、キリングループ内におけるシナジー

大化を当社において享受し、当社の企業価値を 大化することを目的として、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（以下「第一アルコール社」といいます。）に承継させました。 

第一アルコール社は、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（以

下「協和発酵バイオ社」といいます。）の原料アルコール販売事業を承継しました。 

   ２ 会社継承する事業内容 

     原料アルコール販売事業 

   ３ 会社分割・継承の形態 

     協和発酵バイオ社を吸収分割会社とし、第一アルコール社を吸収分割承継会社とする吸収分割です。 

商             号   第一アルコール株式会社  

本 店 の 所 在 地   東京都中央区八丁堀四丁目13番４号 

代表者の役職・氏名   代表取締役社長 河崎 孝雄 

資  本  金  の  額   10百万円 

純  資  産  の  額   10百万円 

総  資  産  の  額   10百万円 

事  業  の  内  容   原料アルコール、酒類、酵母、溶剤及び化学工業製品等の販売 

  
原料アルコール販売事業 

部門（a）

当社 平成21年12月期 

実績（b）
比率（a/b）  

売   上   高  4,655 80,506 5.8％

 資産  負債 

項目     帳簿価額  項目  帳簿価額    

流動資産   1,490 流動負債  12

固定資産   100     

合計   1,591 合計  12

- 13 -

メルシャン㈱(2536)平成22年12月期第２四半期決算短信



   ４ 会社分割・継承に係る継承会社の名称、当該会社の資産・負債及び純資産の額等 

     （平成22年6月30日現在） 

   

   ５ 承継した部門の経営成績   

                                           （単位 百万円） 

   

    ６ 承継した資産、負債の項目及び金額 

                                           （単位 百万円）  

       

  

商             号   第一アルコール株式会社  

本 店 の 所 在 地   東京都中央区八丁堀四丁目13番４号 

代表者の役職・氏名   代表取締役社長 河崎 孝雄 

資  本  金  の  額   10百万円 

純  資  産  の  額   10百万円 

総  資  産  の  額   10百万円 

事  業  の  内  容   原料アルコール、酒類、酵母、溶剤及び化学工業製品等の販売 

  
原料アルコール販売事業 

部門（a）

協和発酵バイオ社 

平成21年12月期実績（b）
比率（a/b）  

売   上   高  7,805 42,313 18.4％

 資産  負債 

項目     帳簿価額  項目  帳簿価額    

固定資産  1,462 流動負債  11

 合計  1,462  合計 11
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