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（コード番号2536 東証・大証 第一部）

問合せ先 財務部長 田尻 慶幸
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（訂正）平成19年12月期に係る決算短信等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。

一部訂正の対象となる平成19年12月期に係る決算短信等は以下の通りです。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

・平成19年12月期 第１四半期財務・業績の概況（連結）

・平成19年12月期 中間決算短信

・平成19年12月期 第３四半期財務・業績の概況

・平成19年12月期 決算短信

以 上



 

(財)財務会計基準機構会員
 

平成19年12月期　第１四半期財務・業績の概況（連結）
 平成19年４月25日

上場会社名　メルシャン株式会社 （コード番号：2536　　　東証一部・大証一部）

（ＵＲＬ　http://www.mercian.co.jp/）  

問合せ先 代表者役職・氏名　代表取締役社長ＣＥＯ　 氏名　岡部　有治

　　　　 責任者役職・氏名　財務部長　　　　 　　  氏名　田尻　慶幸　　　　ＴＥＬ ：（03）3231－3925

１．四半期財務情報の作成等に係る事項

 

①　会計処理の方法における簡便な方法の採用の　：有　 法人税等の計上基準に簡便的な方法を採用しております。

　　有無　

②　最近連結会計年度からの会計処理方法の変更　：無　　

    の有無

③　連結および持分法の適用範囲の異動の有無　　：無　  

 （百万円未満切捨）

２．平成19年12月期第１四半期の財務・業績概況（平成19年１月１日～平成19年３月31日）

(1）経営成績（連結）の進捗状況  

売上高 営業利益 経常利益 四半期（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年12月期第１四半期 21,258 10.2 △793 － △771 － △376 －

18年12月期第１四半期 19,295 △3.5 △1,254 － △1,203 － △773 －

（参考）18年12月期 99,587 0.6 1,448 △44.2 1,558 △41.8 1,860 32.0

１株当たり四半期
（当期）純利益

潜在株式調整後
１株当たり四半期
（当期）純利益

 円　銭  円　銭

19年12月期第１四半期  △2.82  －

18年12月期第１四半期  △5.80  －

（参考）18年12月期  13.96  －

　（注）　売上高、営業利益、経常利益、四半期（当期）純利益におけるパーセント表示は、対前年同四半期比増減率

　〔経営成績（連結）の進捗状況に関する定性的情報等〕

　当第１四半期（平成19年１月１日から３月31日まで）の連結売上高は、21,258百万円（前年同期比10.2％増）となり

ました。利益につきましては、連結営業損失は793百万円、連結経常損失は771百万円、連結純損失は376百万円となり

ました。

　【酒類事業】

　（洋酒部門）

　国産ワイン市場は、堅調に推移しました。当社グループの国産ワイン全体では、前年同期の売上を大きく上回りま

した。特に健康系デイリーワインの「おいしい酸化防止剤無添加ワイン」は、「ボン・ルージュ」とともに話題の“野

菜ソムリエ”とタイアップした無農薬野菜などが当たるキャンペーンを展開し、前年同期の売上を大きく上回りまし

た。また、ワイン市場の活性化を狙い、若い世代をターゲットとしたワインに果汁をブレンドしたカジュアルで飲み

やすい新製品「サングリア・ポコ　バレンシアオレンジ」、「同　ピーチ」を３月上旬に発売しました。さらにシニ

ア世代向けには、健康・機能性を全面に押し出し、ポリフェノールの一種“リスベラトロール”やアミノ酸の一種

“ギャバ”を豊富に含み、まろやかな口当たりに仕上げた「自然の恵み　黒ぶどう酒」、「同　金ぶどう酒」を３月

下旬に発売し、どちらの製品も順調な滑り出しとなりました。

　輸入ワイン市場は、懸念されたボージョレ・ヌーヴォーの店頭在庫の影響はなく、中高級ワインを中心に順調に推

移しました。当社グループでは、フランス、チリ、オーストラリアをはじめとした主要輸入ワインの売上が前年同期

を上回りました。特にチリNo.１ワインメーカー、コンチャ・イ・トロ社の「サンライズ」は、スクリューキャップを
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採用したリニューアルや“サンライズ　ハッピーグッズプレゼント”キャンペーンを展開し、大幅に売上を伸ばしま

した。また、加工用酒類分野では米国産牛肉の輸入再開などにより、調理用ワインが順調に推移しました。市場の回

復や各種販売施策の成功もあり、ワイン全体の売上は前年同期を大きく上回りました。

　低アルコール飲料市場は、価格競争が厳しくなるなか、前年を下回り推移しました。当社グループでは、「こだわ

り・品質」の基幹製品「本搾りチューハイ」や「ギュギュッと搾った。フルーツのお酒」をリニューアルし、さらに

アイテム追加を行ったものの、全体としては前年同期を下回りました。

　梅酒市場は業務用を中心に伸びており、当社グループでも紀州和歌山産完熟梅のピューレを加えたにごりタイプの

「あらごしにごり梅酒」、カロリー５０％カット(当社比)の「かろやか梅酒」をそれぞれ３月下旬に新発売し、順調

に売上を伸ばしました。梅酒全体では前年同期を上回りました。デ・カイパー社のリキュールは、「ピーチツリー」

が前年同期を下回り、輸入ウイスキー類も低迷を脱することができず前年同期を割込みました。

 

　（和酒部門）

  焼酎市場は、甲類焼酎から乙類・甲乙混和焼酎への消費移行が進みました。特に甲乙混和焼酎は順調に売上を伸ば

し前年を上回りました。当社グループでは、甲類・乙類焼酎ともに販売数量を追い求めず、市場の低価格競争から一

線を画した付加価値の高い商品の販売に努めましたが、前年同期を下回りました。甲乙混和焼酎は市場を反映し、昨

年発売した「いも焼酎　火唐(ぽから)黒パック」が好調に推移しましたが、焼酎全体では前年同期を下回る結果とな

りました。

　その他の和酒では、合成清酒が昨年の酒税改定前の仮需の影響で前年同期を大きく下回りました。紹興酒「古越龍

山」主体の中国酒は、業務用市場の低迷が続くなか健闘し、前年同期を上回りました。

　加工用酒類市場は、当期も暖冬による冬物商材の消費低迷が続き、みりんの売上に影響を及ぼしましたが、アルコー

ル製剤が昨年からの好調を維持し売上を伸ばし、加工用酒類全体では前年同期を上回りました。

　アルコール事業は、他社との価格競争が激化するなか、酒類原料用アルコール、工業用アルコール共に販売が順調

に推移し、アルコール事業全体では前年同期を大きく上回りました。

 

　これらの結果、酒類事業の売上高は、15,758百万円（前年同期比8.3％増）となりました。

　【医薬・化学品事業】

  抗生物質「ジョサマイシン」は、中国・欧州向けが堅調に推移しました。抗腫瘍性抗生物質「ピラルビシン」は前

年同期に前倒しによる集中出荷があった影響と国内向けおよび中国向けが減少したことにより、前年同期を大きく下

回りました。その他の制癌剤は、前年同期を上回りましたが、動物薬、溶剤は下回りました。

　  これらの結果、医薬・化学品事業の売上高は、1,266百万円（前年同期比8.2％減）となりました。

　【飼料事業】

畜産部門の配合飼料は、生乳減産による市場低迷のなか、畜産農家密着型の販売活動と原料高騰にともなう値上げ

効果、および４月からの再値上げに対する仮需が影響し、前年同期の売上を大きく上回りました。サプリメントは、

生乳減産の影響により、需要が伸びず前年同期を大きく下回りました。水産部門では、真鯛および銀鮭用の主力製品

「ソフトＥＰ」が高水温による魚餌摂取量の増加と相場の安定により好調に推移し、前年同期を大幅に上回りました。

これらの結果、飼料事業の売上高は、3,709百万円（前年同期比25.2％増）となりました。

　【その他】

　その他の事業の売上高は、524百万円（前年同期比30.3％増）となりました。

(2）財政状態（連結）の変動状況

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

19年12月期第１四半期 87,139 47,937 54.7  357.70

18年12月期第１四半期 82,364 46,035 55.9  345.35

（参考）18年12月期 95,418 48,887 50.9  364.63
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 （3）連結キャッシュ・フローの状況

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金および現金
同等物期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

19年12月期第１四半期 2,815 △1,875 △636 5,520

18年12月期第１四半期 4,243 △1,953 △652 5,484

（参考）18年12月期 1,952 △2,449 1,831 5,214

　〔財政状態（連結）の変動状況に関する定性的情報等〕

　当第１四半期末の総資産は、売上債権・たな卸資産の増加等により、前年同期に比べて4,774百万円増加し、87,139百

万円となりました。純資産につきましては、その他有価証券評価差額金の減少、および為替換算調整勘定の増加等によ

り、前年同期に比べて1,901百万円増加し、47,937百万円となりました。この結果、自己資本比率は、前年同期末の

55.9％から54.7％となりました。

 

 　〔 キャッシュフローの状況〕　

　　当第１四半期における各キャッシュ・フロ－の状況とそれらの要因は次のとおりであります。

　（営業キャッシュ・フロー）

　　主として、売上債権の減少などにより、営業活動の結果獲得した資金は2,815百万円（前年同期比33.6％減）となり

　　ました。

　（投資キャッシュ・フロー）

　　投資活動の結果使用した資金は1,875百万円（前年同期比4.0％減）となりました。

　（財務キャッシュ・フロー）

　　財務活動の結果使用した資金は636百万円（前年同期比2.5％減）となりました。

 ［参考］

業績予想

　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２月に発表した業績予想に修正はありません。

　　但し、当社親会社である麒麟麦酒株式会社と当社は、現在業務提携の具体的な協議をかさねており、予想数値は、多

分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、協議の内容および業況の変化等により、大幅に異なる可能性が

あることをご承知おきください。

以　上
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１．（要約）四半期連結貸借対照表

前年同四半期
平成18年３月31日

当四半期
平成19年３月31日

（参考）
前連結会計年度
平成18年12月31日

区分 金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

現金および預金 5,513 5,551 5,245

受取手形および
売掛金

21,655 23,861 34,134

たな卸資産 19,237 21,424 19,844

その他 4,116 4,500 4,330

流動資産合計 50,524 61.3 55,338 63.5 63,553 66.6

Ⅱ　固定資産

有形固定資産 21,054 25.6 21,646 24.8 21,958 23.0

無形固定資産 2,016 2.5 2,042 2.4 2,048 2.2

投資その他の資産 8,769 10.6 8,110 9.3 7,858 8.2

固定資産合計 31,840 38.7 31,800 36.5 31,864 33.4

資産合計 82,364 100.0 87,139 100.0 95,418 100.0

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

支払手形および
買掛金

5,912 7,405 7,978

短期借入金 5,445 5,632 5,531

１年内返済予定
長期借入金

55 16 22

未払金 7,082 6,848 12,212

その他 9,566 7,236 8,353

流動負債合計 28,063 34.1 27,139 31.2 34,098 35.8

Ⅱ　固定負債

長期借入金 6,152 9,102 9,119

退職給付引当金 189 165 181

役員退職慰労引当金 515 169 575

その他 1,185 2,624 2,556

固定負債合計 8,043 9.8 12,061 13.8 12,432 13.0

負債合計 36,106 43.8 39,201 45.0 46,530 48.8

（少数株主持分）

少数株主持分 222 0.3 － － － －

-　 -
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前年同四半期
平成18年３月31日

当四半期
平成19年３月31日

（参考）
前連結会計年度
平成18年12月31日

区分 金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（資本の部）

Ⅰ　資本金 20,972 25.5 － － － －

Ⅱ　資本剰余金 16,825 20.4 － － － －

Ⅲ　利益剰余金 7,475 9.1 － － － －

Ⅳ　その他有価証券評価
差額金

822 1.0 － － － －

Ⅴ　為替換算調整勘定 39 0.0 － － － －

Ⅵ　自己株式 △100 △0.1 － － － －

資本合計 46,035 55.9 － － － －

負債、少数株主持分
および資本合計

82,364 100.0 － － － －

（純資産の部）       

Ⅰ　株主資本       

資本金 － － 20,972 24.1 20,972 22.0

資本剰余金 － － 16,834 19.3 16,834 17.6

利益剰余金 － － 9,066 10.4 10,109 10.6

自己株式 － － △116 △0.1 △108 △0.1

株主資本合計 － － 46,757 53.7 47,807 50.1

Ⅱ　評価・換算差額等       

その他有価証券評価
差額金

－ － 733 0.8 644 0.7

繰延ヘッジ損益 － － 16 0.0 7 0.0

為替換算調整勘定 － － 170 0.2 149 0.1

評価・換算差額等合計 － － 920 1.0 802 0.8

Ⅲ　少数株主持分   259 0.3 277 0.3

純資産合計 － － 47,937 55.0 48,887 51.2

負債、純資産合計 － － 87,139 100.0 95,418 100.0

       

-　 -

【訂正前】

5

メルシャン㈱ (2536) 平成19年12月期第１四半期財務・業績の概況（連結）



２．（要約）四半期連結損益計算書

前年同四半期
（平成18年１月１日から
平成18年３月31日まで）

当四半期
（平成19年１月１日から
平成19年３月31日まで）

（参考）
前連結会計年度

（平成18年１月１日から
平成18年12月31日まで）

区分 金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 19,295 100.0 21,258 100.0 99,587 100.0

Ⅱ　売上原価 13,766 71.3 15,622 73.5 70,863 71.2

売上総利益 5,528 28.7 5,636 26.5 28,724 28.8

Ⅲ　販売費および一般管理
費

6,783 35.2 6,429 30.2 27,275 27.3

営業利益または
営業損失（△）

△1,254 △6.5 △793 △3.7 1,448 1.5

Ⅳ　営業外収益 96 0.5 104 0.5 379 0.4

Ⅴ　営業外費用 44 0.2 81 0.4 269 0.3

経常利益または
経常損失（△）

△1,203 △6.2 △771 △3.6 1,558 1.6

Ⅵ　特別利益 30 0.1 99 0.4 4,984 5.0

Ⅶ　特別損失 92 0.5 5 0.0 3,198 3.2

税金等調整前四半期
（当期）純利益
または四半期純損失
（△）

△1,265 △6.6 △676 △3.2 3,344 3.4

税金費用 △493 △2.6 △282 △1.3 1,425 1.4

少数株主利益または
少数株主損失（△）

1 0.0 △17 △0.1 57 0.1

四半期（当期）
純利益または四半期
純損失（△）

△773 △4.0 △376 △1.8 1,860 1.9

-　 -
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３．（要約）四半期連結株主資本等変動計算書

当第１四半期連結会計期間（平成19年１月１日から　平成19年３月31日まで）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年12月31日　残高

（百万円）
20,972 16,834 10,109 △108 47,807

第１四半期中の変動額

剰余金の配当 － － △666 － △666

四半期純利益 － － △376 － △376

自己株式の取得 － － － △7 △7

自己株式の処分 － 0 － 0 0

株主資本以外の項目の

第１四半期中の変動額（純額）
－ － － － －

第１四半期中の変動額合計

（百万円）
－ 0 △1,042 △7 △1,050

平成19年３月31日　残高

（百万円）
20,972 16,834 9,066 △116 46,757

評価・換算差額等

少数株主持分 純資産合計
その他有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ損益
為替換算
調整勘定

評価・換算
差額等合計

平成18年12月31日　残高

（百万円）
644 7 149 802 277 48,887

第１四半期中の変動額

剰余金の配当 － － － － － △666

四半期純利益 － － － － － △376

自己株式の取得 － － － － － △7

自己株式の処分 － － － － － 0

株主資本以外の項目の

第１四半期中の変動額（純額）
88 8 20 117 △17 100

第１四半期中の変動額合計

（百万円）
88 8 20 117 △17 △950

平成19年３月31日　残高

（百万円）
733 16 170 920 259 47,937

-　 -
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（参考）前連結会計年度の連結株主資本等変動計算書（平成18年１月１日から　平成18年12月31日まで）

  

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成17年12月31日　残高

(百万円) 
20,972 16,825 8,941 △131 46,609

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当 － － △666 － △666

利益処分による役員賞与 － － △26 － △26

当期純利益 － － 1,860 － 1,860

自己株式の取得 － － － △25 △25

自己株式の処分 － 8 － 47 56

株主資本以外の項目の

連結会計年度中の変動額(純額)
－ － － － －

連結会計年度中の変動額合計

(百万円) 
－ 8 1,167 22 1,198

平成18年12月31日　残高

(百万円) 
20,972 16,834 10,109 △108 47,807

評価・換算差額等

少数株主持分 純資産合計
その他有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ損益
為替換算
調整勘定

評価・換算
差額等合計

平成17年12月31日　残高

(百万円) 
956 － 26 983 52 47,644

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当 － － － － － △666

利益処分による役員賞与 － － － － － △26

当期純利益 － － － － － 1,860

自己株式の取得 － － － － － △25

自己株式の処分 － － － － － 56

株主資本以外の項目の

連結会計年度中の変動額(純額)
△312 7 123 △181 225 44

連結会計年度中の変動額合計

(百万円) 
△312 7 123 △181 225 1,243

平成18年12月31日　残高

(百万円) 
644 7 149 802 277 48,887

-　 -
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４．（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18年１月１日から
平成18年３月31日まで）

当四半期
（平成19年１月１日から
平成19年３月31日まで）

（参考）
前連結会計年度

（平成18年１月１日から
平成18年12月31日まで）

区分 金額（百万円） 金額（百万円） 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（当
期）純利益または四半期
純損失（△）

△1,265 △676 3,344

減価償却費 615 731 2,760

売上債権の減少額 12,507 10,274 33

たな卸資産の増加額 △1,875 △1,568 △2,418

仕入債務の増加・減少額
（△）

△1,118 △571 946

その他 △4,565 △4,926 △2,592

小計 4,297 3,261 2,074

法人税等の支払額 △53 △446 △121

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

4,243 2,815 1,952

Ⅱ　投資活動によるキャッ
シュ・フロー

定期預金の純収支 △20 △0 △21

有価証券・投資有価証券
の純収支

90 136 39

有形固定資産の純収支 △1,232 △1,797 △1,361

子会社追加取得による純
収支

23 － 23

貸付金の純収支 △90 △50 △56

利息および配当金の
受取額

3 9 99

その他 △727 △172 △1,172

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

△1,953 △1,875 △2,449

-　 -
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前年同四半期
（平成18年１月１日から
平成18年３月31日まで）

当四半期
（平成19年１月１日から
平成19年３月31日まで）

（参考）
前連結会計年度

（平成18年１月１日から
平成18年12月31日まで）

区分 金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円）

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

借入金の純収支 42 81 2,739

自己株式による純収支 △2 △7 △23

配当金の支払額 △666 △666 △666

利息の支払額 △24 △43 △217

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

△652 △636 1,831

Ⅳ　現金および現金同等物に係
る換算差額

0 2 34

Ⅴ　現金および現金同等物の増
加・減少（△）額

1,638 306 1,368

Ⅵ　現金および現金同等物の期
首残高

3,845 5,214 3,845

Ⅶ　現金および現金同等物の期
末残高

5,484 5,520 5,214

-　 -
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５．セグメント情報

［事業の種類別セグメント情報］

 

前第１四半期（平成18年１月１日から　平成18年３月31日まで）

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）

売上高および営業損益

売上高

(1）外部顧客に対する

売上高
14,550 1,379 2,962 402 19,295 － 19,295

(2）セグメント間の内部

売上高
－ － － － － － －

計 14,550 1,379 2,962 402 19,295 － 19,295

営業費用 15,986 1,181 2,971 410 20,550 － 20,550

営業利益または営業損失（△） △1,436 198 △9 △7 △1,254 － △1,254

当第１四半期（平成19年１月１日から　平成19年３月31日まで）

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）

売上高および営業損益

売上高

(1）外部顧客に対する

売上高
15,758 1,266 3,709 524 21,258 － 21,258

(2）セグメント間の内部

売上高
0 － － 62 62 (62) －

計 15,758 1,266 3,709 587 21,321 (62) 21,258

営業費用 16,760 1,133 3,732 486 22,113 (60) 22,052

営業利益または営業損失（△） △1,002 132 △22 100 △792 (1) △793

-　 -
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前連結会計年度（平成18年１月１日から　平成18年12月31日まで）

 
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）

Ⅰ　売上高および営業損益        

売上高        

(1）外部顧客に対する

　　売上高
78,150 5,461 13,761 2,213 99,587 － 99,587

(2）セグメント間の内部

売上高
0 － － 900 901 (901) －

計 78,151 5,461 13,761 3,114 100,489 (901) 99,587

営業費用 77,817 4,891 13,404 2,925 99,039 (899) 98,139

営業利益 333 570 357 188 1,450 (1) 1,448

Ⅱ　資産、減価償却費

　　および資本的支出
       

資産 62,499 6,553 11,464 1,696 82,214 13,203 95,418

減価償却費 1,819 304 283 47 2,454 306 2,760

資本的支出 6,312 860 302 30 7,506 646 8,153

-　 -
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生産、受注および販売の状況

　１．生産実績

　　当第１四半期における生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称
当四半期

（平成19年１月１日から
平成19年３月31日まで）

 
　　　前年同期比（％） 

 

酒類（百万円） 10,702 △2.1

医薬・化学品（百万円） 735 14.5

飼料（百万円） 2,799 30.0

合計（百万円） 14,237 3.7

　（注）１　金額は、販売価格によっております。

２　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

 

　２．受注状況

　　当社グループ（当社および連結子会社）では受注生産はほとんど行っていないため、記載しておりません。

 

　３．販売実績

　　当第１四半期における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称
当四半期

（平成19年１月１日から
平成19年３月31日まで）

 
　　　前年同期比（％） 

 

酒類（百万円） 15,758 8.3

医薬・化学品（百万円） 1,266 △8.2

飼料（百万円） 3,709 25.2

その他（百万円） 524 30.3

合計（百万円） 21,258 10.2

　（注）　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。また、セグメント間の取引は除外しております。

-　 -

【訂正前】

13

メルシャン㈱ (2536) 平成19年12月期第１四半期財務・業績の概況（連結）



 

(財)財務会計基準機構会員
 

平成19年12月期　第１四半期財務・業績の概況（連結）
 平成19年４月25日

上場会社名　メルシャン株式会社 （コード番号：2536　　　東証一部・大証一部）

（ＵＲＬ　http://www.mercian.co.jp/）  

問合せ先 代表者役職・氏名　代表取締役社長ＣＥＯ　 氏名　岡部　有治

　　　　 責任者役職・氏名　財務部長　　　　 　　  氏名　田尻　慶幸　　　　ＴＥＬ ：（03）3231－3925

１．四半期財務情報の作成等に係る事項

 

①　会計処理の方法における簡便な方法の採用の　：有　 法人税等の計上基準に簡便的な方法を採用しております。

　　有無　

②　最近連結会計年度からの会計処理方法の変更　：無　　

    の有無

③　連結および持分法の適用範囲の異動の有無　　：無　  

 （百万円未満切捨）

２．平成19年12月期第１四半期の財務・業績概況（平成19年１月１日～平成19年３月31日）

(1）経営成績（連結）の進捗状況  

売上高 営業利益 経常利益 四半期（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年12月期第１四半期 21,251 10.1 △727 － △705 － △209 －

18年12月期第１四半期 19,295 △3.5 △1,393 － △1,342 － △919 －

（参考）18年12月期 99,355 △0.3 1,250 △51.7 1,360 △49.0 1,658 38.3

１株当たり四半期
（当期）純利益

潜在株式調整後
１株当たり四半期
（当期）純利益

 円　銭  円　銭

19年12月期第１四半期  △1.57  －

18年12月期第１四半期  △6.90  －

（参考）18年12月期  12.44  －

　（注）　売上高、営業利益、経常利益、四半期（当期）純利益におけるパーセント表示は、対前年同四半期比増減率

　〔経営成績（連結）の進捗状況に関する定性的情報等〕

　当第１四半期（平成19年１月１日から３月31日まで）の連結売上高は、21,251百万円（前年同期比10.1％増）となり

ました。利益につきましては、連結営業損失は727百万円、連結経常損失は705百万円、連結純損失は209百万円となり

ました。

　【酒類事業】

　（洋酒部門）

　国産ワイン市場は、堅調に推移しました。当社グループの国産ワイン全体では、前年同期の売上を大きく上回りま

した。特に健康系デイリーワインの「おいしい酸化防止剤無添加ワイン」は、「ボン・ルージュ」とともに話題の“野

菜ソムリエ”とタイアップした無農薬野菜などが当たるキャンペーンを展開し、前年同期の売上を大きく上回りまし

た。また、ワイン市場の活性化を狙い、若い世代をターゲットとしたワインに果汁をブレンドしたカジュアルで飲み

やすい新製品「サングリア・ポコ　バレンシアオレンジ」、「同　ピーチ」を３月上旬に発売しました。さらにシニ

ア世代向けには、健康・機能性を全面に押し出し、ポリフェノールの一種“リスベラトロール”やアミノ酸の一種

“ギャバ”を豊富に含み、まろやかな口当たりに仕上げた「自然の恵み　黒ぶどう酒」、「同　金ぶどう酒」を３月

下旬に発売し、どちらの製品も順調な滑り出しとなりました。

　輸入ワイン市場は、懸念されたボージョレ・ヌーヴォーの店頭在庫の影響はなく、中高級ワインを中心に順調に推

移しました。当社グループでは、フランス、チリ、オーストラリアをはじめとした主要輸入ワインの売上が前年同期

を上回りました。特にチリNo.１ワインメーカー、コンチャ・イ・トロ社の「サンライズ」は、スクリューキャップを

-　 -
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採用したリニューアルや“サンライズ　ハッピーグッズプレゼント”キャンペーンを展開し、大幅に売上を伸ばしま

した。また、加工用酒類分野では米国産牛肉の輸入再開などにより、調理用ワインが順調に推移しました。市場の回

復や各種販売施策の成功もあり、ワイン全体の売上は前年同期を大きく上回りました。

　低アルコール飲料市場は、価格競争が厳しくなるなか、前年を下回り推移しました。当社グループでは、「こだわ

り・品質」の基幹製品「本搾りチューハイ」や「ギュギュッと搾った。フルーツのお酒」をリニューアルし、さらに

アイテム追加を行ったものの、全体としては前年同期を下回りました。

　梅酒市場は業務用を中心に伸びており、当社グループでも紀州和歌山産完熟梅のピューレを加えたにごりタイプの

「あらごしにごり梅酒」、カロリー５０％カット(当社比)の「かろやか梅酒」をそれぞれ３月下旬に新発売し、順調

に売上を伸ばしました。梅酒全体では前年同期を上回りました。デ・カイパー社のリキュールは、「ピーチツリー」

が前年同期を下回り、輸入ウイスキー類も低迷を脱することができず前年同期を割込みました。

 

　（和酒部門）

  焼酎市場は、甲類焼酎から乙類・甲乙混和焼酎への消費移行が進みました。特に甲乙混和焼酎は順調に売上を伸ば

し前年を上回りました。当社グループでは、甲類・乙類焼酎ともに販売数量を追い求めず、市場の低価格競争から一

線を画した付加価値の高い商品の販売に努めましたが、前年同期を下回りました。甲乙混和焼酎は市場を反映し、昨

年発売した「いも焼酎　火唐(ぽから)黒パック」が好調に推移しましたが、焼酎全体では前年同期を下回る結果とな

りました。

　その他の和酒では、合成清酒が昨年の酒税改定前の仮需の影響で前年同期を大きく下回りました。紹興酒「古越龍

山」主体の中国酒は、業務用市場の低迷が続くなか健闘し、前年同期を上回りました。

　加工用酒類市場は、当期も暖冬による冬物商材の消費低迷が続き、みりんの売上に影響を及ぼしましたが、アルコー

ル製剤が昨年からの好調を維持し売上を伸ばし、加工用酒類全体では前年同期を上回りました。

　アルコール事業は、他社との価格競争が激化するなか、酒類原料用アルコール、工業用アルコール共に販売が順調

に推移し、アルコール事業全体では前年同期を大きく上回りました。

 

　これらの結果、酒類事業の売上高は、15,758百万円（前年同期比8.3％増）となりました。

　【医薬・化学品事業】

  抗生物質「ジョサマイシン」は、中国・欧州向けが堅調に推移しました。抗腫瘍性抗生物質「ピラルビシン」は前

年同期に前倒しによる集中出荷があった影響と国内向けおよび中国向けが減少したことにより、前年同期を大きく下

回りました。その他の制癌剤は、前年同期を上回りましたが、動物薬、溶剤は下回りました。

　  これらの結果、医薬・化学品事業の売上高は、1,266百万円（前年同期比8.2％減）となりました。

　【飼料事業】

畜産部門の配合飼料は、生乳減産による市場低迷のなか、畜産農家密着型の販売活動と原料高騰にともなう値上げ

効果、および４月からの再値上げに対する仮需が影響し、前年同期の売上を大きく上回りました。サプリメントは、

生乳減産の影響により、需要が伸びず前年同期を大きく下回りました。水産部門では、真鯛および銀鮭用の主力製品

「ソフトＥＰ」が高水温による魚餌摂取量の増加と相場の安定により好調に推移し、前年同期を大幅に上回りました。

これらの結果、飼料事業の売上高は、3,702百万円（前年同期比25.0％増）となりました。

　【その他】

　その他の事業の売上高は、524百万円（前年同期比30.3％増）となりました。

(2）財政状態（連結）の変動状況

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

19年12月期第１四半期 86,892 47,692 54.6  355.86

18年12月期第１四半期 81,987 45,679 55.7  342.68

（参考）18年12月期 95,011 48,475 50.7  361.54

-　 -

【訂正後】
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 （3）連結キャッシュ・フローの状況

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金および現金
同等物期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

19年12月期第１四半期 2,815 △1,875 △636 5,520

18年12月期第１四半期 4,243 △1,953 △652 5,484

（参考）18年12月期 1,952 △2,449 1,831 5,214

　〔財政状態（連結）の変動状況に関する定性的情報等〕

　当第１四半期末の総資産は、売上債権・たな卸資産の増加等により、前年同期に比べて4,905百万円増加し、86,892百

万円となりました。純資産につきましては、その他有価証券評価差額金の減少、および為替換算調整勘定の増加等によ

り、前年同期に比べて2,013百万円増加し、47,692百万円となりました。この結果、自己資本比率は、前年同期末の

55.7％から54.6％となりました。

 

 　〔 キャッシュフローの状況〕　

　　当第１四半期における各キャッシュ・フロ－の状況とそれらの要因は次のとおりであります。

　（営業キャッシュ・フロー）

　　主として、売上債権の減少などにより、営業活動の結果獲得した資金は2,815百万円（前年同期比33.6％減）となり

　　ました。

　（投資キャッシュ・フロー）

　　投資活動の結果使用した資金は1,875百万円（前年同期比4.0％減）となりました。

　（財務キャッシュ・フロー）

　　財務活動の結果使用した資金は636百万円（前年同期比2.5％減）となりました。

 ［参考］

業績予想

　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２月に発表した業績予想に修正はありません。

　　但し、当社親会社である麒麟麦酒株式会社と当社は、現在業務提携の具体的な協議をかさねており、予想数値は、多

分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、協議の内容および業況の変化等により、大幅に異なる可能性が

あることをご承知おきください。

以　上

-　 -

【訂正後】
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１．（要約）四半期連結貸借対照表

前年同四半期
平成18年３月31日

当四半期
平成19年３月31日

（参考）
前連結会計年度
平成18年12月31日

区分 金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

現金および預金 5,513 5,551 5,245

受取手形および
売掛金

21,655 23,821 33,995

たな卸資産 18,860 21,217 19,576

その他 4,116 4,500 4,330

流動資産合計 50,146 61.1 55,091 63.4 63,146 66.5

Ⅱ　固定資産

有形固定資産 21,054 25.7 21,646 24.9 21,958 23.1

無形固定資産 2,016 2.5 2,042 2.4 2,048 2.2

投資その他の資産 8,769 10.7 8,110 9.3 7,858 8.2

固定資産合計 31,840 38.9 31,800 36.6 31,864 33.5

資産合計 81,987 100.0 86,892 100.0 95,011 100.0

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

支払手形および
買掛金

5,874 7,397 7,978

短期借入金 5,445 5,632 5,531

１年内返済予定
長期借入金

55 16 22

未払金 5,647 5,648 12,212

その他 11,018 8,442 8,358

流動負債合計 28,041 34.2 27,137 31.2 34,102 35.9

Ⅱ　固定負債

長期借入金 6,152 9,102 9,119

退職給付引当金 189 165 181

役員退職慰労引当金 515 169 575

その他 1,185 2,624 2,556

固定負債合計 8,043 9.8 12,061 13.9 12,432 13.1

負債合計 36,085 44.0 39,199 45.1 46,535 49.0

（少数株主持分）

少数株主持分 222 0.3 － － － －

-　 -

【訂正後】
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前年同四半期
平成18年３月31日

当四半期
平成19年３月31日

（参考）
前連結会計年度
平成18年12月31日

区分 金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（資本の部）

Ⅰ　資本金 20,972 25.6 － － － －

Ⅱ　資本剰余金 16,825 20.5 － － － －

Ⅲ　利益剰余金 7,119 8.7 － － － －

Ⅳ　その他有価証券評価
差額金

822 1.0 － － － －

Ⅴ　為替換算調整勘定 39 0.0 － － － －

Ⅵ　自己株式 △100 △0.1 － － － －

資本合計 45,679 55.7 － － － －

負債、少数株主持分
および資本合計

81,987 100.0 － － － －

（純資産の部）       

Ⅰ　株主資本       

資本金 － － 20,972 24.1 20,972 22.1

資本剰余金 － － 16,834 19.4 16,834 17.7

利益剰余金 － － 8,821 10.2 9,697 10.2

自己株式 － － △116 △0.1 △108 △0.1

株主資本合計 － － 46,512 53.6 47,396 49.9

Ⅱ　評価・換算差額等       

その他有価証券評価
差額金

－ － 733 0.8 644 0.7

繰延ヘッジ損益 － － 16 0.0 7 0.0

為替換算調整勘定 － － 170 0.2 149 0.1

評価・換算差額等合計 － － 920 1.0 802 0.8

Ⅲ　少数株主持分   259 0.3 277 0.3

純資産合計 － － 47,692 54.9 48,475 51.0

負債、純資産合計 － － 86,892 100.0 95,011 100.0

       

-　 -

【訂正後】
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２．（要約）四半期連結損益計算書

前年同四半期
（平成18年１月１日から
平成18年３月31日まで）

当四半期
（平成19年１月１日から
平成19年３月31日まで）

（参考）
前連結会計年度

（平成18年１月１日から
平成18年12月31日まで）

区分 金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 19,295 100.0 21,251 100.0 99,355 100.0

Ⅱ　売上原価 13,821 71.6 15,549 73.2 70,810 71.3

売上総利益 5,473 28.4 5,702 26.8 28,544 28.7

Ⅲ　販売費および一般管理
費

6,867 35.6 6,429 30.3 27,293 27.4

営業損失（△）
または営業利益

△1,393 △7.2 △727 △3.5 1,250 1.3

Ⅳ　営業外収益 96 0.5 104 0.5 379 0.4

Ⅴ　営業外費用 44 0.2 81 0.4 269 0.3

経常損失（△）
または経常利益

△1,342 △6.9 △705 △3.4 1,360 1.4

Ⅵ　特別利益 23 0.1 200 0.9 4,980 5.0

Ⅶ　特別損失 92 0.5 5 0.0 3,198 3.2

税金等調整前四半期
純損失（△）または
税金等調整前当期純
利益

△1,411 △7.3 △509 △2.5 3,142 3.2

税金費用 △493 △2.6 △282 △1.3 1,425 1.4

少数株主損失（△）
または少数株主利益

1 0.0 △17 △0.1 57 0.1

四半期純損失（△）
または当期純利益

△919 △4.7 △209 △1.1 1,658 1.7

-　 -

【訂正後】
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３．（要約）四半期連結株主資本等変動計算書

当第１四半期連結会計期間（平成19年１月１日から　平成19年３月31日まで）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年12月31日　残高

（百万円）
20,972 16,834 9,697 △108 47,396

第１四半期中の変動額

剰余金の配当 － － △666 － △666

四半期純損失 － － △209 － △209

自己株式の取得 － － － △7 △7

自己株式の処分 － 0 － 0 0

株主資本以外の項目の

第１四半期中の変動額（純額）
－ － － － －

第１四半期中の変動額合計

（百万円）
－ 0 △875 △7 △883

平成19年３月31日　残高

（百万円）
20,972 16,834 8,821 △116 46,512

評価・換算差額等

少数株主持分 純資産合計
その他有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ損益
為替換算
調整勘定

評価・換算
差額等合計

平成18年12月31日　残高

（百万円）
644 7 149 802 277 48,475

第１四半期中の変動額

剰余金の配当 － － － － － △666

四半期純損失 － － － － － △209

自己株式の取得 － － － － － △7

自己株式の処分 － － － － － 0

株主資本以外の項目の

第１四半期中の変動額（純額）
88 8 20 117 △17 100

第１四半期中の変動額合計

（百万円）
88 8 20 117 △17 △783

平成19年３月31日　残高

（百万円）
733 16 170 920 259 47,692

-　 -

【訂正後】
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（参考）前連結会計年度の連結株主資本等変動計算書（平成18年１月１日から　平成18年12月31日まで）

  

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成17年12月31日　残高

(百万円) 
20,972 16,825 8,731 △131 46,399

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当 － － △666 － △666

利益処分による役員賞与 － － △26 － △26

当期純利益 － － 1,658 － 1,658

自己株式の取得 － － － △25 △25

自己株式の処分 － 8 － 47 56

株主資本以外の項目の

連結会計年度中の変動額(純額)
－ － － － －

連結会計年度中の変動額合計

(百万円) 
－ 8 965 22 996

平成18年12月31日　残高

(百万円) 
20,972 16,834 9,697 △108 47,396

評価・換算差額等

少数株主持分 純資産合計
その他有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ損益
為替換算
調整勘定

評価・換算
差額等合計

平成17年12月31日　残高

(百万円) 
956 － 26 983 52 47,434

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当 － － － － － △666

利益処分による役員賞与 － － － － － △26

当期純利益 － － － － － 1,658

自己株式の取得 － － － － － △25

自己株式の処分 － － － － － 56

株主資本以外の項目の

連結会計年度中の変動額(純額)
△312 7 123 △181 225 44

連結会計年度中の変動額合計

(百万円) 
△312 7 123 △181 225 1,041

平成18年12月31日　残高

(百万円) 
644 7 149 802 277 48,475

-　 -

【訂正後】
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４．（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18年１月１日から
平成18年３月31日まで）

当四半期
（平成19年１月１日から
平成19年３月31日まで）

（参考）
前連結会計年度

（平成18年１月１日から
平成18年12月31日まで）

区分 金額（百万円） 金額（百万円） 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（△）または税金等調
整前当期純利益

△1,411 △509 3,142

減価償却費 615 731 2,760

売上債権の減少額 12,507 10,175 172

たな卸資産の増加額 △1,697 △1,630 △2,349

仕入債務の増加・減少額
（△）

△1,156 △579 946

その他 △4,559 △4,925 △2,597

小計 4,297 3,261 2,074

法人税等の支払額 △53 △446 △121

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

4,243 2,815 1,952

Ⅱ　投資活動によるキャッ
シュ・フロー

定期預金の純収支 △20 △0 △21

有価証券・投資有価証券
の純収支

90 136 39

有形固定資産の純収支 △1,232 △1,797 △1,361

子会社追加取得による純
収支

23 － 23

貸付金の純収支 △90 △50 △56

利息および配当金の
受取額

3 9 99

その他 △727 △172 △1,172

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

△1,953 △1,875 △2,449

-　 -

【訂正後】
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前年同四半期
（平成18年１月１日から
平成18年３月31日まで）

当四半期
（平成19年１月１日から
平成19年３月31日まで）

（参考）
前連結会計年度

（平成18年１月１日から
平成18年12月31日まで）

区分 金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円）

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

借入金の純収支 42 81 2,739

自己株式による純収支 △2 △7 △23

配当金の支払額 △666 △666 △666

利息の支払額 △24 △43 △217

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

△652 △636 1,831

Ⅳ　現金および現金同等物に係
る換算差額

0 2 34

Ⅴ　現金および現金同等物の増
加・減少（△）額

1,638 306 1,368

Ⅵ　現金および現金同等物の期
首残高

3,845 5,214 3,845

Ⅶ　現金および現金同等物の期
末残高

5,484 5,520 5,214

-　 -

【訂正後】
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５．セグメント情報

［事業の種類別セグメント情報］

 

前第１四半期（平成18年１月１日から　平成18年３月31日まで）

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）

売上高および営業損益

売上高

(1）外部顧客に対する

売上高
14,550 1,379 2,962 402 19,295 － 19,295

(2）セグメント間の内部

売上高
－ － － － － － －

計 14,550 1,379 2,962 402 19,295 － 19,295

営業費用 15,986 1,181 3,111 410 20,689 － 20,689

営業利益または営業損失（△） △1,436 198 △148 △7 △1,393 － △1,393

当第１四半期（平成19年１月１日から　平成19年３月31日まで）

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）

売上高および営業損益

売上高

(1）外部顧客に対する

売上高
15,758 1,266 3,702 524 21,251 － 21,251

(2）セグメント間の内部

売上高
0 － － 62 62 (62) －

計 15,758 1,266 3,702 587 21,313 (62) 21,251

営業費用 16,760 1,133 3,658 486 22,039 (60) 21,978

営業利益または営業損失（△） △1,002 132 43 100 △726 (1) △727
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前連結会計年度（平成18年１月１日から　平成18年12月31日まで）

 
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）

Ⅰ　売上高および営業損益        

売上高        

(1）外部顧客に対する

　　売上高
78,150 5,461 13,528 2,213 99,355 － 99,355

(2）セグメント間の内部

売上高
0 － － 900 901 (901) －

計 78,151 5,461 13,528 3,114 100,256 (901) 99,355

営業費用 77,817 4,891 13,368 2,925 99,003 (899) 98,104

営業利益 333 570 160 188 1,252 (1) 1,250

Ⅱ　資産、減価償却費

　　および資本的支出
       

資産 62,499 6,553 11,057 1,696 81,807 13,203 95,011

減価償却費 1,819 304 283 47 2,454 306 2,760

資本的支出 6,312 860 302 30 7,506 646 8,153
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生産、受注および販売の状況

　１．生産実績

　　当第１四半期における生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称
当四半期

（平成19年１月１日から
平成19年３月31日まで）

 
　　　前年同期比（％） 

 

酒類（百万円） 10,702 △2.1

医薬・化学品（百万円） 735 14.5

飼料（百万円） 2,795 29.8

合計（百万円） 14,233 3.7

　（注）１　金額は、販売価格によっております。

２　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

 

　２．受注状況

　　当社グループ（当社および連結子会社）では受注生産はほとんど行っていないため、記載しておりません。

 

　３．販売実績

　　当第１四半期における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称
当四半期

（平成19年１月１日から
平成19年３月31日まで）

 
　　　前年同期比（％） 

 

酒類（百万円） 15,758 8.3

医薬・化学品（百万円） 1,266 △8.2

飼料（百万円） 3,702 25.0

その他（百万円） 524 30.3

合計（百万円） 21,251 10.1

　（注）　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。また、セグメント間の取引は除外しております。
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(財)財務会計基準機構会員
 

平成19年12月期　中間決算短信 平成19年７月31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）岡部　有治

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

半期報告書提出予定日 平成19年９月11日   

（百万円未満切捨て）

１．平成19年６月中間期の連結業績（平成19年１月１日～平成19年６月30日）

(1）連結経営成績 （％表示は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年６月中間期 47,121 4.3 △459 － △352 － △363 －

18年６月中間期 45,159 0.0 △565 － △551 － △475 －

18年12月期 99,587 － 1,448 － 1,558 － 1,860 －

１株当たり中間
（当期）純利益

潜在株式調整後１株当たり

中間（当期）純利益

円 銭 円 銭

19年６月中間期 △2.72 －

18年６月中間期 △3.57 －

18年12月期 13.96 －

（参考）持分法投資損益 19年６月中間期 72百万円 18年６月中間期 44百万円 18年12月期 67百万円

(2）連結財政状態

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

19年６月中間期 92,976 48,164 51.5 359.42

18年６月中間期 87,864 46,396 52.5 346.37

18年12月期 95,418 48,887 50.9 364.63

（参考）自己資本 19年６月中間期 47,897百万円 18年６月中間期 46,167百万円 18年12月期 48,610百万円

(3）連結キャッシュ・フローの状況

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

19年６月中間期 3,073 △2,438 △965 4,924

18年６月中間期 4,747 △3,962 2,342 6,973

18年12月期 1,952 △2,449 1,831 5,214

２．配当の状況

１株当たり配当金

（基準日） 中間期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭

18年12月期 － 5.00 5.00

19年12月期 (実績) － －

19年12月期（予想） － 5.00 5.00

３．平成19年12月期の連結業績予想（平成19年１月１日～平成19年12月31日）

（％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 106,000 6.4 1,900 31.2 1,700 9.1 800 △57.0 6.00
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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）中間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（中間連結財務諸表作成のための基本とな

る重要な事項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　有

②　①以外の変更　　　　　　　　有

 　　　(注) 詳細は、20ページ「会計処理方法の変更」と、21ページ「表示方法の変更」をご覧ください。

 

(3）発行済株式数（普通株式）

①　期末発行済株式数（自己株式を含む） 19年６月中間期 133,689,303株 18年６月中間期 133,689,303株 18年12月期 133,689,303株

②　期末自己株式数 19年６月中間期 424,035株 18年６月中間期 400,469株 18年12月期 375,862株

（注）１株当たり中間（当期）純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、28ページ「１株当たり情報」

をご覧ください。

（参考）個別業績の概要

１．平成19年６月中間期の個別業績（平成19年１月１日～平成19年６月30日）

(1）個別経営成績 （％表示は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年６月中間期 43,339 1.9 △638 － △369 － △334 －

18年６月中間期 42,547 △0.4 △647 － △429 － △324 －

18年12月期 92,256 － 911 － 1,246 － 1,790 －

１株当たり中間
（当期）純利益

円 銭

19年６月中間期 △2.51

18年６月中間期 △2.43

18年12月期 13.43

(2）個別財政状態

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

19年６月中間期 87,371 46,790 53.5 351.08

18年６月中間期 83,226 45,668 54.9 342.41

18年12月期 90,072 47,698 53.0 357.76

（参考）自己資本 19年６月中間期 46,790百万円 18年６月中間期 45,668百万円 18年12月期 47,698百万円

２．平成19年12月期の個別業績予想（平成19年１月１日～平成19年12月31日）

（％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 96,000 4.1 1,200 31.7 1,200 △3.7 600 △66.5 4.50

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

上記の予想は本資料の発表日現在における将来の見通し、計画のもととなる前提、予想を含んで掲載しております。

実際の業績は、今後様々な要因によって上記予測とは大きく異なる結果となる可能性があります。業績予想の前提

となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、３ページ「経営成績(経営成績の分析)」を

ご覧ください。
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１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

  当中間連結会計期間のわが国経済は、順調な輸出や設備投資に支えられ景気の回復が続きました。その一方で、所

得の伸び悩みや社会保障制度・税制に関する将来への不安、金利の上昇や原油価格の高騰などにより、個人消費は低

調にとどまりました。

　酒類業界全体では、消費の減少傾向と低価格志向が定着して、依然厳しい状況にあります。

　このような市況のもとで、当社グループは、消費者のニーズを的確に把握することに努め、新しい市場の創造や成

長分野への事業拡大にターゲットを絞り込むとともに、徹底したコスト低減に取り組みました。

　以上の結果、中間連結会計期間の売上高は、471億２千１百万円(前年同期比4.3％増)となりました。利益面では、

営業損失は４億５千９百万円(前年同期比１億５百万円増益)、経常損失は３億５千２百万円(前年同期比１億９千９百

万円増益)、中間純損失は３億６千３百万円(前年同期比１億１千２百万円増益)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】

（洋酒部門）

 　　当中間連結会計期間のワイン市場は、景気回復とともに順調に推移しました。

　　 当社グループの国産ワイン事業は、主要製品の「ボン・ルージュ」、健康系デイリーワインの「おいしい酸化防止

剤無添加ワイン」を対象とした春キャンペーンが寄与し堅調な滑り出しとなりました。特に「おいしい酸化防止剤無

添加ワイン」は“健康・無添加”というわかりやすい付加価値が消費者に支持され、売上は前年同期を大幅に上回り

ました。また、シニア層をターゲットとしてポリフェノールの一種“リスベラトロール”やアミノ酸の一種“ギャバ”

を多く含み、まろやかな口当たりに仕上げた新製品「自然の恵み　黒ぶどう酒」、「自然の恵み　金ぶどう酒」を３

月に投入し、好調に推移しました。国産ぶどうを１００％使用した「シャトー・メルシャン」シリーズは、昨年より

愛好家の関心を集め順調に推移してまいりましたが、前年の売上増の反動が影響し、前年同期を大きく下回りました。

しかし、６月には市場で高まるスパークリングワインの人気に注目し、本格国産スパークリングワインとして「勝沼

のあわ」、「穂坂のあわ」を新発売するなど、新たな国産ぶどう１００％使用の国産ワイン市場創造に着手しました。

　　 輸入ワインでは、市況の回復とともに中高級ワインが順調に売上を伸ばしました。また、輸入デイリーワインでは、

チリNo．1ワインメーカー、コンチャ・イ・トロ社の主力商品「サンライズ」をスクリューキャップ仕様にリニューア

ルし、前年同期の売上を大きく上回りました。昨年スクリューキャップ仕様にリニューアルした同社の「フロンテラ」

やオーストラリアワインの「イーグルホーク」などのスクリューキャップ商品群は、軒並み前年同期を上回り好調に

推移しました。

     加工食品向けワインの売上も甘味系調理用スウィートワイン「ルビーノ1.8Ｌ」を３月に発売するなど堅調に推移し、

ワイン事業全体の売上は前年同期を大きく上回りました。

     低アルコール飲料市場は、新取引制度の導入による店頭価格の上昇やビール・発泡酒との競争激化もあり、前年同

期を下回り推移しました。当社グループでは、“こだわり・品質”の基幹製品「本搾りチューハイ」や「ギュギュッ

と搾った。フルーツのお酒」をリニューアルし、さらに「本搾りチューハイ」では“はっさく”、“夏柑”、「ギュ

ギュッと搾った。フルーツのお酒」では“オレンジマンゴー”、“ブラッドオレンジ”のアイテム追加を行い、低ア

ルコール飲料全体では前年同期を上回りました。

　　 梅酒市場は、業務用を中心に伸びましたが、当社グループでも紀州和歌山産完熟梅のピューレを加えたにごりタイ

プの「あらごしにごり梅酒」、カロリー５０％カット(当社比)の「かろやか梅酒」を３月に新発売し売上を伸ばし、

梅酒全体では前年同期を上回りました。デ・カイパー社のリキュールは、主力の「ピーチツリー」の不振により前年

同期を大きく下回りました。輸入ウイスキー類も低迷が続き、前年同期を大幅に割込みました。
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     (和酒部門)

　　 焼酎市場は、甲類焼酎から乙類・甲乙混和焼酎への消費移行が進み、特に甲乙混和焼酎は順調に売上を伸ばしまし

た。当社グループでは、甲類・乙類焼酎ともに付加価値の高い製品を業務用中心に拡売しましたが、前年同期を大き

く下回りました。甲乙混和焼酎は昨年発売した「いも焼酎　火唐(ぽから)黒パック」が市場の伸びもあり堅調に推移

しましたが、焼酎全体では前年同期を大幅に下回りました。

　　 その他の和酒では、合成酒が昨年の増税前の仮需の影響で前年を大きく割込み、紹興酒「古越龍山」主体の中国酒

は、業務用市場の不振が響き前年同期を下回りました。

　　 加工用酒類市場は、暖冬の影響で冬物商材の消費が低迷し、みりん・発酵調味料などが苦戦を強いられましたが、

アルコール製剤が昨年からの好調を維持するとともに大口ユーザーの新規開拓を推進した結果、前年同期の売上を大

幅に伸長し、加工用酒類全体では前年同期を上回りました。

　　 アルコール事業では、暖冬や昨年５月の酒税改正の影響で清酒用アルコールの需要が減少しましたが、当社グルー

プでは焼酎・リキュール用アルコールの受注を促進し、酒類原料用アルコールは前年同期を上回りました。また、工

業用アルコールも新規開拓に努め順調に推移し、アルコール事業全体では前年同期を上回りました。

 　　これらの結果、酒類事業の売上高は、359億２千６百万円(前年同期比2.1％増)となりました。

 

 　 【医薬・化学品事業】

 　　抗生物質「ジョサマイシン」は、中国・欧州向けが共に堅調に推移しました。抗腫瘍性抗生物質「ピラルビシン」

は中国向けが堅調に推移したものの、国内向けの減少と価格引下げの影響により厳しい状況となりました。その他の

制癌剤は需要の拡大が寄与し前年同期を大幅に上回りましたが、制癌剤全体では前年同期を下回りました。動物薬、

農薬、溶剤については前年同期を上回りました。

 　　これらの結果、医薬・化学品事業の売上高は、28億４千４百万円(前年同期比1.3％減)となりました。

 

 　 【飼料事業】

 　　畜産部門の配合飼料は、生乳減産により飼料需要が減少した市場環境のなかで、生産調整に対応した畜産農家密着

型の販売活動で前年並みの販売数量を確保するとともに、原料高騰にともなう値上げ効果により、前年同期を大幅に

上回りました。水産部門では、競合他社との価格競争に苦戦しながらも新規ユーザー開拓の販売活動や銀鮭の相場高

を背景とした需要拡大により主力製品「ソフトＥＰ」が順調に推移し、前年同期を大きく上回りました。

 　これらの結果、飼料事業の売上高は、74億７千６百万円(前年同期比18.9％増)となりました。

 

 　 【その他】

  その他の事業の売上高は、㈱メルシャンクリンテックの環境衛生業の売上などで、８億７千４百万円(前年同期比

11.4％増)となりました。
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(2）財政状態に関する分析

資産、負債及び純資産の状況

　当中間連結会計期間における連結ベースの資産につきましては、前中間連結会計期間末に比べ、51億１千１百万

円増加し、当中間連結会計期間末には、929億７千６百万円となりました。

　負債につきましては、前中間連結会計期間末に比べ、33億４千３百万円増加し、当中間連結会計期間末には、448

億１千２百万円となりました。

　純資産につきましては、前中間連結会計期間末に比べ、17億６千７百万円増加し、当中間連結会計期間末には、

481億６千４百万円となりました。

 

キャッシュ・フローの状況

　当中間連結会計期間における連結ベースの現金および現金同等物は、前中間連結会計期間末に比べ、20億４千９

百万円減少し、当中間連結会計期間末には、49億２千４百万円となりました。

　当中間連結会計期間における営業活動、投資活動および財務活動による各キャッシュ・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）

　主として、売上債権の減少により、営業活動の結果獲得した資金は30億７千３百万円（前年同期比35.3％減）と

なりました。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　主として、有形固定資産の取得により、投資活動の結果使用した資金は24億３千８百万円（前年同期比38.5％減）

となりました。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　主として、配当金の支払いにより、財務活動の結果使用した資金は９億６千５百万円（前期は23億４千２百万円

の獲得）となりました。

当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンド

平成18年６月中間期 平成19年６月中間期 平成18年12月期

自己資本比率（％） 52.5 51.5 50.9

時価ベースの自己資本比率（％） 44.0 42.0 48.6

債務償還年数（年） 3.1 4.7 7.5

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 52.0 22.7 9.0

自己資本比率：自己資本／総資産

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い

１．各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。

２．株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式総数により算出しております。

３．営業キャッシュ・フローは連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しておりま

す。有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としており

ます。また、利払いにつきましては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。

 

(3）利益配分に関する基本方針及び当期の配当

　当社は、株主の皆様に対して長期にわたり安定的な配当を継続して実施することを基本方針として利益配分を行っ

ております。 

  その一方で、経営体質の強化および将来の事業展開に向けて、設備投資や研究開発等に備えるために内部留保の充

実強化も重要と考えております。

  このような方針のもとで、当期の期末配当金につきましては、１株当たり５円とさせていただく予定でおります。
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２．企業集団の状況
 

　当企業集団は、昨年度末に麒麟麦酒株式会社との業務提携が成立し、麒麟麦酒株式会社を親会社に当社および当社の

関係会社（子会社17社、関連会社８社）で構成され、酒類、医薬・化学品、飼料を主な事業としております。

　その事業内容と当該事業における位置づけは次のとおりです。

［酒類事業］

　国産の酒類については主として当社が製造し、卸売業者を通して小売業者に販売し、一部は直接需要家に販売して

おります。

　輸入酒については、一部は当社の連結子会社であるマーカムヴィニヤーズおよびシャトーレイソンより購入し、国

産の酒類と同じ経路で販売しております。

　なお、製品の物流業務の一部は連結子会社であるメルテックサービス㈱等が行っております。

［医薬・化学品事業］

　抗生物質については当社が製造し、製薬会社を通して販売しております。

　溶剤については、当社の連結子会社である三楽ファインケミカル㈱が製造したものを含めて全量購入し、連結子会

社であるメルシャンケミカル㈱を通して販売しております。

［飼料事業］

　畜産飼料については主として当社が製造し、連結子会社であるメルシャンフィード㈱および特約販売店を通して需

要家へ販売しております。

　水産飼料については主として当社が製造し、特約販売店等を通して需要家へ販売しております。

［その他の事業］

　環境事業は当社の連結子会社である㈱メルシャンクリンテックから機器等を仕入れ、販売・サービスの提供を行っ

ております。美術館の企画運営は連結子会社である㈱メルシャン軽井沢美術館で行っております。
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　なお、概略図は次のとおりであります。
概略図

 得意先 

非連結子会社 
㈱メルシャンサロン
（サ－ビス業） 
㈲ラ・ヴィーニュ 

持分法適用関連会社 
日本合成アルコール㈱ 

関連会社 
サンバイオ㈱ 
㈲タックス 
㈱葡萄ラボ 

その他の子会社、関連会社、関連当事者 

連結子会社 
マーカムヴィニヤーズ 

シャトーレイソン 
非連結子会社 

エムピーケー㈱ 
関連会社 

紹興古越龍山酒業有限公司 

紹興古越龍山果酒有限公司 

製品 

連結子会社 
三楽ファインケミカル㈱ 

メルシャンバイオグリーン㈱ 

製品 

関連会社 
マリーンバイオ㈱ 

製品 

連結子会社 
㈱メルシャンクリンテック 

㈱メルシャン軽井沢美術館 

三桜産業㈱ 

製品・サ－ビス 

製品 

連結子会社 
メルコム㈱ 
日本リカー㈱ 
メルシャンケミカル㈱ 
メルシャンフィード㈱ 
南紀串本水産㈱ 

非連結子会社 
㈱京橋ワインリカーショップ 

持分法適用関連会社 
深萬楽薬業有限公司 

製品 

連結子会社 
 メルテックサービス㈱ 

製品・サービス 

輸送部門 

親会社 
 麒麟麦酒株式会社 

親会社 

酒類事業 医薬・化学品事業 飼料事業 その他事業 

メルシャン㈱ 

　

 親会社である麒麟麦酒株式会社は持株会社制移行に伴い、平成19年7月1日付けで株主名義上の登記名義商標をキリ

ンホールディングス株式会社に変更しております。
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３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

　当社は、1934年の創業以来、一貫して、発酵技術を活かして社会に貢献してまいりました。現在では、ワインをは

じめとする酒類事業、抗生物質や制癌剤等の医薬・化学品事業、畜産・水産の飼料事業などを展開しております。

  この度、2007年７月よりキリングループの一員としての新たなスタートを新生メルシャンの「第二の創業」と位置

づけ、企業価値の一層の向上とさらなる発展を目指してまいります。

【企業理念】　

　 メルシャン(「Ｍｅｒｃｉ＋ａｎ」＝常に感謝の気持ちを持ち続ける人)は、その社名が示すとおり、お客様への感

謝の気持ちを常に大切にし、「自然の恵みをくらしに活かす」企業活動を行ってまいります。

 【経営ビジョン】

・ 成長シナリオの実現

 　将来的に市場拡大の可能性があるワイン事業と加工用酒類事業に特化し、両事業分野でのNo.1を目指します。総合

酒類化を目指すキリングループの一員として、ワインと加工用酒類でNo.1になることをグループとして託されており、

全社一丸となってこの目標達成に向けて努力してまいります。

 ・ お客様基点の経営の実践

  メルシャンの社名が示す「お客様に常に感謝の気持ちを持って行動する会社」に名実ともに変わります。そのため

に経営のあり方や仕組みを常に変革し続けます。お客様に近づき、お客様視点で考え、行動できる会社にしてまいり

ます。

 ・ ＣＳＲ(企業の社会的責任)の向上

  当社の培った発酵・醸造技術を活かして、地球資源の持つ潜在的能力を最大限に引き出し、人々の「食と健康」に

貢献します。そのために企業活動の基盤となる品質管理とＣＳＲ(企業の社会的責任)の向上に不断の努力を行ってま

いります。

 

(2）中長期的な経営戦略および目標とする経営指標

  当社は、現在麒麟麦酒株式会社との提携を反映した中期計画を策定中であります。正式には今秋発表を予定してお

りますが、今回の業務・資本提携を機に大胆な事業構造改革とそれを支える経営基盤の整備、および組織風土の改革

を同時並行で推進してまいります。

  経営戦略の柱は、「ワイン事業と加工用酒類事業でのNo.1の実現」と「グループ連携によるシナジー効果の最大化」

です。そのために焼酎・低アルコール飲料事業を麒麟麦酒株式会社に集約し、当社はワイン・加工用酒類事業に特化

する事業ポートフォーリオの再編を行い、選択と集中がより明確なかたちで実現しました。また、グループシナジー

の最大化という観点では、商品開発や生産、販売活動における協働から共同物流・購買、さらに経営戦略における新

マネジメントシステムの移植など、有形・無形のグループ連携が進みつつあります。

  当社が目標とする経営指標は、企業価値の向上を目指してＥＶＡ(経済的付加価値)を中心としてその改善への取り

組みを継続してまいります。さらに企業ビジョンと戦略を明確にすることで、財務数値に表される業績だけでなく、

財務以外の経営状況や経営品質から経営を評価し、バランスのとれた業績評価を行うといった考え方を融合させてよ

り強固な経営システムとしての運用を進めてまいります。

(3）会社の対処すべき課題

  当社が目指す、「ワイン事業と加工用酒類事業に特化し両事業分野でNo.1となること」、および「お客様基点の経

営を実践する会社となること」の２つの方針を実現するために経営のあり方、仕組み、組織風土等を絶えず見直し革

新してまいります。

 ① 経営基盤の整備として、本年７月にカンパニー制を廃止し組織を大きく見直しました。ワイン事業、加工用酒類事

業に特化するために営業本部を中心とし、市場や営業等の細部への対応を可能とする各種部門組織を構築するととも

に、間接部門では集約化による組織の簡素化に取り組みました。また、今後はＣＳＲ(企業の社会的責任)や品質管理

の分野のレベルアップに重点的に取り組んでまいります。新組織として、ＣＳＲ推進部を発足させ、全社的なリスク

マネジメントを鋭意推進いたします。

 ② コスト競争力の強化は、不断の企業活動として取り組むべきテーマですが、昨今の原材料高騰もあり、全社的コス

ト削減運動を強力に推進してまいります。また、ワイン専門会社としての価値訴求型の営業への転換など、事業モデ

ルの革新にも取り組みます。

 ③ 組織風土の革新は、お客様基点の経営を体現する行動指針を策定し周知してまいります。
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４．中間連結財務諸表
(1) 中間連結貸借対照表

  
前中間連結会計期間末
（平成18年６月30日）

当中間連結会計期間末
（平成19年６月30日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成18年12月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ　流動資産           

１　現金および預金   7,003   4,955   5,245  

２　受取手形および
売掛金

※５
 

 25,205   27,441   34,134  

３　有価証券   147   129   175  

４　たな卸資産  ※２  19,324   23,139   19,844  

５　繰延税金資産   1,385   2,184   1,885  

６　その他   3,860   3,710   2,289  

貸倒引当金   △15   △18   △20  

流動資産合計   56,913 64.8  61,542 66.2  63,553 66.6

Ⅱ　固定資産           

１　有形固定資産
※１,
２,
３

         

(1）建物および
構築物

 9,549   10,328   10,505   

(2）機械装置および
運搬具

 7,234   8,493   8,889   

(3）土地  1,606   1,729   1,718   

(4）建設仮勘定  1,003   186   103   

(5）その他  812 20,205  697 21,434  742 21,958  

２　無形固定資産   1,977   2,058   2,048  

３　投資その他の資産           

(1）投資有価証券  4,430   4,413   4,260   

(2）その他  4,501   3,666   3,736   

貸倒引当金  △164 8,767  △139 7,941  △138 7,858  

固定資産合計   30,951 35.2  31,434 33.8  31,864 33.4

資産合計   87,864 100.0  92,976 100.0  95,418 100.0
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前中間連結会計期間末
（平成18年６月30日）

当中間連結会計期間末
（平成19年６月30日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成18年12月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（負債の部）           

Ⅰ　流動負債           

１　支払手形および
買掛金

  6,402   8,616   7,978  

２　短期借入金 ※２  5,533   5,435   5,531  

３　１年内返済予定
長期借入金

  70   11   22  

４　未払金   8,452   9,795   12,212  

５　未払法人税等   276   240   639  

６　賞与引当金   443   462   346  

７　役員賞与引当金   16   20   －  

８　その他
※６
 

 9,343   8,175   7,368  

流動負債合計   30,537 34.8  32,759 35.2  34,098 35.8

Ⅱ　固定負債           

１　長期借入金   9,112   9,102   9,119  

２　繰延税金負債   1,038   2,563   2,488  

３　退職給付引当金   182   168   181  

４　役員退職慰労
引当金

  548   169   575  

５　長期預り金   47   45   46  

６　その他   1   3   21  

固定負債合計   10,931 12.4  12,053 13.0  12,432 13.0

負債合計   41,468 47.2  44,812 48.2  46,530 48.8

           

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

１　資本金   20,972 23.9  20,972 22.5  20,972 22.0

２　資本剰余金   16,826 19.1  16,834 18.1  16,834 17.6

３　利益剰余金   7,772 8.8  9,079 9.8  10,109 10.6

４　自己株式   △105 △0.1  △124 △0.1  △108 △0.1

株主資本合計   45,465 51.7  46,762 50.3  47,807 50.1

Ⅱ　評価・換算差額等           

１　その他有価証券
評価差額金

  701 0.8  736 0.8  644 0.7

２　繰延ヘッジ損益   22 0.0  22 0.0  7 0.0

３　為替換算調整勘定   △22 △0.0  376 0.4  149 0.1

評価・換算差額等
合計

  701 0.8  1,135 1.2  802 0.8

Ⅲ　少数株主持分   228 0.3  266 0.3  277 0.3

純資産合計   46,396 52.8  48,164 51.8  48,887 51.2

負債純資産合計   87,864 100.0  92,976 100.0  95,418 100.0
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(2) 中間連結損益計算書

  
前中間連結会計期間

（平成18年１月１日から
平成18年６月30日まで）

当中間連結会計期間
（平成19年１月１日から
平成19年６月30日まで）

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（平成18年１月１日から
平成18年12月31日まで）

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   45,159 100.0  47,121 100.0  99,587 100.0

Ⅱ　売上原価   32,008 70.9  34,803 73.9  70,863 71.2

売上総利益   13,151 29.1  12,318 26.1  28,724 28.8

Ⅲ　販売費および
一般管理費

※１  13,717 30.4  12,777 27.1  27,275 27.3

営業利益または
営業損失（△）

  △565 △1.3  △459 △1.0  1,448 1.5

Ⅳ　営業外収益           

１　受取利息  0   5   3   

２　受取配当金  20   27   89   

３　持分法による
投資利益

 44   72   67   

４　為替差益  －   81   －   

５　その他  71 137 0.3 89 276 0.6 217 379 0.4

Ⅴ　営業外費用           

１　支払利息  91   142   220   

２　その他  32 124 0.2 26 168 0.3 49 269 0.3

経常利益または
経常損失（△）

  △551 △1.2  △352 △0.7  1,558 1.6

Ⅵ　特別利益           

１　固定資産売却益 ※２ 23   4   4,894   

２　投資有価証券
売却益

 18   64   18   

３　国庫補助金受入額  60   －   60   

４　その他 ※４ 2 105 0.2 2 71 0.1 10 4,984 5.0

           

Ⅶ　特別損失           

１　固定資産処分損 ※３ 73   43   1,240   

２　固定資産圧縮損  60   －   60   

３  事業再編成費用  ※５ －   286   －   

４　投資有価証券
評価損

 34   6   80   

５　早期退職者割増金  44   －   44   

６　養魚用飼料回収対
応費用

 －   －   1,240   

７　公開買付対応費用  －   －   461   

８　その他 ※６ 22 236 0.5 3 339 0.7 70 3,198 3.2

-　 -
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前中間連結会計期間

（平成18年１月１日から
平成18年６月30日まで）

当中間連結会計期間
（平成19年１月１日から
平成19年６月30日まで）

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（平成18年１月１日から
平成18年12月31日まで）

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

税金等調整前中間
（当期）純利益
または中間純損失
（△）

  △682 △1.5  △620 △1.3  3,344 3.4

法人税、住民税
および事業税

 △219   △239   626   

法人税等調整額  4 △214 △0.4 △6 △245 △0.5 799 1,425 1.4

少数株主利益また
は少数株主損失
(△)

  7 0.0  △11 △0.0  57 0.1

中間（当期)
純利益または中間
純損失（△）

  △475 △1.1  △363 △0.8  1,860 1.9

           

-　 -
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(3) 中間連結株主資本等変動計算書

前中間連結会計期間　（平成18年１月１日から　平成18年６月30日まで）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成17年12月31日　残高

（百万円）
20,972 16,825 8,941 △131 46,609

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当 － － △666 － △666

利益処分による役員賞与 － － △26 － △26

中間純利益 － － △475 － △475

自己株式の取得 － － － △8 △8

自己株式の処分 － 0 － 33 34

株主資本以外の項目の中間

連結会計期間中の変動額

（純額）

－ － － － －

中間連結会計期間中の変動額

合計（百万円）
－ 0 △1,169 25 △1,143

平成18年６月30日　残高

（百万円）
20,972 16,826 7,772 △105 45,465

評価・換算差額等

少数株主持分 純資産合計その他有価証券

評価差額金
繰延ヘッジ損益

為替換算
調整勘定

評価・換算
差額等合計

平成17年12月31日　残高

（百万円）
956 － 26 983 52 47,644

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当 － － － － － △666

利益処分による役員賞与 － － － － － △26

中間純利益 － － － － － △475

自己株式の取得 － － － － － △8

自己株式の処分 － － － － － 34

株主資本以外の項目の中間

連結会計期間中の変動額

（純額）

△254 22 △49 △281 176 △105

中間連結会計期間中の変動額

合計（百万円）
△254 22 △49 △281 176 △1,248

平成18年６月30日　残高

（百万円）
701 22 △22 701 228 46,396

-　 -
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当中間連結会計期間　（平成19年１月１日から　平成19年６月30日まで）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年12月31日　残高

（百万円）
20,972 16,834 10,109 △108 47,807

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当 － － △666 － △666

中間純利益 － － △363 － △363

自己株式の取得 － － － △20 △20

自己株式の処分 － 0 － 4 4

株主資本以外の項目の中間

連結会計期間中の変動額

（純額）

－ － － － －

中間連結会計期間中の変動額

合計（百万円）
－ 0 △1,029 △15 △1,045

平成19年６月30日　残高

（百万円）
20,972 16,834 9,079 △124 46,762

評価・換算差額等

少数株主持分 純資産合計その他有価証券

評価差額金
繰延ヘッジ損益

為替換算
調整勘定

評価・換算
差額等合計

平成18年12月31日　残高

（百万円）
644 7 149 802 277 48,887

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当 － － － － － △666

中間純利益 － － － － － △363

自己株式の取得 － － － － － △20

自己株式の処分 － － － － － 4

株主資本以外の項目の中間

連結会計期間中の変動額

（純額）

92 14 226 332 △11 321

中間連結会計期間中の変動額

合計（百万円）
92 14 226 332 △11 △723

平成19年６月30日　残高

（百万円）
736 22 376 1,135 266 48,164

-　 -
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前連結会計年度の連結株主資本等変動計算書　（平成18年１月１日から　平成18年12月31日まで）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成17年12月31日　残高

（百万円）
20,972 16,825 8,941 △131 46,609

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当 － － △666 － △666

利益処分による役員賞与 － － △26 － △26

当期純利益 － － 1,860 － 1,860

自己株式の取得 － － － △25 △25

自己株式の処分 － 8 － 47 56

株主資本以外の項目の連結会計

年度中の変動額

（純額）

－ － － － －

連結会計年度中の変動額

合計（百万円）
－ 8 1,167 22 1,198

平成18年12月31日　残高

（百万円）
20,972 16,834 10,109 △108 47,807

評価・換算差額等

少数株主持分 純資産合計その他有価証券

評価差額金
繰延ヘッジ損益

為替換算
調整勘定

評価・換算
差額等合計

平成17年12月31日　残高

（百万円）
956 － 26 983 52 47,644

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当 － － － － － △666

利益処分による役員賞与 － － － － － △26

当期純利益 － － － － － 1,860

自己株式の取得 － － － － － △25

自己株式の処分 － － － － － 56

株主資本以外の項目の連結会計

年度中の変動額

（純額）

△312 7 123 △181 225 44

連結会計年度中の変動額

合計（百万円）
△312 7 123 △181 225 1,243

平成18年12月31日　残高

（百万円）
644 7 149 802 277 48,887

-　 -
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(4) 中間連結キャッシュ・フロー計算書

 
前中間連結会計期間

（平成18年１月１日から
平成18年６月30日まで）

当中間連結会計期間
（平成19年１月１日から
平成19年６月30日まで）

前連結会計年度の要約連
結キャッシュ・フロー計
算書
（平成18年１月１日から
平成18年12月31日まで）

区分 金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・
フロー

   

税金等調整前中間（当期）
純利益または中間純損失
（△）

△682 △620 3,344

減価償却費 1,246 1,490 2,760

のれん償却額 14 28 42

貸倒引当金の増減額　
（減少:△)

0 △1 △20

賞与引当金の増減額
（減少:△)

30 116 △66

役員賞与引当金の増減額
（減少:△)

16 20 －

退職給付引当金増減額　
（減少:△)

△5 △12 △6

前払年金費用の増減額　
（増加:△)

△58 101 42

役員退職慰労引当金の増減
額 （減少:△)

25 △405 51

受取利息および受取配当金 △21 △32 △93

支払利息 91 142 220

為替差益 － △39 △33

持分法による投資利益 △44 △72 △67

有価証券売却益 △0 △1 △1

投資有価証券売却益 △18 △64 △18

投資有価証券評価損 34 6 80

ゴルフ会員権評価損 － － 30

有形固定資産処分損 73 42 1,240

有形固定資産売却益 △23 △4 △4,894

国庫補助金受入額 △60 － △60

固定資産圧縮損 60 － 60

事業再編成費用 － 286 －

売上債権の増減額　　　
（増加:△)

8,946 6,707 33

たな卸資産の増減額　　
（増加:△)

△2,008 △3,339 △2,418

-　 -
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前中間連結会計期間

（平成18年１月１日から
平成18年６月30日まで）

当中間連結会計期間
（平成19年１月１日から
平成19年６月30日まで）

前連結会計年度の要約連
結キャッシュ・フロー計
算書
（平成18年１月１日から
平成18年12月31日まで）

区分 金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円）

その他資産の増減額　　
（増加:△)

184 △1,704 2,999

仕入債務の増減額　　　
（減少:△)

△624 629 946

その他負債の増減額　　　
（減少:△)

△2,462 326 △2,068

役員賞与 △27 △0 △27

小計 4,686 3,600 2,074

法人税等の還付・支払
（△）額

61 △526 △121

営業活動によるキャッシュ・
フロー

4,747 3,073 1,952

-　 -
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前中間連結会計期間

（平成18年１月１日から
平成18年６月30日まで）

当中間連結会計期間
（平成19年１月１日から
平成19年６月30日まで）

前連結会計年度の要約連
結キャッシュ・フロー計
算書
（平成18年１月１日から
平成18年12月31日まで）

区分 金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円）

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・
フロー

   

定期預金の預入れによる
純収支額　（支出:△)

△20 △0 △21

有価証券の取得による支出 △107 △126 △227

有価証券の売却による収入 91 186 195

有形固定資産の取得による
支出

△3,430 △2,260 △6,607

有形固定資産の売却による
収入

246 6 5,246

無形固定資産の取得による
支出

－ △294 △1,132

投資有価証券の取得による
支出

△22 △1 △25

投資有価証券の売却による
収入

96 65 97

子会社追加取得による
純収支額（支出:△)

23 － 23

貸付けによる支出 △121 △119 △182

貸付金の回収による収入 26 105 126

利息および配当金の受取額 11 37 99

その他投資活動による支出 △756 △35 △39

投資活動によるキャッシュ・
フロー

△3,962 △2,438 △2,449

-　 -
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前中間連結会計期間

（平成18年１月１日から
平成18年６月30日まで）

当中間連結会計期間
（平成19年１月１日から
平成19年６月30日まで）

前連結会計年度の要約連
結キャッシュ・フロー計
算書
（平成18年１月１日から
平成18年12月31日まで）

区分 金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円）

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・
フロー

   

短期借入金の純収支額　　
（支出:△)

226 △119 △98

長期借入れによる収入 3,000 － 3,000

長期借入金の返済による支
出

△117 △28 △161

自己株式の純収支額
(支出:△)

△7 △15 △23

配当金の支払額 △666 △666 △666

利息の支払額 △91 △135 △217

財務活動によるキャッシュ・
フロー

2,342 △965 1,831

Ⅳ　現金および現金同等物に係る
換算差額

0 39 34

Ⅴ　現金および現金同等物の増加・
減少（△）額

3,128 △289 1,368

Ⅵ　現金および現金同等物の期首
残高

3,845 5,214 3,845

Ⅶ　現金および現金同等物の中間
期末（期末）残高

6,973 4,924 5,214

-　 -
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

 最近の半期報告書(平成18年9月27日提出)における記載から重要な変更がないため開示を省略しております。

 

会計処理方法の変更

前中間連結会計期間
（平成18年１月１日から
平成18年６月30日まで）

当中間連結会計期間
（平成19年１月１日から
平成19年６月30日まで）

前連結会計年度
（平成18年１月１日から
平成18年12月31日まで）

 (役員賞与に関する会計基準)

当中間連結会計期間より、「役員

賞与に関する会計基準」（企業会計

基準第４号　平成17年11月29日）を

適用しております。 

これにより、営業損失、経常損失お

よび税金等調整前中間純損失が16百

万円増加しております。

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。

 　　　　　──────　

 

　 (役員賞与に関する会計基準)

当連結会計年度より、「役員賞与

に関する会計基準」（企業会計基準

第４号　平成17年11月29日）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。

（貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準）

 当中間連結会計期間より、「貸借

対照表の純資産の部の表示に関する

会計基準」（企業会計基準第５号　

平成17年12月９日）および「貸借対

照表の純資産の部の表示に関する会

計基準等の適用指針」（企業会計基

準適用指針第８号　平成17年12月９

日）を適用しております。

 従来の資本の部の合計に相当する

金額は46,144 百万円であります。

 なお、中間連結財務諸表規則の改

正により、当中間連結会計期間にお

ける中間連結貸借対照表の純資産の

部については、改正後の中間連結財

務諸表規則により作成しております。

 　　　　　──────　　

 

 

 

 （貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準）

当連結会計年度より、「貸借対照

表の純資産の部の表示に関する会計

基準」（企業会計基準第５号　平成

17年12月９日）および「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基

準等の適用指針」（企業会計基準適

用指針第８号　平成17年12月９日）

を適用しております。 

 従来の資本の部の合計に相当する

金額は48,602 百万円であります。

 なお、連結財務諸表規則の改正に

より、当連結会計年度における連結

貸借対照表の純資産の部については、

改正後の連結財務諸表規則により作

成しております。

 　　　──────  (有形固定資産の減価償却方法)

当中間連結会計期間より、平成19

年度の税制改正による減価償却方法

を適用しており、平成19年４月１日

以降取得した建物(附属設備を除く)

については定額法、その他の有形固

定資産については定率法を採用して

おります。ただし既存資産について

は、従来通り旧定額法、旧定率法に

よっております。

　なお、この変更による影響額は軽

微であります。 

           ──────
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表示方法の変更

前中間連結会計期間
（平成18年１月１日から
平成18年６月30日まで）

当中間連結会計期間
（平成19年１月１日から
平成19年６月30日まで）

―――――― （連結キャッシュ・フロー計算書）
 　　投資活動によるキャッシュ・フローの「無形固定資

産の取得による支出」は、前中間連結会計期間まで「そ
の他投資活動による支出」に含めて表示しておりまし
たが、金額的重要性が増したため区分掲記しておりま
す。なお、前中間連結会計期間の「無形固定資産の取
得による支出」は△777百万円であります。

-　 -
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注記事項

　 (中間連結貸借対照表関係)

項目
前中間連結会計期間末
（平成18年６月30日）

当中間連結会計期間末
（平成19年６月30日）

前連結会計年度末
（平成18年12月31日）

※１　有形固定資産減価償却

累計額 43,912百万円       40,808百万円   39,878百万円

※２　担保に供している資産な

らびに担保付債務は次のと

おりであります。

   

(1）担保に供している

資産

   

たな卸資産

建物および構築物

機械装置および

運搬具

土地

753百万円

（－百万円）

86百万円

（71百万円）

78百万円

（78百万円）

115百万円

（32百万円）

   －百万円

（－百万円）

  64百万円

（64百万円）

  76百万円

（76百万円）

   32百万円

（32百万円）

   570百万円

（－百万円）

  79百万円

（66百万円）

  76百万円

（76百万円）

   115百万円

（32百万円）

(2）上記に対応する債務    

短期借入金
915百万円

（4百万円）

   4百万円

（4百万円）

   342百万円

（4百万円）

　（　）内書は、工場財団

抵当ならびに当該債務を示

しております。

   

※３　圧縮記帳額    

収用と国庫補助金の受

入れにより、取得価額より

控除している固定資産の圧

縮記帳額

 1,762百万円

 

      －百万円

 

     1,771百万円

 

　４　偶発債務    

(1）保証債務

　下記会社等の金融機関

借入金に対し保証を行っ

ております。

   

サンバイオ㈱

㈱葡萄ラボ

従業員（提携カード

ローン）

従業員（住宅貸付金）

計

397百万円

－百万円

58百万円

218百万円

674百万円

  225百万円

　－百万円

  65百万円

   173百万円

   464百万円

   282百万円

　42百万円

  60百万円

   205百万円

   591百万円

(2）手形信託譲渡高 92百万円   －百万円 　－百万円

※５　中間連結（連結）

期末日満期手形の処理

───── 　期末日満期手形の会計処理につい

ては、手形交換日をもって決済処理

しております。

　なお、当中間連結会計期間末日が

金融機関の休日であったため、次の

期末日満期手形が決算期末日残高に

含まれております。

　期末日満期手形の会計処理につい

ては、手形交換日をもって決済処理

しております。

　なお、当連結会計年度末日が金融

機関の休日であったため、次の期末

日満期手形が決算期末日残高に含ま

れております。

  受取手形    429百万円

 

受取手形    422百万円

※６　収用に伴う未決算特別

勘定

流動負債のその他のうち、川崎

工場の収用による未決算特別勘定

残高

435百万円

 　　　─────

 

　　　　─────
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   (中間連結損益計算書関係)

項目
前中間連結会計期間

（平成18年１月１日から
平成18年６月30日まで）

当中間連結会計期間
（平成19年１月１日から
平成19年６月30日まで）

前連結会計年度
（平成18年１月１日から
平成18年12月31日まで）

※１　販売費および一般管理

費の主要な費目および金

額

   

販売促進費

支払運賃

広告宣伝費

保管料

人件費

賞与引当金繰入額

役員賞与引当金繰入額

退職給付引当金繰入額

役員退職慰労引当金繰

入額

減価償却費

試験研究費

たな卸資産処分損

2,675百万円

1,924百万円

867百万円

915百万円

3,342百万円

253百万円

16百万円

239百万円

45百万円

150百万円

436百万円

145百万円

     2,516百万円

     2,048百万円

   531百万円

   873百万円

     3,342百万円

   285百万円

  22百万円

   216百万円

  13百万円

   111百万円

   398百万円

   161百万円

     5,422百万円

     4,411百万円

     1,495百万円

     1,877百万円

     6,793百万円

   275百万円

　－百万円

   482百万円

  72百万円

   293百万円

   839百万円

   394百万円

※２　固定資産売却益の内訳    

寮・社宅

川崎・勝沼土地売却

その他

計

2百万円

－百万円

21百万円

23百万円

  －百万円

 －百万円

 4百万円

  4百万円

  2百万円

   4,863百万円

 29百万円

   4,894百万円

※３　固定資産処分損の内訳    

建物および構築物

機械装置および運搬具

その他有形固定資産

解体費、その他

計

13百万円

5百万円

23百万円

30百万円

73百万円

  10百万円

 －百万円

 18百万円

  14百万円

  43百万円

  689百万円

   350百万円

 52百万円

   148百万円

   1,240百万円

※４　特別利益その他の主要

な内訳

   

貸倒引当金戻入益 2百万円 2百万円   4百万円

※５　事業再編成費用の内訳            ─────              ─────

たな卸資産処分損

有形固定資産除却損

リース解約違約金

ラベルデザイン除却損

計

 　　

 

  182百万円

 40百万円

  12百万円

  51百万円

  286百万円

 　　　　

 

※６　特別損失その他の主要

な内訳

   

会員権評価損

アスベスト対策費

貸倒引当金繰入額

－百万円

16百万円

4百万円

　－百万円

  1百万円

 1百万円

 30百万円

　33百万円

　4百万円
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   (中間連結株主資本等変動計算書関係)

 当中間連結会計期間　（平成19年１月１日から　平成19年６月30日まで）

 １．発行済株式の種類および総数ならびに自己株式の種類および株式数に関する事項  

 
前連結会計年度末

株式数（株）

当中間連結会計期間

増加株式数（株）

当中間連結会計期間

減少株式数（株）

当中間連結会計期間末株

式数（株）

発行済株式     

普通株式 133,689,303 － － 133,689,303

合計 133,689,303 － － 133,689,303

自己株式     

普通株式　（注） 375,862 62,806 14,633 424,035

  合計 375,862 62,806 14,633 424,035

  (注）　普通株式の自己株式の増加 62,806株は、単元未満株式の買取による増加であり、減少 14,633株は、単元未満株

式の買増請求による売渡であります。

 ２．配当に関する事項

　　　 配当金支払額
 

決議 株式の種類
配当金の総額

（百万円）

１株当たり

配当額

（円）

基準日 効力発生日

 平成19年３月28日定時株主総会 普通株式 666 5.00 平成18年12月31日 平成19年３月29日 
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   (中間連結キャッシュ・フロー計算書関係)

項目

前中間連結会計期間

（平成18年１月１日から

平成18年６月30日まで）

当中間連結会計期間

（平成19年１月１日から

平成19年６月30日まで）

前連結会計年度

（平成18年１月１日から

平成18年12月31日まで）

現金および現金同等物の

中間期末（期末）残高と中

間連結（連結）貸借対照表

に掲記されている科目の金

額との関係 （平成18年６月30日現在） （平成19年６月30日現在） （平成18年12月31日現在）

現金および預金勘定

預入れ期間が３ヶ月を超

える定期預金

現金および現金同等物

　7,003百万円

△30百万円

6,973百万円

    4,955百万円

　  △31百万円

    4,924百万円

     5,245百万円

　 △30百万円

     5,214百万円

株式の取得により新たに

連結子会社となった会社の

資産および負債の主な内訳

株式の追加取得により新たに

日本リカー㈱を連結したことに

伴う、連結開始時の資産および

負債の内訳ならびに株式の取得

価額と取得による収入（純額）

との関係は次のとおりです。

 （平成18年３月31日現在）

流動資産 1,276百万円

固定資産 65百万円

連結調整勘定 283百万円

流動負債 △865百万円

固定負債 △212百万円

少数株主持分 △170百万円

その他有価証券評価差

額金

△1百万円

 

取得時提出

会社持分

△322百万円

新規連結子会社株式の

取得価額

53百万円

 

新規連結子会社の現金

同等物

77百万円

 

差引：新規連結子会社

取得による収入

23百万円

   ─────

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

　株式の追加取得により新たに日

本リカー㈱を連結したことに伴う、

連結開始時の資産および負債の内

訳ならびに株式の取得価額と取得

による収入（純額）との関係は次

のとおりです。

　（平成18年３月31日現在） 

流動資産 1,276百万円

固定資産 65百万円

連結調整勘定 283百万円

流動負債 △865百万円

固定負債 △212百万円

少数株主持分 △170百万円

その他有価証券評価差

額金

△1百万円

 

取得時提出

会社持分

△322百万円

新規連結子会社株式の

取得価額

53百万円

 

新規連結子会社の現金

同等物

77百万円

 

差引：新規連結子会社

取得による収入

23百万円

 

   (リース取引関係)

      中間決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。

 

 

   (有価証券関係)

      中間決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。

 

 

   (デリバティブ取引関係)

      中間決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。
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（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

前中間連結会計期間（平成18年１月１日から　平成18年６月30日まで）

 
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）

売上高および営業損益        

売上高        

(1）外部顧客に対する

売上高
35,204 2,880 6,290 784 45,159 － 45,159

(2）セグメント間の内部

売上高
1 0 － 2 3 (3) －

計 35,205 2,880 6,290 786 45,163 (3) 45,159

営業費用 36,302 2,431 6,228 766 45,728 (3) 45,725

営業利益または

営業損失（△）
△1,097 449 61 20 △565 － △565

当中間連結会計期間（平成19年１月１日から　平成19年６月30日まで）

 
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）

売上高および営業損益        

売上高        

(1）外部顧客に対する

売上高
35,926 2,844 7,476 874 47,121 － 47,121

(2）セグメント間の内部

売上高
0 － － 487 487 (487) －

計 35,926 2,844 7,476 1,361 47,608 (487) 47,121

営業費用 36,801 2,502 7,526 1,234 48,065 (484) 47,581

営業利益または

営業損失（△）
△874 341 △50 126 △456 (3) △459
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前連結会計年度（平成18年１月１日から　平成18年12月31日まで）

 
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）

売上高および営業損益        

売上高        

(1）外部顧客に対する

売上高
78,150 5,461 13,761 2,213 99,587 － 99,587

(2）セグメント間の内部

売上高
0 － － 900 901 (901) －

計 78,151 5,461 13,761 3,114 100,489 (901) 99,587

営業費用 77,817 4,891 13,404 2,925 99,039 (899) 98,139

営業利益 333 570 357 188 1,450 (1) 1,448

　（注）１．事業区分は、製品の種類・性質の類似性をもとに区別しております。

２．各事業区分の主要製品

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、清酒、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

３．会計処理方法の変更(前中間連結会計期間)

 「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載のとおり、当中間連結会計期間より役員賞与引

当金に係る会計基準を適用しております。この適用により、酒類事業12百万円、医薬・化学品事業１百万円、飼

料事業１百万円の役員賞与引当金繰入額を販売費および一般管理費に計上しております。

 

ｂ．所在地別セグメント情報

前中間連結会計期間（平成18年１月１日から　平成18年６月30日まで）、当中間連結会計期間（平成19年１月

１日から　平成19年６月30日まで）、前連結会計年度（平成18年１月１日から　平成18年12月31日まで）

　全セグメントの売上高の合計額に占める「本邦」の割合がいずれも90％を超えているため、その記載を省略

しております。

 

ｃ．海外売上高

前中間連結会計期間（平成18年１月１日から　平成18年６月30日まで）、当中間連結会計期間（平成19年１月

１日から　平成19年６月30日まで）、前連結会計年度（平成18年１月１日から　平成18年12月31日まで）

　海外売上高が、いずれも連結売上高の10％未満のため、その記載を省略しております。
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（１株当たり情報）

前中間連結会計期間
（平成18年１月１日から
平成18年６月30日まで）

当中間連結会計期間
（平成19年１月１日から
平成19年６月30日まで）

前連結会計年度
（平成18年１月１日から
平成18年12月31日まで）

１株当たり純資産額 346円37銭

１株当たり中間純利益

金額
△3円57銭

１株当たり純資産額 359円42銭

１株当たり中間純利益

金額
△2円72銭

１株当たり純資産額 364円63銭

１株当たり当期純利益

金額
13円96銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益金額については、１株当たり

中間純損失であり、また、潜在株式が

存在しないため記載をしておりません。

 （追加情報）

「１株当たり当期純利益に関する会

計基準の適用指針」（企業会計基準適

用指針第４号）が平成18年１月31日付

で改正されたことに伴い、当中間連結

会計期間から繰延ヘッジ損益（税効果

調整後）の金額を普通株式に係る中間

期末の純資産額に含めております。

なお、前中間連結会計期間に係る中

間連結財務諸表において採用していた

方法により算定した当中間連結会計期

間の１株当たり純資産額は、346円20

銭であります。

　なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益金額については、１株当たり

中間純損失であり、また、潜在株式が

存在しないため記載をしておりません。

 

 

 

　なお、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益金額については、潜在株式が

存在しないため記載をしておりません。

 （追加情報）

「１株当たり当期純利益に関する会

計基準の適用指針」（企業会計基準適

用指針第４号）が平成18年１月31日付

で改正されたことに伴い、当事業年度

から繰延ヘッジ損益（税効果調整後）

の金額を普通株式に係る当事業年度末

の純資産額に含めております。

なお、前連結会計年度末において採

用していた方法により算定した当事業

年度末の１株当たり純資産額は、364

円57銭であります。

 

　（注）　１株当たり中間（当期）純利益金額または１株当たり中間純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前中間連結会計期間

(平成18年１月１日から
平成18年６月30日まで)

当中間連結会計期間
(平成19年１月１日から
平成19年６月30日まで)

前連結会計年度
(平成18年１月１日から
平成18年12月31日まで)

中間（当期）純利益または中間純損失

（△）（百万円）
△475 △363 1,860

普通株主に帰属しない金額（百万円） － － －

普通株式に係る中間（当期）純利益

または普通株式に係る中間純損失（△）

（百万円）

△475 △363 1,860

期中平均株式数（千株） 133,298 133,288 133,292

 

（重要な後発事象）

前中間連結会計期間
（平成18年１月１日から
平成18年６月30日まで）

当中間連結会計期間
（平成19年１月１日から
平成19年６月30日まで）

前連結会計年度
（平成18年１月１日から
平成18年12月31日まで）

───── 　平成19年７月中旬に発生した台風４

号の影響により、水産事業部のたな卸

資産(養殖魚)に被害が出ました。現在、

被害総額および保険求償額について調

査中です。

         ─────
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５．中間個別財務諸表
(1) 中間貸借対照表

  
前中間会計期間末

（平成18年６月30日）
当中間会計期間末

（平成19年６月30日）
前事業年度の要約貸借対照表

（平成18年12月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ　流動資産           

１　現金および預金  5,854   3,613   4,189   

２　受取手形  1,890   2,279   2,584   

３　売掛金  22,599   24,284   30,191   

４　たな卸資産  14,245   17,397   14,598   

５　繰延税金資産  1,204   2,019   1,721   

６　その他  4,063   4,012   2,473   

貸倒引当金  △9   △12   △13   

流動資産合計   49,848 59.9  53,594 61.3  55,745 61.9

Ⅱ　固定資産           

１　有形固定資産
　
 
 

         

(1）建物  7,130   7,703   7,847   

(2）機械装置  6,740   7,981   8,341   

(3）その他  4,096   3,423   3,464   

計  17,967   19,109   19,653   

２　無形固定資産  1,678   1,819   1,776   

３　投資その他の資産           

(1）投資有価証券  7,838   7,827   7,682   

(2）その他  6,347   5,451   5,643   

貸倒引当金  △455   △430   △429   

計  13,730   12,848   12,896   

固定資産合計   33,377 40.1  33,776 38.7  34,326 38.1

資産合計   83,226 100.0  87,371 100.0  90,072 100.0
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前中間会計期間末

（平成18年６月30日）
当中間会計期間末

（平成19年６月30日）
前事業年度の要約貸借対照表

（平成18年12月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（負債の部）           

Ⅰ　流動負債           

１　支払手形  11   4   22   

２　買掛金  5,926   7,681   6,999   

３　短期借入金  3,500   3,500   3,500   

４　未払金  8,339   9,633   12,044   

５　賞与引当金  324   321   322   

６　役員賞与引当金  16   19   －   

７　その他  9,135   7,959   7,702   

流動負債合計   27,254 32.7  29,118 33.4  30,592 33.9

Ⅱ　固定負債           

１　長期借入金  9,000   9,000   9,000   

２　繰延税金負債  730   2,247   2,182   

３　役員退職慰労
引当金

 526   169   552   

４　長期預り金  47   45   46   

固定負債合計   10,303 12.4  11,462 13.1  11,781 13.1

負債合計   37,557 45.1  40,581 46.5  42,373 47.0

           

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

１　資本金   20,972 25.2  20,972 24.0  20,972 23.3

２　資本剰余金           

 (1) 資本準備金  5,343   5,343   5,343   

(2) その他資本
剰余金

 11,472   11,472   11,472   

資本剰余金合計   16,815 20.2  16,815 19.2  16,815 18.7

３　利益剰余金           

 (1) その他利益剰余
金

          

固定資産圧縮
積立金

 607   2,318   2,318   

固定資産圧縮特
別勘定積立金

 －   426   426   

別途積立金  5,000   5,000   5,000   

繰越利益剰余金  1,665   641   1,643   

利益剰余金合計   7,273 8.7  8,387 9.6  9,388 10.4

４　自己株式   △90 △0.1  △122 △0.1  △106 △0.1

株主資本合計   44,971 54.0  46,054 52.7  47,071 52.3

Ⅱ　評価・換算差額等           

１　その他有価証券
評価差額金

  673 0.9  713 0.8  619 0.7

２　繰延ヘッジ損益   22 0.0  22 0.0  7 0.0

評価・換算差額等
合計

  696 0.9  736 0.8  627 0.7

純資産合計   45,668 54.9  46,790 53.5  47,698 53.0

負債純資産合計   83,226 100.0  87,371 100.0  90,072 100.0

-　 -
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(2) 中間損益計算書

  
前中間会計期間

（平成18年１月１日から
平成18年６月30日まで）

当中間会計期間
（平成19年１月１日から
平成19年６月30日まで）

前事業年度の要約損益計算書
（平成18年１月１日から
平成18年12月31日まで）

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   42,547 100.0  43,339 100.0  92,256 100.0

Ⅱ　売上原価   30,155 70.9  31,916 73.6  65,567 71.1

売上総利益   12,392 29.1  11,423 26.4  26,689 28.9

Ⅲ　販売費および一般管
理費

  13,039 30.6  12,062 27.9  25,777 27.9

営業利益または
営業損失（△）

  △647 △1.5  △638 △1.5  911 1.0

Ⅳ　営業外収益           

１　受取利息および配
当金

 243   258   318   

２　為替差益  －   81   －   

３　その他  68 311 0.7 63 403 0.9 203 521 0.6

Ⅴ　営業外費用           

１　支払利息  59   109   150   

２　その他  34 93 0.2 25 134 0.3 36 187 0.2

経常利益または
経常損失（△）

  △429 △1.0  △369 △0.9  1,246 1.4

Ⅵ　特別利益           

１　固定資産売却益  2   0   4,866   

２　投資有価証券
売却益

 18   64   18   

３　国庫補助金
受入額

 60   －   60   

４　その他  2 84 0.2 2 67 0.2 4 4,950 5.3

Ⅶ　特別損失           

１　固定資産処分損  73   43   1,239   

２　固定資産圧縮損  60   －   60   

３  事業再編成費用  －   286   －   

４　投資有価証券
評価損

 34   6   80   

５　早期退職者割増金  44   －   44   

６　養魚用飼料回収対
応費用

 －   －   1,240   

７　公開買付対応費用  －   －   461   

８　その他  21 234 0.6 3 339 0.8 68 3,195 3.5

-　 -
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前中間会計期間

（平成18年１月１日から
平成18年６月30日まで）

当中間会計期間
（平成19年１月１日から
平成19年６月30日まで）

前事業年度の要約損益計算書
（平成18年１月１日から
平成18年12月31日まで）

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

税引前中間
（当期）純利益
または中間純損失
（△）

  △580 △1.4  △642 △1.5  3,001 3.2

法人税、住民税
および事業税

 △255   △307   483   

法人税等調整額  － △255 △0.6 － △307 △0.7 726 1,210 1.3

中間（当期）
純利益または中間
純損失（△）

  △324 △0.8  △334 △0.8  1,790 1.9
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(3）中間株主資本等変動計算書

前中間会計期間　（平成18年１月１日から　平成18年６月30日まで）

株主資本

資本金

 資本剰余金  利益剰余金

自己株式
株主資本
合計資本

準備金

その他
資本
剰余金

資本
剰余金
合計

その他利益剰余金
利益
剰余金
合計

固定資産
圧縮
積立金

別途
積立金

繰越
利益
剰余金

平成17年12月31日　残高

（百万円）
20,972 5,343 11,472 16,815 703 3,000 4,586 8,289 △82 45,994

中間会計期間中の変動額

固定資産圧縮積立金の取崩 － － － － △95 － 95 － － －

別途積立金の積立 － － － － － 2,000 △2,000 － － －

剰余金の配当 － － － － － － △666 △666 － △666

利益処分による役員賞与 － － － － － － △24 △24 － △24

中間純利益 － － － － － － △324 △324 － △324

自己株式の取得 － － － － － － － － △8 △8

自己株式の処分 － － 0 0 － － － － 0 0

株主資本以外の項目の中間

会計期間中の変動額（純額）
－ － － － － － － － － －

中間会計期間中の変動額合計

（百万円）
－ － 0 0 △95 2,000 △2,920 △1,015 △7 △1,023

平成18年６月30日　残高

（百万円）
20,972 5,343 11,472 16,815 607 5,000 1,665 7,273 △90 44,971

評価・換算差額等

純資産合計
その他
有価証券
評価
差額金

繰延
ヘッジ損
益

評価・
換算
差額等
合計

平成17年12月31日　残高

（百万円）
908 － 908 46,903

中間会計期間中の変動額

固定資産圧縮積立金の取崩 － － － －

別途積立金の積立 － － － －

剰余金の配当 － － － △666

利益処分による役員賞与 － － － △24

中間純利益 － － － △324

自己株式の取得 － － － △8

自己株式の処分 － － － 0

株主資本以外の項目の中間

会計期間中の変動額（純額）
△234 22 △211 △211

中間会計期間中の変動額合計

（百万円）
△234 22 △211 △1,234

平成18年６月30日　残高

（百万円）
673 22 696 45,668
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当中間会計期間　（平成19年１月１日から　平成19年６月30日まで）
株主資本

資本金

 資本剰余金  利益剰余金

自己株式
株主資本
合計

資本

準備金

その他
資本
剰余金

資本
剰余金
合計

その他利益剰余金
利益
剰余金
合計

固定資産
圧縮
積立金

固定資産
圧縮特別
勘定積立
金

別途
積立金

繰越
利益
剰余金

平成18年12月31日　残高

（百万円）
20,972 5,343 11,472 16,815 2,318 426 5,000 1,643 9,388 △106 47,071

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当 － － － － － － － △666 △666 － △666

中間純利益 － － － － － － － △334 △334 － △334

自己株式の取得 － － － － － － － － － △20 △20

自己株式の処分 － － 0 0 － － － － － 4 4

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額）
－ － － － － － － － － － －

中間会計期間中の変動額合計

（百万円）
－ － 0 0 － － － △1,001 △1,001 △15 △1,016

平成19年6月30日　残高

（百万円）
20,972 5,343 11,472 16,815 2,318 426 5,000 641 8,387 △122 46,054

評価・換算差額等

純資産合計
その他
有価証券
評価
差額金

繰延
ヘッジ損
益

評価・
換算
差額等
合計

平成18年12月31日　残高

（百万円）
619 7 627 47,698

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当 － － － △666

中間純利益 － － － △334

自己株式の取得 － － － △20

自己株式の処分 － － － 4

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額）
94 14 108 108

中間会計期間中の変動額合計

（百万円）
94 14 108 △908

平成19年6月30日　残高

（百万円）
713 22 736 46,790
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前事業年度の株主資本等変動計算書　（平成18年１月１日から　平成18年12月31日まで）
株主資本

資本金

 資本剰余金  利益剰余金

自己株式
株主資本
合計

資本

準備金

その他
資本
剰余金

資本
剰余金
合計

その他利益剰余金
利益
剰余金
合計

固定資産
圧縮
積立金

固定資産
圧縮特別
勘定積立
金

別途
積立金

繰越
利益
剰余金

平成17年12月31日　残高

（百万円）
20,972 5,343 11,472 16,815 703 － 3,000 4,586 8,289 △82 45,994

事業年度中の変動額

固定資産圧縮積立金の積立 － － － － 1,872 － － △1,872 － － －

固定資産圧縮積立金の取崩

(前期)
－ － － － △95 － － 95 － － －

固定資産圧縮積立金の取崩

(当期)
－ － － － △161 － － 161 － － －

固定資産圧縮特別勘定積立金

の積立
－ － － － － 426 － △426 － － －

別途積立金の積立 － － － － － － 2,000 △2,000 － － －

剰余金の配当 － － － － － － － △666 △666 － △666

利益処分による役員賞与 － － － － － － － △24 △24 － △24

当期純利益 － － － － － － － 1,790 1,790 － 1,790

自己株式の取得 － － － － － － － － － △25 △25

自己株式の処分 － － 0 0 － － － － － 1 1

株主資本以外の項目の事業年

度中の変動額（純額）
－ － － － － － － － － － －

事業年度中の変動額合計

（百万円）
－ － 0 0 1,615 426 2,000 △2,942 1,099 △23 1,076

平成18年12月31日　残高

（百万円）
20,972 5,343 11,472 16,815 2,318 426 5,000 1,643 9,388 △106 47,071

評価・換算差額等

純資産合計
その他
有価証券
評価
差額金

繰延
ヘッジ損
益

評価・
換算
差額等
合計

平成17年12月31日　残高

（百万円）
908 － 908 46,903

事業年度中の変動額

固定資産圧縮積立金の積立 － － － －

固定資産圧縮積立金の取崩

(前期)
－ － － －

固定資産圧縮積立金の取崩

(当期)
－ － － －

固定資産圧縮特別勘定積立金

の積立
－ － － －

別途積立金の積立 － － － －

剰余金の配当 － － － △666

利益処分による役員賞与 － － － △24

当期純利益 － － － 1,790

自己株式の取得 － － － △25

自己株式の処分 － － － 1

株主資本以外の項目の事業年

度中の変動額（純額）
△288 7 △280 △280

事業年度中の変動額合計

（百万円）
△288 7 △280 795

平成18年12月31日　残高

（百万円）
619 7 627 47,698
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(財)財務会計基準機構会員
 

平成19年12月期　中間決算短信 平成19年７月31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）岡部　有治

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

半期報告書提出予定日 平成19年９月11日   

（百万円未満切捨て）

１．平成19年６月中間期の連結業績（平成19年１月１日～平成19年６月30日）

(1）連結経営成績 （％表示は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年６月中間期 47,276 4.7 △361 － △253 － △262 －

18年６月中間期 45,159 0.0 △770 － △756 － △682 －

18年12月期 99,355 － 1,250 － 1,360 － 1,658 －

１株当たり中間
（当期）純利益

潜在株式調整後１株当たり

中間（当期）純利益

円 銭 円 銭

19年６月中間期 △1.97 －

18年６月中間期 △5.12 －

18年12月期 12.44 －

（参考）持分法投資損益 19年６月中間期 72百万円 18年６月中間期 44百万円 18年12月期 67百万円

(2）連結財政状態

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

19年６月中間期 92,668 47,852 51.4 357.08

18年６月中間期 87,463 45,979 52.3 343.25

18年12月期 95,011 48,475 50.7 361.54

（参考）自己資本 19年６月中間期 47,586百万円 18年６月中間期 45,750百万円 18年12月期 48,198百万円

(3）連結キャッシュ・フローの状況

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

19年６月中間期 3,073 △2,438 △965 4,924

18年６月中間期 4,747 △3,962 2,342 6,973

18年12月期 1,952 △2,449 1,831 5,214

２．配当の状況

１株当たり配当金

（基準日） 中間期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭

18年12月期 － 5.00 5.00

19年12月期 (実績) － －

19年12月期（予想） － 5.00 5.00

３．平成19年12月期の連結業績予想（平成19年１月１日～平成19年12月31日）

（％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 106,000 6.4 1,900 31.2 1,700 9.1 800 △57.0 6.00
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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）中間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（中間連結財務諸表作成のための基本とな

る重要な事項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　有

②　①以外の変更　　　　　　　　有

 　　　(注) 詳細は、20ページ「会計処理方法の変更」と、21ページ「表示方法の変更」をご覧ください。

 

(3）発行済株式数（普通株式）

①　期末発行済株式数（自己株式を含む） 19年６月中間期 133,689,303株 18年６月中間期 133,689,303株 18年12月期 133,689,303株

②　期末自己株式数 19年６月中間期 424,035株 18年６月中間期 400,469株 18年12月期 375,862株

（注）１株当たり中間（当期）純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、28ページ「１株当たり情報」

をご覧ください。

（参考）個別業績の概要

１．平成19年６月中間期の個別業績（平成19年１月１日～平成19年６月30日）

(1）個別経営成績 （％表示は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年６月中間期 43,316 1.8 △540 － △271 － △234 －

18年６月中間期 42,547 △0.4 △852 － △634 － △531 －

18年12月期 92,023 － 713 － 1,048 － 1,588 －

１株当たり中間
（当期）純利益

円 銭

19年６月中間期 △1.76

18年６月中間期 △3.99

18年12月期 11.91

(2）個別財政状態

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

19年６月中間期 87,063 46,479 53.4 348.74

18年６月中間期 82,825 45,251 54.6 339.29

18年12月期 89,665 47,286 52.7 354.67

（参考）自己資本 19年６月中間期 46,479百万円 18年６月中間期 45,251百万円 18年12月期 47,286百万円

２．平成19年12月期の個別業績予想（平成19年１月１日～平成19年12月31日）

（％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 96,000 4.1 1,200 31.7 1,200 △3.7 600 △66.5 4.50

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

上記の予想は本資料の発表日現在における将来の見通し、計画のもととなる前提、予想を含んで掲載しております。

実際の業績は、今後様々な要因によって上記予測とは大きく異なる結果となる可能性があります。業績予想の前提

となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、３ページ「経営成績(経営成績の分析)」を

ご覧ください。
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１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

  当中間連結会計期間のわが国経済は、順調な輸出や設備投資に支えられ景気の回復が続きました。その一方で、所

得の伸び悩みや社会保障制度・税制に関する将来への不安、金利の上昇や原油価格の高騰などにより、個人消費は低

調にとどまりました。

　酒類業界全体では、消費の減少傾向と低価格志向が定着して、依然厳しい状況にあります。

　このような市況のもとで、当社グループは、消費者のニーズを的確に把握することに努め、新しい市場の創造や成

長分野への事業拡大にターゲットを絞り込むとともに、徹底したコスト低減に取り組みました。

　以上の結果、中間連結会計期間の売上高は、472億７千６百万円(前年同期比4.7％増)となりました。利益面では、

営業損失は３億６千１百万円(前年同期比４億８百万円営業損失減少)、経常損失は２億５千３百万円(前年同期比５億

２百万円経常損失減少)、中間純損失は２億６千２百万円(前年同期比４億２千万円中間純損失減少)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】

（洋酒部門）

 　　当中間連結会計期間のワイン市場は、景気回復とともに順調に推移しました。

　　 当社グループの国産ワイン事業は、主要製品の「ボン・ルージュ」、健康系デイリーワインの「おいしい酸化防止

剤無添加ワイン」を対象とした春キャンペーンが寄与し堅調な滑り出しとなりました。特に「おいしい酸化防止剤無

添加ワイン」は“健康・無添加”というわかりやすい付加価値が消費者に支持され、売上は前年同期を大幅に上回り

ました。また、シニア層をターゲットとしてポリフェノールの一種“リスベラトロール”やアミノ酸の一種“ギャバ”

を多く含み、まろやかな口当たりに仕上げた新製品「自然の恵み　黒ぶどう酒」、「自然の恵み　金ぶどう酒」を３

月に投入し、好調に推移しました。国産ぶどうを１００％使用した「シャトー・メルシャン」シリーズは、昨年より

愛好家の関心を集め順調に推移してまいりましたが、前年の売上増の反動が影響し、前年同期を大きく下回りました。

しかし、６月には市場で高まるスパークリングワインの人気に注目し、本格国産スパークリングワインとして「勝沼

のあわ」、「穂坂のあわ」を新発売するなど、新たな国産ぶどう１００％使用の国産ワイン市場創造に着手しました。

　　 輸入ワインでは、市況の回復とともに中高級ワインが順調に売上を伸ばしました。また、輸入デイリーワインでは、

チリNo．1ワインメーカー、コンチャ・イ・トロ社の主力商品「サンライズ」をスクリューキャップ仕様にリニューア

ルし、前年同期の売上を大きく上回りました。昨年スクリューキャップ仕様にリニューアルした同社の「フロンテラ」

やオーストラリアワインの「イーグルホーク」などのスクリューキャップ商品群は、軒並み前年同期を上回り好調に

推移しました。

     加工食品向けワインの売上も甘味系調理用スウィートワイン「ルビーノ1.8Ｌ」を３月に発売するなど堅調に推移し、

ワイン事業全体の売上は前年同期を大きく上回りました。

     低アルコール飲料市場は、新取引制度の導入による店頭価格の上昇やビール・発泡酒との競争激化もあり、前年同

期を下回り推移しました。当社グループでは、“こだわり・品質”の基幹製品「本搾りチューハイ」や「ギュギュッ

と搾った。フルーツのお酒」をリニューアルし、さらに「本搾りチューハイ」では“はっさく”、“夏柑”、「ギュ

ギュッと搾った。フルーツのお酒」では“オレンジマンゴー”、“ブラッドオレンジ”のアイテム追加を行い、低ア

ルコール飲料全体では前年同期を上回りました。

　　 梅酒市場は、業務用を中心に伸びましたが、当社グループでも紀州和歌山産完熟梅のピューレを加えたにごりタイ

プの「あらごしにごり梅酒」、カロリー５０％カット(当社比)の「かろやか梅酒」を３月に新発売し売上を伸ばし、

梅酒全体では前年同期を上回りました。デ・カイパー社のリキュールは、主力の「ピーチツリー」の不振により前年

同期を大きく下回りました。輸入ウイスキー類も低迷が続き、前年同期を大幅に割込みました。
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     (和酒部門)

　　 焼酎市場は、甲類焼酎から乙類・甲乙混和焼酎への消費移行が進み、特に甲乙混和焼酎は順調に売上を伸ばしまし

た。当社グループでは、甲類・乙類焼酎ともに付加価値の高い製品を業務用中心に拡売しましたが、前年同期を大き

く下回りました。甲乙混和焼酎は昨年発売した「いも焼酎　火唐(ぽから)黒パック」が市場の伸びもあり堅調に推移

しましたが、焼酎全体では前年同期を大幅に下回りました。

　　 その他の和酒では、合成酒が昨年の増税前の仮需の影響で前年を大きく割込み、紹興酒「古越龍山」主体の中国酒

は、業務用市場の不振が響き前年同期を下回りました。

　　 加工用酒類市場は、暖冬の影響で冬物商材の消費が低迷し、みりん・発酵調味料などが苦戦を強いられましたが、

アルコール製剤が昨年からの好調を維持するとともに大口ユーザーの新規開拓を推進した結果、前年同期の売上を大

幅に伸長し、加工用酒類全体では前年同期を上回りました。

　　 アルコール事業では、暖冬や昨年５月の酒税改正の影響で清酒用アルコールの需要が減少しましたが、当社グルー

プでは焼酎・リキュール用アルコールの受注を促進し、酒類原料用アルコールは前年同期を上回りました。また、工

業用アルコールも新規開拓に努め順調に推移し、アルコール事業全体では前年同期を上回りました。

 　　これらの結果、酒類事業の売上高は、359億２千６百万円(前年同期比2.1％増)となりました。

 

 　 【医薬・化学品事業】

 　　抗生物質「ジョサマイシン」は、中国・欧州向けが共に堅調に推移しました。抗腫瘍性抗生物質「ピラルビシン」

は中国向けが堅調に推移したものの、国内向けの減少と価格引下げの影響により厳しい状況となりました。その他の

制癌剤は需要の拡大が寄与し前年同期を大幅に上回りましたが、制癌剤全体では前年同期を下回りました。動物薬、

農薬、溶剤については前年同期を上回りました。

 　　これらの結果、医薬・化学品事業の売上高は、28億４千４百万円(前年同期比1.3％減)となりました。

 

 　 【飼料事業】

 　　畜産部門の配合飼料は、生乳減産により飼料需要が減少した市場環境のなかで、生産調整に対応した畜産農家密着

型の販売活動で前年並みの販売数量を確保するとともに、原料高騰にともなう値上げ効果により、前年同期を大幅に

上回りました。水産部門では、競合他社との価格競争に苦戦しながらも新規ユーザー開拓の販売活動や銀鮭の相場高

を背景とした需要拡大により主力製品「ソフトＥＰ」が順調に推移し、前年同期を大きく上回りました。

 　　これらの結果、飼料事業の売上高は、74億５千３百万円(前年同期比18.5％増)となりました。

 

 　 【その他】

　その他の事業の売上高は、㈱メルシャンクリンテックの環境衛生業の売上などで、10億５千２百万円(前年同期比

34.1％増)となりました。
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(2）財政状態に関する分析

資産、負債及び純資産の状況

　当中間連結会計期間における連結ベースの資産につきましては、前中間連結会計期間末に比べ、52億４百万円増

加し、当中間連結会計期間末には、926億６千８百万円となりました。

　負債につきましては、前中間連結会計期間末に比べ、33億３千１百万円増加し、当中間連結会計期間末には、448

億１千５百万円となりました。

　純資産につきましては、前中間連結会計期間末に比べ、18億７千３百万円増加し、当中間連結会計期間末には、

478億５千２百万円となりました。

 

キャッシュ・フローの状況

　当中間連結会計期間における連結ベースの現金および現金同等物は、前中間連結会計期間末に比べ、20億４千９

百万円減少し、当中間連結会計期間末には、49億２千４百万円となりました。

　当中間連結会計期間における営業活動、投資活動および財務活動による各キャッシュ・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）

　主として、売上債権の減少により、営業活動の結果獲得した資金は30億７千３百万円（前年同期比35.3％減）と

なりました。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　主として、有形固定資産の取得により、投資活動の結果使用した資金は24億３千８百万円（前年同期比38.5％減）

となりました。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　主として、配当金の支払いにより、財務活動の結果使用した資金は９億６千５百万円（前期は23億４千２百万円

の獲得）となりました。

当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンド

平成18年６月中間期 平成19年６月中間期 平成18年12月期

自己資本比率（％） 52.3 51.4 50.7

時価ベースの自己資本比率（％） 44.2 42.1 48.8

債務償還年数（年） 3.1 4.7 7.5

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 52.0 22.7 9.0

自己資本比率：自己資本／総資産

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い

１．各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。

２．株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式総数により算出しております。

３．営業キャッシュ・フローは連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しておりま

す。有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としており

ます。また、利払いにつきましては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。

 

(3）利益配分に関する基本方針及び当期の配当

　当社は、株主の皆様に対して長期にわたり安定的な配当を継続して実施することを基本方針として利益配分を行っ

ております。 

  その一方で、経営体質の強化および将来の事業展開に向けて、設備投資や研究開発等に備えるために内部留保の充

実強化も重要と考えております。

  このような方針のもとで、当期の期末配当金につきましては、１株当たり５円とさせていただく予定でおります。
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２．企業集団の状況
 

　当企業集団は、昨年度末に麒麟麦酒株式会社との業務提携が成立し、麒麟麦酒株式会社を親会社に当社および当社の

関係会社（子会社17社、関連会社８社）で構成され、酒類、医薬・化学品、飼料を主な事業としております。

　その事業内容と当該事業における位置づけは次のとおりです。

［酒類事業］

　国産の酒類については主として当社が製造し、卸売業者を通して小売業者に販売し、一部は直接需要家に販売して

おります。

　輸入酒については、一部は当社の連結子会社であるマーカムヴィニヤーズおよびシャトーレイソンより購入し、国

産の酒類と同じ経路で販売しております。

　なお、製品の物流業務の一部は連結子会社であるメルテックサービス㈱等が行っております。

［医薬・化学品事業］

　抗生物質については当社が製造し、製薬会社を通して販売しております。

　溶剤については、当社の連結子会社である三楽ファインケミカル㈱が製造したものを含めて全量購入し、連結子会

社であるメルシャンケミカル㈱を通して販売しております。

［飼料事業］

　畜産飼料については主として当社が製造し、連結子会社であるメルシャンフィード㈱および特約販売店を通して需

要家へ販売しております。

　水産飼料については主として当社が製造し、特約販売店等を通して需要家へ販売しております。

［その他の事業］

　環境事業は当社の連結子会社である㈱メルシャンクリンテックから機器等を仕入れ、販売・サービスの提供を行っ

ております。美術館の企画運営は連結子会社である㈱メルシャン軽井沢美術館で行っております。
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　なお、概略図は次のとおりであります。
概略図

 得意先 

非連結子会社 
㈱メルシャンサロン
（サ－ビス業） 
㈲ラ・ヴィーニュ 

持分法適用関連会社 
日本合成アルコール㈱ 

関連会社 
サンバイオ㈱ 
㈲タックス 
㈱葡萄ラボ 

その他の子会社、関連会社、関連当事者 

連結子会社 
マーカムヴィニヤーズ 

シャトーレイソン 
非連結子会社 

エムピーケー㈱ 
関連会社 

紹興古越龍山酒業有限公司 

紹興古越龍山果酒有限公司 

製品 

連結子会社 
三楽ファインケミカル㈱ 

メルシャンバイオグリーン㈱ 

製品 

関連会社 
マリーンバイオ㈱ 

製品 

連結子会社 
㈱メルシャンクリンテック 

㈱メルシャン軽井沢美術館 

三桜産業㈱ 

製品・サ－ビス 

製品 

連結子会社 
メルコム㈱ 
日本リカー㈱ 
メルシャンケミカル㈱ 
メルシャンフィード㈱ 
南紀串本水産㈱ 

非連結子会社 
㈱京橋ワインリカーショップ 

持分法適用関連会社 
深萬楽薬業有限公司 

製品 

連結子会社 
 メルテックサービス㈱ 

製品・サービス 

輸送部門 

親会社 
 麒麟麦酒株式会社 

親会社 

酒類事業 医薬・化学品事業 飼料事業 その他事業 

メルシャン㈱ 

　

 親会社である麒麟麦酒株式会社は持株会社制移行に伴い、平成19年7月1日付けで株主名義上の登記名義商標をキリ

ンホールディングス株式会社に変更しております。
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３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

　当社は、1934年の創業以来、一貫して、発酵技術を活かして社会に貢献してまいりました。現在では、ワインをは

じめとする酒類事業、抗生物質や制癌剤等の医薬・化学品事業、畜産・水産の飼料事業などを展開しております。

  この度、2007年７月よりキリングループの一員としての新たなスタートを新生メルシャンの「第二の創業」と位置

づけ、企業価値の一層の向上とさらなる発展を目指してまいります。

【企業理念】　

　 メルシャン(「Ｍｅｒｃｉ＋ａｎ」＝常に感謝の気持ちを持ち続ける人)は、その社名が示すとおり、お客様への感

謝の気持ちを常に大切にし、「自然の恵みをくらしに活かす」企業活動を行ってまいります。

 【経営ビジョン】

・ 成長シナリオの実現

 　将来的に市場拡大の可能性があるワイン事業と加工用酒類事業に特化し、両事業分野でのNo.1を目指します。総合

酒類化を目指すキリングループの一員として、ワインと加工用酒類でNo.1になることをグループとして託されており、

全社一丸となってこの目標達成に向けて努力してまいります。

 ・ お客様基点の経営の実践

  メルシャンの社名が示す「お客様に常に感謝の気持ちを持って行動する会社」に名実ともに変わります。そのため

に経営のあり方や仕組みを常に変革し続けます。お客様に近づき、お客様視点で考え、行動できる会社にしてまいり

ます。

 ・ ＣＳＲ(企業の社会的責任)の向上

  当社の培った発酵・醸造技術を活かして、地球資源の持つ潜在的能力を最大限に引き出し、人々の「食と健康」に

貢献します。そのために企業活動の基盤となる品質管理とＣＳＲ(企業の社会的責任)の向上に不断の努力を行ってま

いります。

 

(2）中長期的な経営戦略および目標とする経営指標

  当社は、現在麒麟麦酒株式会社との提携を反映した中期計画を策定中であります。正式には今秋発表を予定してお

りますが、今回の業務・資本提携を機に大胆な事業構造改革とそれを支える経営基盤の整備、および組織風土の改革

を同時並行で推進してまいります。

  経営戦略の柱は、「ワイン事業と加工用酒類事業でのNo.1の実現」と「グループ連携によるシナジー効果の最大化」

です。そのために焼酎・低アルコール飲料事業を麒麟麦酒株式会社に集約し、当社はワイン・加工用酒類事業に特化

する事業ポートフォーリオの再編を行い、選択と集中がより明確なかたちで実現しました。また、グループシナジー

の最大化という観点では、商品開発や生産、販売活動における協働から共同物流・購買、さらに経営戦略における新

マネジメントシステムの移植など、有形・無形のグループ連携が進みつつあります。

  当社が目標とする経営指標は、企業価値の向上を目指してＥＶＡ(経済的付加価値)を中心としてその改善への取り

組みを継続してまいります。さらに企業ビジョンと戦略を明確にすることで、財務数値に表される業績だけでなく、

財務以外の経営状況や経営品質から経営を評価し、バランスのとれた業績評価を行うといった考え方を融合させてよ

り強固な経営システムとしての運用を進めてまいります。

(3）会社の対処すべき課題

  当社が目指す、「ワイン事業と加工用酒類事業に特化し両事業分野でNo.1となること」、および「お客様基点の経

営を実践する会社となること」の２つの方針を実現するために経営のあり方、仕組み、組織風土等を絶えず見直し革

新してまいります。

 ① 経営基盤の整備として、本年７月にカンパニー制を廃止し組織を大きく見直しました。ワイン事業、加工用酒類事

業に特化するために営業本部を中心とし、市場や営業等の細部への対応を可能とする各種部門組織を構築するととも

に、間接部門では集約化による組織の簡素化に取り組みました。また、今後はＣＳＲ(企業の社会的責任)や品質管理

の分野のレベルアップに重点的に取り組んでまいります。新組織として、ＣＳＲ推進部を発足させ、全社的なリスク

マネジメントを鋭意推進いたします。

 ② コスト競争力の強化は、不断の企業活動として取り組むべきテーマですが、昨今の原材料高騰もあり、全社的コス

ト削減運動を強力に推進してまいります。また、ワイン専門会社としての価値訴求型の営業への転換など、事業モデ

ルの革新にも取り組みます。

 ③ 組織風土の革新は、お客様基点の経営を体現する行動指針を策定し周知してまいります。
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４．中間連結財務諸表
(1) 中間連結貸借対照表

  
前中間連結会計期間末
（平成18年６月30日）

当中間連結会計期間末
（平成19年６月30日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成18年12月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ　流動資産           

１　現金および預金   7,003   4,955   5,245  

２　受取手形および
売掛金

※５
 

 25,205   27,302   33,995  

３　有価証券   147   129   175  

４　たな卸資産  ※２  18,924   22,970   19,576  

５　繰延税金資産   1,385   2,184   1,885  

６　その他   3,860   3,710   2,289  

貸倒引当金   △15   △18   △20  

流動資産合計   56,512 64.6  61,234 66.1  63,146 66.5

Ⅱ　固定資産           

１　有形固定資産
※１,
２,
３

         

(1）建物および
構築物

 9,549   10,328   10,505   

(2）機械装置および
運搬具

 7,234   8,493   8,889   

(3）土地  1,606   1,729   1,718   

(4）建設仮勘定  1,003   186   103   

(5）その他  812 20,205  697 21,434  742 21,958  

２　無形固定資産   1,977   2,058   2,048  

３　投資その他の資産           

(1）投資有価証券  4,430   4,413   4,260   

(2）その他  4,841   3,898   3,970   

貸倒引当金  △504 8,767  △370 7,941  △372 7,858  

固定資産合計   30,951 35.4  31,434 33.9  31,864 33.5

資産合計   87,463 100.0  92,668 100.0  95,011 100.0
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前中間連結会計期間末
（平成18年６月30日）

当中間連結会計期間末
（平成19年６月30日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成18年12月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（負債の部）           

Ⅰ　流動負債           

１　支払手形および
買掛金

  6,402   8,619   7,978  

２　短期借入金 ※２  5,533   5,435   5,531  

３　１年内返済予定
長期借入金

  70   11   22  

４　未払金   8,468   9,792   12,212  

５　未払法人税等   276   240   639  

６　賞与引当金   443   462   346  

７　役員賞与引当金   16   20   －  

８　その他
※６
 

 9,342   8,179   7,372  

流動負債合計   30,553 34.9  32,762 35.4  34,102 35.9

Ⅱ　固定負債           

１　長期借入金   9,112   9,102   9,119  

２　繰延税金負債   1,038   2,563   2,488  

３　退職給付引当金   182   168   181  

４　役員退職慰労
引当金

  548   169   575  

５　長期預り金   47   45   46  

６　その他   1   3   21  

固定負債合計   10,931 12.5  12,053 13.0  12,432 13.1

負債合計   41,484 47.4  44,815 48.4  46,535 49.0

           

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

１　資本金   20,972 24.0  20,972 22.6  20,972 22.1

２　資本剰余金   16,826 19.2  16,834 18.2  16,834 17.7

３　利益剰余金   7,355 8.4  8,768 9.4  9,697 10.2

４　自己株式   △105 △0.1  △124 △0.1  △108 △0.1

株主資本合計   45,048 51.5  46,451 50.1  47,396 49.9

Ⅱ　評価・換算差額等           

１　その他有価証券
評価差額金

  701 0.8  736 0.8  644 0.7

２　繰延ヘッジ損益   22 0.0  22 0.0  7 0.0

３　為替換算調整勘定   △22 △0.0  376 0.4  149 0.1

評価・換算差額等
合計

  701 0.8  1,135 1.2  802 0.8

Ⅲ　少数株主持分   228 0.3  266 0.3  277 0.3

純資産合計   45,979 52.6  47,852 51.6  48,475 51.0

負債純資産合計   87,463 100.0  92,668 100.0  95,011 100.0
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(2) 中間連結損益計算書

  
前中間連結会計期間

（平成18年１月１日から
平成18年６月30日まで）

当中間連結会計期間
（平成19年１月１日から
平成19年６月30日まで）

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（平成18年１月１日から
平成18年12月31日まで）

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   45,159 100.0  47,276 100.0  99,355 100.0

Ⅱ　売上原価   32,086 71.0  34,682 73.4  70,810 71.3

売上総利益   13,073 29.0  12,594 26.6  28,544 28.7

Ⅲ　販売費および
一般管理費

※１  13,843 30.7  12,956 27.4  27,293 27.4

営業損失（△）
または営業利益

  △770 △1.7  △361 △0.8  1,250 1.3

Ⅳ　営業外収益           

１　受取利息  0   5   3   

２　受取配当金  20   27   89   

３　持分法による
投資利益

 44   72   67   

４　為替差益  －   81   60   

５　その他  71 137 0.3 89 276 0.6 156 379 0.4

Ⅴ　営業外費用           

１　支払利息  91   142   220   

２　その他  32 124 0.3 26 168 0.4 49 269 0.3

経常損失（△）
または経常利益

  △756 △1.7  △253 △0.6  1,360 1.4

Ⅵ　特別利益           

１　固定資産売却益 ※２ 23   4   4,894   

２　投資有価証券
売却益

 18   64   18   

３　国庫補助金受入額  60   －   60   

４　その他 ※４ － 103 0.2 4 74 0.2 5 4,980 5.0

           

Ⅶ　特別損失           

１　固定資産処分損 ※３ 73   43   1,240   

２　固定資産圧縮損  60   －   60   

３  事業再編成費用  ※５ －   286   －   

４　投資有価証券
評価損

 34   6   80   

５　早期退職者割増金  44   －   44   

６　養魚用飼料回収対
応費用

 －   －   1,240   

７　公開買付対応費用  －   －   461   

８　その他 ※６ 22 236 0.5 3 339 0.7 70 3,198 3.2

-　 -

【訂正後】
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前中間連結会計期間

（平成18年１月１日から
平成18年６月30日まで）

当中間連結会計期間
（平成19年１月１日から
平成19年６月30日まで）

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（平成18年１月１日から
平成18年12月31日まで）

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

税金等調整前中間
純損失（△）また
は税金等調整前当
期純利益

  △889 △2.0  △519 △1.1  3,142 3.2

法人税、住民税
および事業税

 △219   △239   626   

法人税等調整額  4 △214 △0.5 △6 △245 △0.5 799 1,425 1.4

少数株主利益また
は少数株主損失
(△)

  7 0.0  △11 △0.0  57 0.1

中間純損失（△）
または当期純利益

  △682 △1.5  △262 △0.6  1,658 1.7

           

-　 -

【訂正後】
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(3) 中間連結株主資本等変動計算書

前中間連結会計期間　（平成18年１月１日から　平成18年６月30日まで）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成17年12月31日　残高

（百万円）
20,972 16,825 8,731 △131 46,399

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当 － － △666 － △666

利益処分による役員賞与 － － △26 － △26

中間純損失（△） － － △682 － △682

自己株式の取得 － － － △8 △8

自己株式の処分 － 0 － 33 34

株主資本以外の項目の中間

連結会計期間中の変動額

（純額）

－ － － － －

中間連結会計期間中の変動額

合計（百万円）
－ 0 △1,376 25 △1,350

平成18年６月30日　残高

（百万円）
20,972 16,826 7,355 △105 45,048

評価・換算差額等

少数株主持分 純資産合計その他有価証券

評価差額金
繰延ヘッジ損益

為替換算
調整勘定

評価・換算
差額等合計

平成17年12月31日　残高

（百万円）
956 － 26 983 52 47,434

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当 － － － － － △666

利益処分による役員賞与 － － － － － △26

中間純損失（△） － － － － － △682

自己株式の取得 － － － － － △8

自己株式の処分 － － － － － 34

株主資本以外の項目の中間

連結会計期間中の変動額

（純額）

△254 22 △49 △281 176 △105

中間連結会計期間中の変動額

合計（百万円）
△254 22 △49 △281 176 △1,455

平成18年６月30日　残高

（百万円）
701 22 △22 701 228 45,979

-　 -

【訂正後】
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当中間連結会計期間　（平成19年１月１日から　平成19年６月30日まで）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年12月31日　残高

（百万円）
20,972 16,834 9,697 △108 47,396

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当 － － △666 － △666

中間純損失（△） － － △262 － △262

自己株式の取得 － － － △20 △20

自己株式の処分 － 0 － 4 4

株主資本以外の項目の中間

連結会計期間中の変動額

（純額）

－ － － － －

中間連結会計期間中の変動額

合計（百万円）
－ 0 △929 △15 △944

平成19年６月30日　残高

（百万円）
20,972 16,834 8,768 △124 46,451

評価・換算差額等

少数株主持分 純資産合計その他有価証券

評価差額金
繰延ヘッジ損益

為替換算
調整勘定

評価・換算
差額等合計

平成18年12月31日　残高

（百万円）
644 7 149 802 277 48,475

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当 － － － － － △666

中間純損失（△） － － － － － △262

自己株式の取得 － － － － － △20

自己株式の処分 － － － － － 4

株主資本以外の項目の中間

連結会計期間中の変動額

（純額）

92 14 226 332 △11 321

中間連結会計期間中の変動額

合計（百万円）
92 14 226 332 △11 △623

平成19年６月30日　残高

（百万円）
736 22 376 1,135 266 47,852

-　 -

【訂正後】
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前連結会計年度の連結株主資本等変動計算書　（平成18年１月１日から　平成18年12月31日まで）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成17年12月31日　残高

（百万円）
20,972 16,825 8,731 △131 46,399

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当 － － △666 － △666

利益処分による役員賞与 － － △26 － △26

当期純利益 － － 1,658 － 1,658

自己株式の取得 － － － △25 △25

自己株式の処分 － 8 － 47 56

株主資本以外の項目の連結会計

年度中の変動額

（純額）

－ － － － －

連結会計年度中の変動額

合計（百万円）
－ 8 965 22 996

平成18年12月31日　残高

（百万円）
20,972 16,834 9,697 △108 47,396

評価・換算差額等

少数株主持分 純資産合計その他有価証券

評価差額金
繰延ヘッジ損益

為替換算
調整勘定

評価・換算
差額等合計

平成17年12月31日　残高

（百万円）
956 － 26 983 52 47,434

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当 － － － － － △666

利益処分による役員賞与 － － － － － △26

当期純利益 － － － － － 1,658

自己株式の取得 － － － － － △25

自己株式の処分 － － － － － 56

株主資本以外の項目の連結会計

年度中の変動額

（純額）

△312 7 123 △181 225 44

連結会計年度中の変動額

合計（百万円）
△312 7 123 △181 225 1,041

平成18年12月31日　残高

（百万円）
644 7 149 802 277 48,475

-　 -

【訂正後】
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(4) 中間連結キャッシュ・フロー計算書

 
前中間連結会計期間

（平成18年１月１日から
平成18年６月30日まで）

当中間連結会計期間
（平成19年１月１日から
平成19年６月30日まで）

前連結会計年度の要約連
結キャッシュ・フロー計
算書
（平成18年１月１日から
平成18年12月31日まで）

区分 金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・
フロー

   

税金等調整前中間純損失
（△）または税金等調整前
当期純利益

△889 △519 3,142

減価償却費 1,246 1,490 2,760

のれん償却額 14 28 42

貸倒引当金の増減額　
（減少:△)

128 △3 1

賞与引当金の増減額
（減少:△)

30 116 △66

役員賞与引当金の増減額
（減少:△)

16 20 －

退職給付引当金増減額　
（減少:△)

△5 △12 △6

前払年金費用の増減額　
（増加:△)

△58 101 42

役員退職慰労引当金の増減
額 （減少:△)

25 △405 51

受取利息および受取配当金 △21 △32 △93

支払利息 91 142 220

為替差益 － △39 △33

持分法による投資利益 △44 △72 △67

有価証券売却益 △0 △1 △1

投資有価証券売却益 △18 △64 △18

投資有価証券評価損 34 6 80

ゴルフ会員権評価損 － － 30

有形固定資産処分損 73 42 1,240

有形固定資産売却益 △23 △4 △4,894

国庫補助金受入額 △60 － △60

固定資産圧縮損 60 － 60

事業再編成費用 － 286 －

売上債権の増減額　　　
（増加:△)

8,946 6,708 172

たな卸資産の増減額　　
（増加:△)

△1,806 △3,439 △2,349

-　 -

【訂正後】
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前中間連結会計期間

（平成18年１月１日から
平成18年６月30日まで）

当中間連結会計期間
（平成19年１月１日から
平成19年６月30日まで）

前連結会計年度の要約連
結キャッシュ・フロー計
算書
（平成18年１月１日から
平成18年12月31日まで）

区分 金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円）

その他資産の増減額　　
（増加:△)

56 △1,702 2,976

仕入債務の増減額　　　
（減少:△)

△624 631 946

その他負債の増減額　　　
（減少:△)

△2,455 322 △2,074

役員賞与 △27 △0 △27

小計 4,686 3,600 2,074

法人税等の還付・支払
（△）額

61 △526 △121

営業活動によるキャッシュ・
フロー

4,747 3,073 1,952

-　 -

【訂正後】
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前中間連結会計期間

（平成18年１月１日から
平成18年６月30日まで）

当中間連結会計期間
（平成19年１月１日から
平成19年６月30日まで）

前連結会計年度の要約連
結キャッシュ・フロー計
算書
（平成18年１月１日から
平成18年12月31日まで）

区分 金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円）

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・
フロー

   

定期預金の預入れによる
純収支額　（支出:△)

△20 △0 △21

有価証券の取得による支出 △107 △126 △227

有価証券の売却による収入 91 186 195

有形固定資産の取得による
支出

△3,430 △2,260 △6,607

有形固定資産の売却による
収入

246 6 5,246

無形固定資産の取得による
支出

－ △294 △1,132

投資有価証券の取得による
支出

△22 △1 △25

投資有価証券の売却による
収入

96 65 97

子会社追加取得による
純収支額（支出:△)

23 － 23

貸付けによる支出 △121 △119 △182

貸付金の回収による収入 26 105 126

利息および配当金の受取額 11 37 99

その他投資活動による支出 △756 △35 △39

投資活動によるキャッシュ・
フロー

△3,962 △2,438 △2,449

-　 -

【訂正後】
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前中間連結会計期間

（平成18年１月１日から
平成18年６月30日まで）

当中間連結会計期間
（平成19年１月１日から
平成19年６月30日まで）

前連結会計年度の要約連
結キャッシュ・フロー計
算書
（平成18年１月１日から
平成18年12月31日まで）

区分 金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円）

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・
フロー

   

短期借入金の純収支額　　
（支出:△)

226 △119 △98

長期借入れによる収入 3,000 － 3,000

長期借入金の返済による支
出

△117 △28 △161

自己株式の純収支額
(支出:△)

△7 △15 △23

配当金の支払額 △666 △666 △666

利息の支払額 △91 △135 △217

財務活動によるキャッシュ・
フロー

2,342 △965 1,831

Ⅳ　現金および現金同等物に係る
換算差額

0 39 34

Ⅴ　現金および現金同等物の増加・
減少（△）額

3,128 △289 1,368

Ⅵ　現金および現金同等物の期首
残高

3,845 5,214 3,845

Ⅶ　現金および現金同等物の中間
期末（期末）残高

6,973 4,924 5,214

-　 -

【訂正後】
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

 最近の半期報告書(平成18年9月27日提出)における記載から重要な変更がないため開示を省略しております。

 

会計処理方法の変更

前中間連結会計期間
（平成18年１月１日から
平成18年６月30日まで）

当中間連結会計期間
（平成19年１月１日から
平成19年６月30日まで）

前連結会計年度
（平成18年１月１日から
平成18年12月31日まで）

 (役員賞与に関する会計基準)

当中間連結会計期間より、「役員

賞与に関する会計基準」（企業会計

基準第４号　平成17年11月29日）を

適用しております。 

これにより、営業損失、経常損失お

よび税金等調整前中間純損失が16百

万円増加しております。

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。

 　　　　　──────　

 

　 (役員賞与に関する会計基準)

当連結会計年度より、「役員賞与

に関する会計基準」（企業会計基準

第４号　平成17年11月29日）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。

（貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準）

 当中間連結会計期間より、「貸借

対照表の純資産の部の表示に関する

会計基準」（企業会計基準第５号　

平成17年12月９日）および「貸借対

照表の純資産の部の表示に関する会

計基準等の適用指針」（企業会計基

準適用指針第８号　平成17年12月９

日）を適用しております。

 従来の資本の部の合計に相当する

金額は45,727百万円であります。

 なお、中間連結財務諸表規則の改

正により、当中間連結会計期間にお

ける中間連結貸借対照表の純資産の

部については、改正後の中間連結財

務諸表規則により作成しております。

 　　　　　──────　　

 

 

 

 （貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準）

当連結会計年度より、「貸借対照

表の純資産の部の表示に関する会計

基準」（企業会計基準第５号　平成

17年12月９日）および「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基

準等の適用指針」（企業会計基準適

用指針第８号　平成17年12月９日）

を適用しております。 

 従来の資本の部の合計に相当する

金額は48,190百万円であります。

 なお、連結財務諸表規則の改正に

より、当連結会計年度における連結

貸借対照表の純資産の部については、

改正後の連結財務諸表規則により作

成しております。

 　　　──────  (有形固定資産の減価償却方法)

当中間連結会計期間より、平成19

年度の税制改正による減価償却方法

を適用しており、平成19年４月１日

以降取得した建物(附属設備を除く)

については定額法、その他の有形固

定資産については定率法を採用して

おります。ただし既存資産について

は、従来通り旧定額法、旧定率法に

よっております。

　なお、この変更による影響額は軽

微であります。 

           ──────

 

-　 -
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表示方法の変更

前中間連結会計期間
（平成18年１月１日から
平成18年６月30日まで）

当中間連結会計期間
（平成19年１月１日から
平成19年６月30日まで）

―――――― （連結キャッシュ・フロー計算書）
 　　投資活動によるキャッシュ・フローの「無形固定資

産の取得による支出」は、前中間連結会計期間まで「そ
の他投資活動による支出」に含めて表示しておりまし
たが、金額的重要性が増したため区分掲記しておりま
す。なお、前中間連結会計期間の「無形固定資産の取
得による支出」は△777百万円であります。

-　 -

【訂正後】
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注記事項

　 (中間連結貸借対照表関係)

項目
前中間連結会計期間末
（平成18年６月30日）

当中間連結会計期間末
（平成19年６月30日）

前連結会計年度末
（平成18年12月31日）

※１　有形固定資産減価償却

累計額 43,912百万円       40,808百万円   39,878百万円

※２　担保に供している資産な

らびに担保付債務は次のと

おりであります。

   

(1）担保に供している

資産

   

たな卸資産

建物および構築物

機械装置および

運搬具

土地

753百万円

（－百万円）

86百万円

（71百万円）

78百万円

（78百万円）

115百万円

（32百万円）

   －百万円

（－百万円）

  64百万円

（64百万円）

  76百万円

（76百万円）

   32百万円

（32百万円）

   570百万円

（－百万円）

  79百万円

（66百万円）

  76百万円

（76百万円）

   115百万円

（32百万円）

(2）上記に対応する債務    

短期借入金
915百万円

（4百万円）

   4百万円

（4百万円）

   342百万円

（4百万円）

　（　）内書は、工場財団

抵当ならびに当該債務を示

しております。

   

※３　圧縮記帳額    

収用と国庫補助金の受

入れにより、取得価額より

控除している固定資産の圧

縮記帳額

 1,762百万円

 

      －百万円

 

     1,771百万円

 

※４　偶発債務    

(1）保証債務

　下記会社等の金融機関

借入金に対し保証を行っ

ております。

   

サンバイオ㈱

㈱葡萄ラボ

従業員（提携カード

ローン）

従業員（住宅貸付金）

計

397百万円

－百万円

58百万円

218百万円

674百万円

  225百万円

　－百万円

  65百万円

   173百万円

   464百万円

   282百万円

　42百万円

  60百万円

   205百万円

   591百万円

(2）手形信託譲渡高 92百万円   －百万円 　－百万円

※５　中間連結（連結）

期末日満期手形の処理

───── 　期末日満期手形の会計処理につい

ては、手形交換日をもって決済処理

しております。

　なお、当中間連結会計期間末日が

金融機関の休日であったため、次の

期末日満期手形が決算期末日残高に

含まれております。

　期末日満期手形の会計処理につい

ては、手形交換日をもって決済処理

しております。

　なお、当連結会計年度末日が金融

機関の休日であったため、次の期末

日満期手形が決算期末日残高に含ま

れております。

  受取手形    429百万円

 

受取手形    422百万円

※６　収用に伴う未決算特別

勘定

流動負債のその他のうち、川崎

工場の収用による未決算特別勘定

残高

435百万円

 　　　─────

 

　　　　─────
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   (中間連結損益計算書関係)

項目
前中間連結会計期間

（平成18年１月１日から
平成18年６月30日まで）

当中間連結会計期間
（平成19年１月１日から
平成19年６月30日まで）

前連結会計年度
（平成18年１月１日から
平成18年12月31日まで）

※１　販売費および一般管理

費の主要な費目および金

額

   

販売促進費

支払運賃

広告宣伝費

保管料

人件費

賞与引当金繰入額

役員賞与引当金繰入額

退職給付引当金繰入額

役員退職慰労引当金繰

入額

減価償却費

試験研究費

たな卸資産処分損

貸倒引当金繰入額

2,675百万円

1,924百万円

867百万円

915百万円

3,342百万円

253百万円

16百万円

239百万円

45百万円

150百万円

436百万円

145百万円

126百万円

     2,516百万円

     2,048百万円

   531百万円

   873百万円

     3,342百万円

   285百万円

  22百万円

   216百万円

  13百万円

   111百万円

   398百万円

   161百万円

　－百万円

     5,422百万円

     4,411百万円

     1,495百万円

     1,877百万円

     6,793百万円

   275百万円

　－百万円

   482百万円

  72百万円

   293百万円

   839百万円

   394百万円

17百万円

※２　固定資産売却益の内訳    

寮・社宅

川崎・勝沼土地売却

その他

計

2百万円

－百万円

21百万円

23百万円

  －百万円

 －百万円

 4百万円

  4百万円

  2百万円

   4,863百万円

 29百万円

   4,894百万円

※３　固定資産処分損の内訳    

建物および構築物

機械装置および運搬具

その他有形固定資産

解体費、その他

計

13百万円

5百万円

23百万円

30百万円

73百万円

  10百万円

 －百万円

 18百万円

  14百万円

  43百万円

  689百万円

   350百万円

 52百万円

   148百万円

   1,240百万円

※４　特別利益その他の主要

な内訳

   

貸倒引当金戻入益 －百万円  4百万円   －百万円

※５　事業再編成費用の内訳            ─────              ─────

たな卸資産処分損

有形固定資産除却損

リース解約違約金

ラベルデザイン除却損

計

 　　

 

  182百万円

 40百万円

  12百万円

  51百万円

  286百万円

 　　　　

 

※６　特別損失その他の主要

な内訳

   

会員権評価損

アスベスト対策費

貸倒引当金繰入額

－百万円

16百万円

4百万円

　－百万円

  1百万円

 1百万円

 30百万円

　33百万円

　4百万円
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   (中間連結株主資本等変動計算書関係)

 当中間連結会計期間　（平成19年１月１日から　平成19年６月30日まで）

 １．発行済株式の種類および総数ならびに自己株式の種類および株式数に関する事項  

 
前連結会計年度末

株式数（株）

当中間連結会計期間

増加株式数（株）

当中間連結会計期間

減少株式数（株）

当中間連結会計期間末株

式数（株）

発行済株式     

普通株式 133,689,303 － － 133,689,303

合計 133,689,303 － － 133,689,303

自己株式     

普通株式　（注） 375,862 62,806 14,633 424,035

  合計 375,862 62,806 14,633 424,035

  (注）　普通株式の自己株式の増加 62,806株は、単元未満株式の買取による増加であり、減少 14,633株は、単元未満株

式の買増請求による売渡であります。

 ２．配当に関する事項

　　　 配当金支払額
 

決議 株式の種類
配当金の総額

（百万円）

１株当たり

配当額

（円）

基準日 効力発生日

 平成19年３月28日定時株主総会 普通株式 666 5.00 平成18年12月31日 平成19年３月29日 
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   (中間連結キャッシュ・フロー計算書関係)

項目

前中間連結会計期間

（平成18年１月１日から

平成18年６月30日まで）

当中間連結会計期間

（平成19年１月１日から

平成19年６月30日まで）

前連結会計年度

（平成18年１月１日から

平成18年12月31日まで）

現金および現金同等物の

中間期末（期末）残高と中

間連結（連結）貸借対照表

に掲記されている科目の金

額との関係 （平成18年６月30日現在） （平成19年６月30日現在） （平成18年12月31日現在）

現金および預金勘定

預入れ期間が３ヶ月を超

える定期預金

現金および現金同等物

　7,003百万円

△30百万円

6,973百万円

    4,955百万円

　  △31百万円

    4,924百万円

     5,245百万円

　 △30百万円

     5,214百万円

株式の取得により新たに

連結子会社となった会社の

資産および負債の主な内訳

株式の追加取得により新たに

日本リカー㈱を連結したことに

伴う、連結開始時の資産および

負債の内訳ならびに株式の取得

価額と取得による収入（純額）

との関係は次のとおりです。

 （平成18年３月31日現在）

流動資産 1,276百万円

固定資産 65百万円

連結調整勘定 283百万円

流動負債 △865百万円

固定負債 △212百万円

少数株主持分 △170百万円

その他有価証券評価差

額金

△1百万円

 

取得時提出

会社持分

△322百万円

新規連結子会社株式の

取得価額

53百万円

 

新規連結子会社の現金

同等物

77百万円

 

差引：新規連結子会社

取得による収入

23百万円

   ─────

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

　株式の追加取得により新たに日

本リカー㈱を連結したことに伴う、

連結開始時の資産および負債の内

訳ならびに株式の取得価額と取得

による収入（純額）との関係は次

のとおりです。

　（平成18年３月31日現在） 

流動資産 1,276百万円

固定資産 65百万円

連結調整勘定 283百万円

流動負債 △865百万円

固定負債 △212百万円

少数株主持分 △170百万円

その他有価証券評価差

額金

△1百万円

 

取得時提出

会社持分

△322百万円

新規連結子会社株式の

取得価額

53百万円

 

新規連結子会社の現金

同等物

77百万円

 

差引：新規連結子会社

取得による収入

23百万円

 

   (リース取引関係)

      中間決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。

 

 

   (有価証券関係)

      中間決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。

 

 

   (デリバティブ取引関係)

      中間決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。

-　 -
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（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

前中間連結会計期間（平成18年１月１日から　平成18年６月30日まで）

 
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）

売上高および営業損益        

売上高        

(1）外部顧客に対する

売上高
35,204 2,880 6,290 784 45,159 － 45,159

(2）セグメント間の内部

売上高
1 0 － 2 3 (3) －

計 35,205 2,880 6,290 786 45,163 (3) 45,159

営業費用 36,302 2,431 6,433 766 45,933 (3) 45,930

営業利益または

営業損失（△）
△1,097 449 △143 20 △770 － △770

当中間連結会計期間（平成19年１月１日から　平成19年６月30日まで）

 
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）

売上高および営業損益        

売上高        

(1）外部顧客に対する

売上高
35,926 2,844 7,453 1,052 47,276 － 47,276

(2）セグメント間の内部

売上高
0 － － 487 487 (487) －

計 35,926 2,844 7,453 1,539 47,764 (487) 47,276

営業費用 36,801 2,502 7,405 1,413 48,122 (484) 47,638

営業利益または

営業損失（△）
△874 341 48 126 △358 (3) △361
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前連結会計年度（平成18年１月１日から　平成18年12月31日まで）

 
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）

売上高および営業損益        

売上高        

(1）外部顧客に対する

売上高
78,150 5,461 13,528 2,213 99,355 － 99,355

(2）セグメント間の内部

売上高
0 － － 900 901 (901) －

計 78,151 5,461 13,528 3,114 100,256 (901) 99,355

営業費用 77,817 4,891 13,368 2,925 99,003 (899) 98,104

営業利益 333 570 160 188 1,252 (1) 1,250

　（注）１．事業区分は、製品の種類・性質の類似性をもとに区別しております。

２．各事業区分の主要製品

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、清酒、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

３．会計処理方法の変更(前中間連結会計期間)

 「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載のとおり、当中間連結会計期間より役員賞与引

当金に係る会計基準を適用しております。この適用により、酒類事業12百万円、医薬・化学品事業１百万円、飼

料事業１百万円の役員賞与引当金繰入額を販売費および一般管理費に計上しております。

 

ｂ．所在地別セグメント情報

前中間連結会計期間（平成18年１月１日から　平成18年６月30日まで）、当中間連結会計期間（平成19年１月

１日から　平成19年６月30日まで）、前連結会計年度（平成18年１月１日から　平成18年12月31日まで）

　全セグメントの売上高の合計額に占める「本邦」の割合がいずれも90％を超えているため、その記載を省略

しております。

 

ｃ．海外売上高

前中間連結会計期間（平成18年１月１日から　平成18年６月30日まで）、当中間連結会計期間（平成19年１月

１日から　平成19年６月30日まで）、前連結会計年度（平成18年１月１日から　平成18年12月31日まで）

　海外売上高が、いずれも連結売上高の10％未満のため、その記載を省略しております。

-　 -
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（１株当たり情報）

前中間連結会計期間
（平成18年１月１日から
平成18年６月30日まで）

当中間連結会計期間
（平成19年１月１日から
平成19年６月30日まで）

前連結会計年度
（平成18年１月１日から
平成18年12月31日まで）

１株当たり純資産額 343円25銭

１株当たり中間純損失

金額（△）
△5円12銭

１株当たり純資産額 357円8銭

１株当たり中間純損失

金額（△）
△1円97銭

１株当たり純資産額 361円54銭

１株当たり当期純利益

金額
12円44銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益金額については、１株当たり

中間純損失であり、また、潜在株式が

存在しないため記載をしておりません。

 （追加情報）

「１株当たり当期純利益に関する会

計基準の適用指針」（企業会計基準適

用指針第４号）が平成18年１月31日付

で改正されたことに伴い、当中間連結

会計期間から繰延ヘッジ損益（税効果

調整後）の金額を普通株式に係る中間

期末の純資産額に含めております。

なお、前中間連結会計期間に係る中

間連結財務諸表において採用していた

方法により算定した当中間連結会計期

間の１株当たり純資産額は、343円7銭

であります。

　なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益金額については、１株当たり

中間純損失であり、また、潜在株式が

存在しないため記載をしておりません。

 

 

 

　なお、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益金額については、潜在株式が

存在しないため記載をしておりません。

 （追加情報）

「１株当たり当期純利益に関する会

計基準の適用指針」（企業会計基準適

用指針第４号）が平成18年１月31日付

で改正されたことに伴い、当事業年度

から繰延ヘッジ損益（税効果調整後）

の金額を普通株式に係る当事業年度末

の純資産額に含めております。

なお、前連結会計年度末において採

用していた方法により算定した当事業

年度末の１株当たり純資産額は、361

円48銭であります。

 

　（注）　１株当たり中間（当期）純利益金額または１株当たり中間純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前中間連結会計期間

(平成18年１月１日から
平成18年６月30日まで)

当中間連結会計期間
(平成19年１月１日から
平成19年６月30日まで)

前連結会計年度
(平成18年１月１日から
平成18年12月31日まで)

中間（当期）純利益または中間純損失

（△）（百万円）
△682 △262 1,658

普通株主に帰属しない金額（百万円） － － －

普通株式に係る中間（当期）純利益

または普通株式に係る中間純損失（△）

（百万円）

△682 △262 1,658

期中平均株式数（千株） 133,298 133,288 133,292

 

（重要な後発事象）

前中間連結会計期間
（平成18年１月１日から
平成18年６月30日まで）

当中間連結会計期間
（平成19年１月１日から
平成19年６月30日まで）

前連結会計年度
（平成18年１月１日から
平成18年12月31日まで）

───── 　平成19年７月中旬に発生した台風４

号の影響により、水産事業部のたな卸

資産(養殖魚)に被害が出ました。現在、

被害総額および保険求償額について調

査中です。

         ─────

-　 -
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５．中間個別財務諸表
(1) 中間貸借対照表

  
前中間会計期間末

（平成18年６月30日）
当中間会計期間末

（平成19年６月30日）
前事業年度の要約貸借対照表

（平成18年12月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ　流動資産           

１　現金および預金  5,854   3,613   4,189   

２　受取手形  1,890   2,279   2,584   

３　売掛金  22,599   24,145   30,052   

４　たな卸資産  13,844   17,229   14,329   

５　繰延税金資産  1,204   2,019   1,721   

６　その他  4,063   4,012   2,473   

貸倒引当金  △9   △12   △13   

流動資産合計   49,448 59.7  53,286 61.2  55,338 61.7

Ⅱ　固定資産           

１　有形固定資産
　
 
 

         

(1）建物  7,130   7,703   7,847   

(2）機械装置  6,740   7,981   8,341   

(3）その他  4,096   3,423   3,464   

計  17,967   19,109   19,653   

２　無形固定資産  1,678   1,819   1,776   

３　投資その他の資産           

(1）投資有価証券  7,838   7,827   7,682   

(2）その他  6,687   5,683   5,877   

貸倒引当金  △795   △661   △663   

計  13,730   12,848   12,896   

固定資産合計   33,377 40.3  33,776 38.8  34,326 38.3

資産合計   82,825 100.0  87,063 100.0  89,665 100.0

           

-　 -
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前中間会計期間末

（平成18年６月30日）
当中間会計期間末

（平成19年６月30日）
前事業年度の要約貸借対照表

（平成18年12月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（負債の部）           

Ⅰ　流動負債           

１　支払手形  11   4   22   

２　買掛金  5,926   7,684   6,999   

３　短期借入金  3,500   3,500   3,500   

４　未払金  8,355   9,634   12,049   

５　賞与引当金  324   321   322   

６　役員賞与引当金  16   19   －   

７　その他  9,135   7,959   7,702   

流動負債合計   27,270 33.0  29,122 33.4  30,597 34.2

Ⅱ　固定負債           

１　長期借入金  9,000   9,000   9,000   

２　繰延税金負債  730   2,247   2,182   

３　役員退職慰労
引当金

 526   169   552   

４　長期預り金  47   45   46   

固定負債合計   10,303 12.4  11,462 13.2  11,781 13.1

負債合計   37,574 45.4  40,584 46.6  42,378 47.3

           

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

１　資本金   20,972 25.3  20,972 24.1  20,972 23.4

２　資本剰余金           

 (1) 資本準備金  5,343   5,343   5,343   

(2) その他資本
剰余金

 11,472   11,472   11,472   

資本剰余金合計   16,815 20.3  16,815 19.3  16,815 18.7

３　利益剰余金           

 (1) その他利益剰余
金

          

固定資産圧縮
積立金

 607   2,318   2,318   

固定資産圧縮特
別勘定積立金

 －   426   426   

別途積立金  5,000   5,000   5,000   

繰越利益剰余金  1,248   330   1,231   

利益剰余金合計   6,856 8.3  8,076 9.3  8,977 10.0

４　自己株式   △90 △0.1  △122 △0.1  △106 △0.1

株主資本合計   44,554 53.8  45,743 52.6  46,659 52.0

Ⅱ　評価・換算差額等           

１　その他有価証券
評価差額金

  673 0.8  713 0.8  619 0.7

２　繰延ヘッジ損益   22 0.0  22 0.0  7 0.0

評価・換算差額等
合計

  696 0.8  736 0.8  627 0.7

純資産合計   45,251 54.6  46,479 53.4  47,286 52.7

負債純資産合計   82,825 100.0  87,063 100.0  89,665 100.0

-　 -
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(2) 中間損益計算書

  
前中間会計期間

（平成18年１月１日から
平成18年６月30日まで）

当中間会計期間
（平成19年１月１日から
平成19年６月30日まで）

前事業年度の要約損益計算書
（平成18年１月１日から
平成18年12月31日まで）

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   42,547 100.0  43,316 100.0  92,023 100.0

Ⅱ　売上原価   30,234 71.1  31,795 73.4  65,514 71.2

売上総利益   12,313 28.9  11,521 26.6  26,509 28.8

Ⅲ　販売費および一般管
理費

  13,165 30.9  12,062 27.8  25,796 28.0

営業損失（△）
または営業利益

  △852 △2.0  △540 △1.2  713 0.8

Ⅳ　営業外収益           

１　受取利息および配
当金

 243   258   318   

２　為替差益  －   81   60   

３　その他  68 311 0.7 63 403 0.9 142 521 0.5

Ⅴ　営業外費用           

１　支払利息  59   109   150   

２　その他  34 93 0.2 25 134 0.3 36 187 0.2

経常損失（△）
または経常利益

  △634 △1.5  △271 △0.6  1,048 1.1

Ⅵ　特別利益           

１　固定資産売却益  2   0   4,866   

２　投資有価証券
売却益

 18   64   18   

３　国庫補助金
受入額

 60   －   60   

４　その他  － 81 0.2 4 69 0.2 － 4,946 5.4

Ⅶ　特別損失           

１　固定資産処分損  73   43   1,239   

２　固定資産圧縮損  60   －   60   

３  事業再編成費用  －   286   －   

４　投資有価証券
評価損

 34   6   80   

５　早期退職者割増金  44   －   44   

６　養魚用飼料回収対
応費用

 －   －   1,240   

７　公開買付対応費用  －   －   461   

８　その他  21 234 0.6 3 339 0.8 68 3,195 3.5

-　 -
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前中間会計期間

（平成18年１月１日から
平成18年６月30日まで）

当中間会計期間
（平成19年１月１日から
平成19年６月30日まで）

前事業年度の要約損益計算書
（平成18年１月１日から
平成18年12月31日まで）

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

税引前中間純損失
（△）または税引
前当期純利益

  △787 △1.9  △541 △1.2  2,799 3.0

法人税、住民税
および事業税

 △255   △307   483   

法人税等調整額  － △255 △0.6 － △307 △0.7 726 1,210 1.3

中間純損失（△）
または当期純利益

  △531 △1.3  △234 △0.5  1,588 1.7
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(3）中間株主資本等変動計算書

前中間会計期間　（平成18年１月１日から　平成18年６月30日まで）

株主資本

資本金

 資本剰余金  利益剰余金

自己株式
株主資本
合計資本

準備金

その他
資本
剰余金

資本
剰余金
合計

その他利益剰余金
利益
剰余金
合計

固定資産
圧縮
積立金

別途
積立金

繰越
利益
剰余金

平成17年12月31日　残高

（百万円）
20,972 5,343 11,472 16,815 703 3,000 4,376 8,079 △82 45,785

中間会計期間中の変動額

固定資産圧縮積立金の取崩 － － － － △95 － 95 － － －

別途積立金の積立 － － － － － 2,000 △2,000 － － －

剰余金の配当 － － － － － － △666 △666 － △666

利益処分による役員賞与 － － － － － － △24 △24 － △24

中間純損失（△） － － － － － － △531 △531 － △531

自己株式の取得 － － － － － － － － △8 △8

自己株式の処分 － － 0 0 － － － － 0 0

株主資本以外の項目の中間

会計期間中の変動額（純額）
－ － － － － － － － － －

中間会計期間中の変動額合計

（百万円）
－ － 0 0 △95 2,000 △3,127 △1,222 △7 △1,230

平成18年６月30日　残高

（百万円）
20,972 5,343 11,472 16,815 607 5,000 1,248 6,856 △90 44,554

評価・換算差額等

純資産合計
その他
有価証券
評価
差額金

繰延
ヘッジ損
益

評価・
換算
差額等
合計

平成17年12月31日　残高

（百万円）
908 － 908 46,693

中間会計期間中の変動額

固定資産圧縮積立金の取崩 － － － －

別途積立金の積立 － － － －

剰余金の配当 － － － △666

利益処分による役員賞与 － － － △24

中間純損失（△） － － － △531

自己株式の取得 － － － △8

自己株式の処分 － － － 0

株主資本以外の項目の中間

会計期間中の変動額（純額）
△234 22 △211 △211

中間会計期間中の変動額合計

（百万円）
△234 22 △211 △1,441

平成18年６月30日　残高

（百万円）
673 22 696 45,251
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当中間会計期間　（平成19年１月１日から　平成19年６月30日まで）
株主資本

資本金

 資本剰余金  利益剰余金

自己株式
株主資本
合計

資本

準備金

その他
資本
剰余金

資本
剰余金
合計

その他利益剰余金
利益
剰余金
合計

固定資産
圧縮
積立金

固定資産
圧縮特別
勘定積立
金

別途
積立金

繰越
利益
剰余金

平成18年12月31日　残高

（百万円）
20,972 5,343 11,472 16,815 2,318 426 5,000 1,231 8,977 △106 46,659

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当 － － － － － － － △666 △666 － △666

中間純損失（△） － － － － － － － △234 △234 － △234

自己株式の取得 － － － － － － － － － △20 △20

自己株式の処分 － － 0 0 － － － － － 4 4

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額）
－ － － － － － － － － － －

中間会計期間中の変動額合計

（百万円）
－ － 0 0 － － － △900 △900 △15 △916

平成19年6月30日　残高

（百万円）
20,972 5,343 11,472 16,815 2,318 426 5,000 330 8,076 △122 45,743

評価・換算差額等

純資産合計
その他
有価証券
評価
差額金

繰延
ヘッジ損
益

評価・
換算
差額等
合計

平成18年12月31日　残高

（百万円）
619 7 627 47,286

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当 － － － △666

中間純損失（△） － － － △234

自己株式の取得 － － － △20

自己株式の処分 － － － 4

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額）
94 14 108 108

中間会計期間中の変動額合計

（百万円）
94 14 108 △807

平成19年6月30日　残高

（百万円）
713 22 736 46,479
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前事業年度の株主資本等変動計算書　（平成18年１月１日から　平成18年12月31日まで）
株主資本

資本金

 資本剰余金  利益剰余金

自己株式
株主資本
合計

資本

準備金

その他
資本
剰余金

資本
剰余金
合計

その他利益剰余金
利益
剰余金
合計

固定資産
圧縮
積立金

固定資産
圧縮特別
勘定積立
金

別途
積立金

繰越
利益
剰余金

平成17年12月31日　残高

（百万円）
20,972 5,343 11,472 16,815 703 － 3,000 4,376 8,079 △82 45,785

事業年度中の変動額

固定資産圧縮積立金の積立 － － － － 1,872 － － △1,872 － － －

固定資産圧縮積立金の取崩

(前期)
－ － － － △95 － － 95 － － －

固定資産圧縮積立金の取崩

(当期)
－ － － － △161 － － 161 － － －

固定資産圧縮特別勘定積立金

の積立
－ － － － － 426 － △426 － － －

別途積立金の積立 － － － － － － 2,000 △2,000 － － －

剰余金の配当 － － － － － － － △666 △666 － △666

利益処分による役員賞与 － － － － － － － △24 △24 － △24

当期純利益 － － － － － － － 1,588 1,588 － 1,588

自己株式の取得 － － － － － － － － － △25 △25

自己株式の処分 － － 0 0 － － － － － 1 1

株主資本以外の項目の事業年

度中の変動額（純額）
－ － － － － － － － － － －

事業年度中の変動額合計

（百万円）
－ － 0 0 1,615 426 2,000 △3,145 897 △23 874

平成18年12月31日　残高

（百万円）
20,972 5,343 11,472 16,815 2,318 426 5,000 1,231 8,977 △106 46,659

評価・換算差額等

純資産合計
その他
有価証券
評価
差額金

繰延
ヘッジ損
益

評価・
換算
差額等
合計

平成17年12月31日　残高

（百万円）
908 － 908 46,693

事業年度中の変動額

固定資産圧縮積立金の積立 － － － －

固定資産圧縮積立金の取崩

(前期)
－ － － －

固定資産圧縮積立金の取崩

(当期)
－ － － －

固定資産圧縮特別勘定積立金

の積立
－ － － －

別途積立金の積立 － － － －

剰余金の配当 － － － △666

利益処分による役員賞与 － － － △24

当期純利益 － － － 1,588

自己株式の取得 － － － △25

自己株式の処分 － － － 1

株主資本以外の項目の事業年

度中の変動額（純額）
△288 7 △280 △280

事業年度中の変動額合計

（百万円）
△288 7 △280 593

平成18年12月31日　残高

（百万円）
619 7 627 47,286

-　 -
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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

（百万円未満切捨て）

１．平成19年12月期第３四半期の連結業績（平成19年１月１日　～　平成19年９月30日）

(1）連結経営成績 （％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（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年12月期第３四半期 71,058 6.7 △807 － △706 － △302 －

18年12月期第３四半期 66,570 △0.4 △914 － △876 － △909 －

18年12月期 99,587  1,448  1,558  1,860  

１株当たり四半期
（当期）純利益

潜在株式調整後
１株当たり四半期
（当期）純利益

 円　銭  円　銭

19年12月期第３四半期  △2.27  －

18年12月期第３四半期  △6.82  －

18年12月期  13.96  －

(2）連結財政状態  

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

19年12月期第３四半期 88,458 47,910 53.9  357.77

18年12月期第３四半期 87,924 46,052 52.1  343.94

18年12月期 95,418 48,887 50.9  364.63

(3）連結キャッシュ・フローの状況（平成19年１月１日　～　平成19年９月30日）  

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

19年12月期第３四半期 5,513 △2,400 △839 7,472

18年12月期第３四半期 4,213 △5,616 2,370 4,827

18年12月期 1,952 △2,449 1,831 5,214

-　 -
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２．配当の状況

 ・現金配当 １株当たり配当金

期末 年間

円 銭 円 銭

18年12月期 5.00 5.00

19年12月期（実績） －  

19年12月期（予想） 5.00 5.00

 

３．平成19年12月期の連結業績予想（平成19年１月１日　～　平成19年12月31日）　

　　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７月に発表した通期の業績予想に修正はありません。

 

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）　：　無

(2）会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無　　　　　　　　　　　　　　：　有

(3）最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無　　　　　　　　　　　　：　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。

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

　予想の数値は本資料の発表日現在における将来の見通し、計画のもととなる前提、予測を含んでおります。実際

の業績は、今後様々な要因によって予想値とは大きく異なる結果となる可能性があります。

　業績予想の前提となる仮定等については、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情

報をご覧下さい。

-　 -
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【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（平成19年１月１日から９月30日まで）の連結売上高は、71,058百万円（前年同期比6.7％増）となりま

した。利益面では連結営業損失は807百万円、連結経常損失は706百万円、連結純損失は302百万円となりました。

 

 (酒類事業)

  ワイン市場は、国産・輸入ともに上期からの回復傾向を維持し堅調に推移しました。

  当社グループの国産ワインは、健康系デイリーワインの「おいしい酸化防止剤無添加ワイン」が好調に売上を伸ばし、

国産ワイン全体を牽引しました。手頃感のある「ビストロ」は既存の７２０ml瓶からボックスタイプへのシフトが進み、

低価格市場のワインが低調にあるなか堅実に推移し前年同期並みとしました。主軸の「ボン・ルージュ」は発売１１年

目を迎え、リニューアルキャンペーンを行いましたが、新規ユーザーの獲得には繋がらず微減傾向が続きました。品質

の高さを評価されている国産ファインワインは、稀少性と広告効果により「シャトー・メルシャン　桔梗ヶ原メルロー

シグナチャー」が大きく伸長しました。また、ワインセミナーで丹念に商品説明をした「シャトー・メルシャン　甲州

グリ・ド・グリ」がその味わいを評価され大きく売上を伸ばしましたが、主力の「シャトー・メルシャン　ジェイ・

フィーヌ」は前年までの急拡大の反動により前年同期を大幅に下回る結果となりました。国産ワイン全体では、前年同

期を大きく上回りました。

  輸入ワインは、手軽に楽しめるスクリューキャップを採用したチリNo．1ワインメーカーのコンチャ・イ・トロ社の

「サンライズ」、「フロンテラ」、オーストラリアワインの「イーグルホーク」などが前年同期に比べ大きく伸長しま

した。伝統国強化の一環として全面リニューアルし、“ベスト・バリュー・ボルドー”をコンセプトに造られた「ドゥ

ルトｂボルドー」も前年同期を上回り、輸入ワイン全体で前年同期を上回る結果となりました。ワイン事業全体では、

麒麟麦酒株式会社からの移管商品「カフェ・ド・パリ」、「フランジア」なども加わり前年同期を上回りました。

  中国酒は、中国食品の安全性の問題が取り上げられ、中国料理店への影響が少なからずありましたが、昨年発売した

低価格商品「古繊道」などが料飲店に定着し着実に売上を伸ばし、前年同期並みに推移しました。

　加工用酒類市場は、残暑の影響で調理麺類の売上が大幅増となったものの、その他の弁当・惣菜類については厳しい

状況が続きました。当社グループの加工用酒類事業では、みりん、加工用ワインの売上が堅調に推移し前年同期を上回っ

たほか、製菓用洋酒も麒麟麦酒株式会社から移管を受けた「マイヤーズ・ラム」が寄与し、前年同期に比べ大幅に伸長

しました。また、アルコール製剤についても新規ユーザーの獲得により前年同期の売上を大きく伸ばし、加工用酒類事

業全体で前年同期を上回りました。

　アルコール事業では、酎ハイなどに使用されるリキュール用アルコールの販売を促進し、清酒用アルコールの減少を

補った結果、酒類原料用アルコールは前年同期を上回りました。一方、工業用アルコールは堅実な販売を展開し前年同

期並みを確保しました。アルコール事業全体では、前年同期を上回りました。

  ７月より麒麟麦酒株式会社に販売を移管し、同社からの受託生産をすることとなった国産ウイスキー、梅酒、低アル

コール飲料、焼酎類は、金額ベースでの単純な前年比較をすることが出来ませんが、出荷数量ベースで比較しますとカ

テゴリーによりバラつきはあるものの、受託生産品全体では、ほぼ前年同期並みの出荷量で推移しました。

　これらの結果、酒類事業の売上高は、53,170百万円(前年同期比3.6％増)となりました。

 (医薬・化学品事業)

　抗生物質「ジョサマイシン」は、上期に引き続き、中国・欧州向けともに堅調に推移しました。抗腫瘍性抗生物質「ピ

ラルビシン」は国内向けが減少し前年同期を下回りましたが、その他の制癌剤が順調に売上を伸ばし、制癌剤全体では

前年同期を大幅に伸長しました。溶剤その他の商品についても前年同期を上回りました。

　これらの結果、医薬・化学品事業の売上高は、4,439百万円(前年同期比9.0％増)となりました。

 (飼料事業)

　畜産飼料事業では配合飼料において、生乳生産調整に対応した栄養成分を調整した製品とプレミアム製品の発売、お

よび生産者個別対応の技術営業戦略が功を奏したほか、値上げ効果も加わり前年同期に比べ大きく伸長しました。一方、

サプリメントは生乳減産の影響をまともに受けて減少し、前年同期を大きく下回りました。水産飼料事業では台風・高

水温・赤潮などの自然現象の影響で各地の販売量が大幅に減少しましたが、配合飼料と競合する冷凍生餌の価格高騰で、

主力品のソフトＥＰが増加し、前年同期を上回る売上となりました。

　これらの結果、飼料事業の売上高は、11,954百万円(前年同期比21.2％増)となりました。

 (その他)

　その他の売上は、㈱メルシャンクリンテックの環境衛生業の売上などで、1,494百万円(前年同期比15.1％増)となりま

した。

-　 -
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２．連結財政状態に関する定性的情報

  資産、負債及び純資産の状況

  当第３四半期末の総資産は、麒麟麦酒株式会社から輸入ワインが移管されたこと等により、棚卸資産が増加しました

が、支払いサイト短縮により売上債権が減少し、前年並みの88,458百万円となりました。負債につきましては、麒麟麦

酒株式会社との業務提携に伴い、未払値引等が減少し、前年同期比1,323百万円減の40,547百万円となりました。純資産

につきましては、利益剰余金等の増加により、前年同期比1,857百万円増の47,910百万円となりました。この結果、自己

資本比率は、53.9％となりました。

 

　キャッシュフローの状況　

当第３四半期における各キャッシュ・フロ－の状況とそれらの要因は次のとおりであります。

（営業キャッシュ・フロー）

　主として、売上債権の減少により、営業活動の結果獲得した資金は5,513百万円（前年同期比30.8％増）となりまし

た。

（投資キャッシュ・フロー）

　主として、有形固定資産の取得により、投資活動の結果使用した資金は2,400百万円（支出が前年同期比57.3％減）と

なりました。

（財務キャッシュ・フロー）

　主として、配当金の支払いにより、財務活動の結果使用した資金は839百万円（前期は2,370百万円の獲得）となりま

した。

３．連結業績予想に関する定性的情報

  平成19年12月期の業績予想は、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、

効率化に努めコスト削減を図ることにより、平成19年７月31日に発表した通期の業績予想に修正はありません。

 

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）

   該当事項はありません。

 

(2）会計処理の方法における簡便な方法の採用

   法人税等の計上基準に簡便的な方法を採用しております。

 

(3）最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更

 　当連結会計年度より、平成19年度の税制改正による減価償却方法を適用しており、平成19年４月１日以降取得し　

 た建物(附属品は除く)については定額法、その他の有形固定資産については定率法を採用しております。ただし、

 既存資産については従来通り旧定額法、旧定率法によっております。

 　なお、この変更による影響額は軽微であります。

-　 -
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５．(要約) 四半期連結財務諸表

(1）（要約）四半期連結貸借対照表

前年同四半期末
(平成18年９月30日)

当四半期末
(平成19年９月30日)

増減
（参考）

前連結会計年度末
(平成18年12月31日)

区分 金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額
（百万円）

増減率
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

現金および預金 4,857 7,503 2,646 5,245

受取手形および

売掛金
23,506 18,344 △5,161 34,134

たな卸資産 19,136 23,120 3,984 19,844

その他 7,141 8,418 1,276 4,330

流動資産合計 54,642 62.2 57,387 64.9 2,744 5.0 63,553 66.6

Ⅱ　固定資産

有形固定資産 22,430 25.5 21,093 23.9 △1,337 △6.0 21,958 23.0

無形固定資産 2,046 2.3 2,137 2.4 91 4.5 2,048 2.2

投資その他の資産 8,804 10.0 7,840 8.8 △964 △11.0 7,858 8.2

固定資産合計 33,281 37.8 31,071 35.1 △2,210 △6.6 31,864 33.4

資産合計 87,924 100.0 88,458 100.0 534 0.6 95,418 100.0

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

支払手形および

買掛金
6,106 7,611 1,504 7,978

短期借入金 5,637 5,613 △23 5,531

１年内返済予定

長期借入金
34 5 △29 22

未払金 8,789 7,036 △1,752 12,212

その他 10,361 8,290 △2,070 8,353

流動負債合計 30,929 35.2 28,557 32.3 △2,371 △7.7 34,098 35.8

Ⅱ　固定負債

長期借入金 9,119 9,085 △34 9,119

退職給付引当金 180 170 △10 181

役員退職慰労引当

金
562 169 △392 575

その他 1,079 2,564 1,485 2,556

固定負債合計 10,941 12.4 11,989 13.5 1,048 9.6 12,432 13.0

負債合計 41,871 47.6 40,547 45.8 △1,323 △3.2 46,530 48.8

-　 -
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前年同四半期末
(平成18年９月30日)

当四半期末
(平成19年９月30日)

増減
（参考）

前連結会計年度末
(平成18年12月31日)

区分 金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額
（百万円）

増減率
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（純資産の部）         

Ⅰ　株主資本         

資本金 20,972 23.9 20,972 23.7 － － 20,972 22.0

資本剰余金 16,826 19.1 16,834 19.0 8 0.0 16,834 17.6

利益剰余金 7,339 8.3 9,140 10.3 1,801 24.5 10,109 10.6

自己株式 △108 △0.1 △141 △0.1 △32 － △108 △0.1

株主資本合計 45,029 51.2 46,806 52.9 1,777 3.9 47,807 50.1

Ⅱ　評価・換算差額等         

その他有価証券評

価差額金
684 0.8 703 0.8 19 2.9 644 0.7

繰延ヘッジ損益 40 0.0 18 0.0 △22 △54.2 7 0.0

為替換算調整勘定 84 0.1 126 0.2 42 49.5 149 0.1

評価・換算差額等合

計
809 0.9 849 1.0 39 4.9 802 0.8

Ⅲ　少数株主持分 213 0.3 254 0.3 40 19.0 277 0.3

純資産合計 46,052 52.4 47,910 54.2 1,857 4.0 48,887 51.2

負債、純資産合計 87,924 100.0 88,458 100.0 534 0.6 95,418 100.0

         

-　 -
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(2）（要約）四半期連結損益計算書

前年同四半期
（平成18年１月１日から
平成18年９月30日まで）

当四半期
（平成19年１月１日から
平成19年９月30日まで）

増減

（参考）
前連結会計年度

（平成18年１月１日から
平成18年12月31日まで）

区分 金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

金額
（百万円）

増減率
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 66,570 100.0 71,058 100.0 4,488 6.7 99,587 100.0

Ⅱ　売上原価 47,396 71.2 53,450 75.2 6,054 12.8 70,863 71.2

売上総利益 19,174 28.8 17,608 24.8 △1,566 △8.2 28,724 28.8

Ⅲ　販売費および一般管

理費
20,089 30.2 18,416 25.9 △1,673 △8.3 27,275 27.3

営業利益または

営業損失（△）
△914 △1.4 △807 △1.1 106 － 1,448 1.5

Ⅳ　営業外収益 216 0.3 356 0.5 139 64.5 379 0.4

Ⅴ　営業外費用 178 0.3 255 0.4 76 43.0 269 0.3

経常利益または

経常損失（△）
△876 △1.3 △706 △1.0 169 － 1,558 1.6

Ⅵ　特別利益 116 0.2 560 0.8 444 382.9 4,984 5.0

Ⅶ　特別損失 725 1.1 352 0.5 △373 △51.4 3,198 3.2

税金等調整前四半

期（当期）純利益

または四半期純損

失（△）

△1,486 △2.2 △498 △0.7 987 － 3,344 3.4

税金費用 △570 △0.9 △173 △0.3 397 － 1,425 1.4

少数株主利益また

は少数株主損失

（△）

△6 △0.0 △23 △0.0 △16 － 57 0.1

四半期（当期）

純利益または四半

期純損失（△）

△909 △1.4 △302 △0.4 607 － 1,860 1.9

-　 -
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(3）（要約）四半期連結株主資本等変動計算書

前年同四半期連結会計期間（平成18年１月１日から　平成18年９月30日まで）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成17年12月31日　残高

（百万円）
20,972 16,825 8,941 △131 46,609

第３四半期中の変動額

剰余金の配当 － － △666 － △666

利益処分による役員賞与 － － △26 － △26

四半期純利益 － － △909 － △909

自己株式の取得 － － － △12 △12

自己株式の処分 － 0 － 34 34

株主資本以外の項目の

第３四半期中の変動額（純額）
－ － － － －

第３四半期中の変動額合計

（百万円）
－ 0 △1,602 22 △1,579

平成18年９月30日　残高

（百万円）
20,972 16,826 7,339 △108 45,029

評価・換算差額等

少数株主持分 純資産合計
その他有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ損益
為替換算
調整勘定

評価・換算
差額等合計

平成17年12月31日　残高

（百万円）
956 － 26 983 52 47,644

第３四半期中の変動額

剰余金の配当 － － － － － △666

利益処分による役員賞与 － － － － － △26

四半期純利益 － － － － － △909

自己株式の取得 － － － － － △12

自己株式の処分 － － － － － 34

株主資本以外の項目の

第３四半期中の変動額（純額）
△272 40 58 △173 161 △12

第３四半期中の変動額合計

（百万円）
△272 40 58 △173 161 △1,592

平成18年９月30日　残高

（百万円）
684 40 84 809 213 46,052

-　 -
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当四半期連結会計期間（平成19年１月１日から　平成19年９月30日まで）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年12月31日　残高

（百万円）
20,972 16,834 10,109 △108 47,807

第３四半期中の変動額

剰余金の配当 － － △666 － △666

四半期純利益 － － △302 － △302

自己株式の取得 － － － △37 △37

自己株式の処分 － 0 － 4 5

株主資本以外の項目の

第３四半期中の変動額（純額）
－ － － － －

第３四半期中の変動額合計

（百万円）
－ 0 △968 △32 △1,001

平成19年９月30日　残高

（百万円）
20,972 16,834 9,140 △141 46,806

評価・換算差額等

少数株主持分 純資産合計
その他有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ損益
為替換算
調整勘定

評価・換算
差額等合計

平成18年12月31日　残高

（百万円）
644 7 149 802 277 48,887

第３四半期中の変動額

剰余金の配当 － － － － － △666

四半期純利益 － － － － － △302

自己株式の取得 － － － － － △37

自己株式の処分 － － － － － 5

株主資本以外の項目の

第３四半期中の変動額（純額）
59 10 △23 47 △23 23

第３四半期中の変動額合計

（百万円）
59 10 △23 47 △23 △977

平成19年９月30日　残高

（百万円）
703 18 126 849 254 47,910

-　 -
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（参考）前連結会計年度の連結株主資本等変動計算書（平成18年１月１日から　平成18年12月31日まで）

  

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成17年12月31日　残高

(百万円) 
20,972 16,825 8,941 △131 46,609

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当 － － △666 － △666

利益処分による役員賞与 － － △26 － △26

当期純利益 － － 1,860 － 1,860

自己株式の取得 － － － △25 △25

自己株式の処分 － 8 － 47 56

株主資本以外の項目の

連結会計年度中の変動額(純額)
－ － － － －

連結会計年度中の変動額合計

(百万円) 
－ 8 1,167 22 1,198

平成18年12月31日　残高

(百万円) 
20,972 16,834 10,109 △108 47,807

評価・換算差額等

少数株主持分 純資産合計
その他有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ損益
為替換算
調整勘定

評価・換算
差額等合計

平成17年12月31日　残高

(百万円) 
956 － 26 983 52 47,644

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当 － － － － － △666

利益処分による役員賞与 － － － － － △26

当期純利益 － － － － － 1,860

自己株式の取得 － － － － － △25

自己株式の処分 － － － － － 56

株主資本以外の項目の

連結会計年度中の変動額(純額)
△312 7 123 △181 225 44

連結会計年度中の変動額合計

(百万円) 
△312 7 123 △181 225 1,243

平成18年12月31日　残高

(百万円) 
644 7 149 802 277 48,887

-　 -
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(4）（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18年１月１日から
平成18年９月30日まで）

当四半期
（平成19年１月１日から
平成19年９月30日まで）

（参考）
前連結会計年度

（平成18年１月１日から
平成18年12月31日まで）

区分 金額（百万円） 金額（百万円） 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（当
期）純利益または四半期
純損失（△）

△1,486 △498 3,344

減価償却費 2,004 2,257 2,760

売上債権の減少額 10,651 15,788 33

たな卸資産の増加額 △1,750 △3,481 △2,418

仕入債務の増加・減少額
（△）

△923 △364 946

その他 △4,239 △7,255 △2,592

小計 4,255 6,445 2,074

法人税等の支払額 △41 △932 △121

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

4,213 5,513 1,952

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

27 159 39

有形固定資産の純収支 △4,192 △1,988 △1,361

貸付金の純収支 △119 △48 △56

利息および配当金の
受取額

84 62 99

その他 △1,416 △585 △1,169

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

△5,616 △2,400 △2,449

-　 -
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前年同四半期
（平成18年１月１日から
平成18年９月30日まで）

当四半期
（平成19年１月１日から
平成19年９月30日まで）

（参考）
前連結会計年度

（平成18年１月１日から
平成18年12月31日まで）

区分 金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円）

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

借入金の純収支 3,166 27 2,739

自己株式による純収支 △10 △19 △23

配当金の支払額 △666 △666 △666

利息の支払額 △118 △180 △217

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

2,370 △839 1,831

Ⅳ　現金および現金同等物に係
る換算差額

13 △15 34

Ⅴ　現金および現金同等物の増
加額

981 2,257 1,368

Ⅵ　現金および現金同等物の期
首残高

3,845 5,214 3,845

Ⅶ　現金および現金同等物の期
末残高

4,827 7,472 5,214

-　 -
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(5）セグメント情報

［事業の種類別セグメント情報］

 

前年同四半期（平成18年１月１日から　平成18年９月30日まで）

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）

売上高および営業損益

売上高

(1）外部顧客に対する

売上高
51,330 4,073 9,867 1,298 66,570 － 66,570

(2）セグメント間の内部

売上高
0 － － 656 657 (657) －

計 51,331 4,073 9,867 1,955 67,228 (657) 66,570

営業費用 52,959 3,653 9,661 1,866 68,141 (656) 67,485

営業利益または営業損失（△） △1,628 420 205 88 △913 (1) △914

当四半期（平成19年１月１日から　平成19年９月30日まで）

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）

売上高および営業損益

売上高

(1）外部顧客に対する

売上高
53,170 4,439 11,954 1,494 71,058 － 71,058

(2）セグメント間の内部

売上高
2 － － 692 694 (694) －

計 53,172 4,439 11,954 2,186 71,753 (694) 71,058

営業費用 54,692 3,907 11,895 2,063 72,558 (691) 71,866

営業利益または営業損失（△） △1,519 532 59 123 △804 (3) △807

-　 -
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(参考) 前連結会計年度（平成18年１月１日から　平成18年12月31日まで）

 
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）

Ⅰ　売上高および営業損益        

売上高        

(1）外部顧客に対する

　　売上高
78,150 5,461 13,761 2,213 99,587 － 99,587

(2）セグメント間の内部

売上高
0 － － 900 901 (901) －

計 78,151 5,461 13,761 3,114 100,489 (901) 99,587

営業費用 77,817 4,891 13,404 2,925 99,039 (899) 98,139

営業利益 333 570 357 188 1,450 (1) 1,448

-　 -
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(財)財務会計基準機構会員
 

平成19年12月期　第３四半期財務・業績の概況
   平成19年10月31日

上場会社名 メルシャン株式会社 上場取引所 東証一部・大証一部

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）岡部　有治

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

（百万円未満切捨て）

１．平成19年12月期第３四半期の連結業績（平成19年１月１日　～　平成19年９月30日）

(1）連結経営成績 （％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（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年12月期第３四半期 71,002 6.8 △757 － △656 － △257 －

18年12月期第３四半期 66,469 △0.6 △1,112 － △1,074 － △1,113 －

18年12月期 99,355  1,250  1,360  1,658  

１株当たり四半期
（当期）純利益

潜在株式調整後
１株当たり四半期
（当期）純利益

 円　銭  円　銭

19年12月期第３四半期  △1.93  －

18年12月期第３四半期  △8.35  －

18年12月期  12.44  －

(2）連結財政状態  

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

19年12月期第３四半期 88,104 47,543 53.7  355.01

18年12月期第３四半期 87,521 45,638 51.9  340.83

18年12月期 95,011 48,475 50.7  361.54

(3）連結キャッシュ・フローの状況（平成19年１月１日　～　平成19年９月30日）  

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

19年12月期第３四半期 5,513 △2,400 △839 7,472

18年12月期第３四半期 4,213 △5,616 2,370 4,827

18年12月期 1,952 △2,449 1,831 5,214

-　 -
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２．配当の状況

 ・現金配当 １株当たり配当金

期末 年間

円 銭 円 銭

18年12月期 5.00 5.00

19年12月期（実績） －  

19年12月期（予想） 5.00 5.00

 

３．平成19年12月期の連結業績予想（平成19年１月１日　～　平成19年12月31日）　

　　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７月に発表した通期の業績予想に修正はありません。

 

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）　：　無

(2）会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無　　　　　　　　　　　　　　：　有

(3）最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無　　　　　　　　　　　　：　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。

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

　予想の数値は本資料の発表日現在における将来の見通し、計画のもととなる前提、予測を含んでおります。実際

の業績は、今後様々な要因によって予想値とは大きく異なる結果となる可能性があります。

　業績予想の前提となる仮定等については、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情

報をご覧下さい。

-　 -
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【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（平成19年１月１日から９月30日まで）の連結売上高は、71,002百万円（前年同期比6.8％増）となりま

した。利益面では連結営業損失は757百万円、連結経常損失は656百万円、連結純損失は257百万円となりました。

 

 (酒類事業)

  ワイン市場は、国産・輸入ともに上期からの回復傾向を維持し堅調に推移しました。

  当社グループの国産ワインは、健康系デイリーワインの「おいしい酸化防止剤無添加ワイン」が好調に売上を伸ばし、

国産ワイン全体を牽引しました。手頃感のある「ビストロ」は既存の７２０ml瓶からボックスタイプへのシフトが進み、

低価格市場のワインが低調にあるなか堅実に推移し前年同期並みとしました。主軸の「ボン・ルージュ」は発売１１年

目を迎え、リニューアルキャンペーンを行いましたが、新規ユーザーの獲得には繋がらず微減傾向が続きました。品質

の高さを評価されている国産ファインワインは、稀少性と広告効果により「シャトー・メルシャン　桔梗ヶ原メルロー

シグナチャー」が大きく伸長しました。また、ワインセミナーで丹念に商品説明をした「シャトー・メルシャン　甲州

グリ・ド・グリ」がその味わいを評価され大きく売上を伸ばしましたが、主力の「シャトー・メルシャン　ジェイ・

フィーヌ」は前年までの急拡大の反動により前年同期を大幅に下回る結果となりました。国産ワイン全体では、前年同

期を大きく上回りました。

  輸入ワインは、手軽に楽しめるスクリューキャップを採用したチリNo．1ワインメーカーのコンチャ・イ・トロ社の

「サンライズ」、「フロンテラ」、オーストラリアワインの「イーグルホーク」などが前年同期に比べ大きく伸長しま

した。伝統国強化の一環として全面リニューアルし、“ベスト・バリュー・ボルドー”をコンセプトに造られた「ドゥ

ルトｂボルドー」も前年同期を上回り、輸入ワイン全体で前年同期を上回る結果となりました。ワイン事業全体では、

麒麟麦酒株式会社からの移管商品「カフェ・ド・パリ」、「フランジア」なども加わり前年同期を上回りました。

  中国酒は、中国食品の安全性の問題が取り上げられ、中国料理店への影響が少なからずありましたが、昨年発売した

低価格商品「古繊道」などが料飲店に定着し着実に売上を伸ばし、前年同期並みに推移しました。

　加工用酒類市場は、残暑の影響で調理麺類の売上が大幅増となったものの、その他の弁当・惣菜類については厳しい

状況が続きました。当社グループの加工用酒類事業では、みりん、加工用ワインの売上が堅調に推移し前年同期を上回っ

たほか、製菓用洋酒も麒麟麦酒株式会社から移管を受けた「マイヤーズ・ラム」が寄与し、前年同期に比べ大幅に伸長

しました。また、アルコール製剤についても新規ユーザーの獲得により前年同期の売上を大きく伸ばし、加工用酒類事

業全体で前年同期を上回りました。

　アルコール事業では、酎ハイなどに使用されるリキュール用アルコールの販売を促進し、清酒用アルコールの減少を

補った結果、酒類原料用アルコールは前年同期を上回りました。一方、工業用アルコールは堅実な販売を展開し前年同

期並みを確保しました。アルコール事業全体では、前年同期を上回りました。

  ７月より麒麟麦酒株式会社に販売を移管し、同社からの受託生産をすることとなった国産ウイスキー、梅酒、低アル

コール飲料、焼酎類は、金額ベースでの単純な前年比較をすることが出来ませんが、出荷数量ベースで比較しますとカ

テゴリーによりバラつきはあるものの、受託生産品全体では、ほぼ前年同期並みの出荷量で推移しました。

　これらの結果、酒類事業の売上高は、53,170百万円(前年同期比3.6％増)となりました。

 (医薬・化学品事業)

　抗生物質「ジョサマイシン」は、上期に引き続き、中国・欧州向けともに堅調に推移しました。抗腫瘍性抗生物質「ピ

ラルビシン」は国内向けが減少し前年同期を下回りましたが、その他の制癌剤が順調に売上を伸ばし、制癌剤全体では

前年同期を大幅に伸長しました。溶剤その他の商品についても前年同期を上回りました。

　これらの結果、医薬・化学品事業の売上高は、4,439百万円(前年同期比9.0％増)となりました。

 (飼料事業)

　畜産飼料事業では配合飼料において、生乳生産調整に対応した栄養成分を調整した製品とプレミアム製品の発売、お

よび生産者個別対応の技術営業戦略が功を奏したほか、値上げ効果も加わり前年同期に比べ大きく伸長しました。一方、

サプリメントは生乳減産の影響をまともに受けて減少し、前年同期を大きく下回りました。水産飼料事業では台風・高

水温・赤潮などの自然現象の影響で各地の販売量が大幅に減少しましたが、配合飼料と競合する冷凍生餌の価格高騰で、

主力品のソフトＥＰが増加し、前年同期を上回る売上となりました。

　これらの結果、飼料事業の売上高は、11,898百万円(前年同期比21.8％増)となりました。

 (その他)

　その他の売上は、㈱メルシャンクリンテックの環境衛生業の売上などで、1,494百万円(前年同期比15.1％増)となりま

した。

-　 -
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２．連結財政状態に関する定性的情報

  資産、負債及び純資産の状況

  当第３四半期末の総資産は、麒麟麦酒株式会社から輸入ワインが移管されたこと等により、棚卸資産が増加しました

が、支払いサイト短縮により売上債権が減少し、前年並みの88,104百万円となりました。負債につきましては、麒麟麦

酒株式会社との業務提携に伴い、未払値引等が減少し、前年同期比1,321百万円減の40,561百万円となりました。純資産

につきましては、利益剰余金等の増加により、前年同期比1,904百万円増の47,543百万円となりました。この結果、自己

資本比率は、53.7％となりました。

 

　キャッシュフローの状況　

当第３四半期における各キャッシュ・フロ－の状況とそれらの要因は次のとおりであります。

（営業キャッシュ・フロー）

　主として、売上債権の減少により、営業活動の結果獲得した資金は5,513百万円（前年同期比30.8％増）となりまし

た。

（投資キャッシュ・フロー）

　主として、有形固定資産の取得により、投資活動の結果使用した資金は2,400百万円（支出が前年同期比57.3％減）と

なりました。

（財務キャッシュ・フロー）

　主として、配当金の支払いにより、財務活動の結果使用した資金は839百万円（前期は2,370百万円の獲得）となりま

した。

３．連結業績予想に関する定性的情報

  平成19年12月期の業績予想は、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、

効率化に努めコスト削減を図ることにより、平成19年７月31日に発表した通期の業績予想に修正はありません。

 

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）

   該当事項はありません。

 

(2）会計処理の方法における簡便な方法の採用

   法人税等の計上基準に簡便的な方法を採用しております。

 

(3）最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更

 　当連結会計年度より、平成19年度の税制改正による減価償却方法を適用しており、平成19年４月１日以降取得し　

 た建物(附属品は除く)については定額法、その他の有形固定資産については定率法を採用しております。ただし、

 既存資産については従来通り旧定額法、旧定率法によっております。

 　なお、この変更による影響額は軽微であります。

-　 -
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５．(要約) 四半期連結財務諸表

(1）（要約）四半期連結貸借対照表

前年同四半期末
(平成18年９月30日)

当四半期末
(平成19年９月30日)

増減
（参考）

前連結会計年度末
(平成18年12月31日)

区分 金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額
（百万円）

増減率
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

現金および預金 4,857 7,503 2,646 5,245

受取手形および

売掛金
23,400 18,142 △5,258 33,995

たな卸資産 18,839 22,969 4,129 19,576

その他 7,141 8,418 1,276 4,330

流動資産合計 54,239 62.0 57,033 64.8 2,794 5.2 63,146 66.5

Ⅱ　固定資産

有形固定資産 22,430 25.6 21,093 23.9 △1,337 △6.0 21,958 23.1

無形固定資産 2,046 2.3 2,137 2.4 91 4.5 2,048 2.2

投資その他の資産 8,804 10.1 7,840 8.9 △964 △11.0 7,858 8.2

固定資産合計 33,281 38.0 31,071 35.2 △2,210 △6.6 31,864 33.5

資産合計 87,521 100.0 88,104 100.0 583 0.7 95,011 100.0

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

支払手形および

買掛金
6,106 7,633 1,526 7,978

短期借入金 5,637 5,613 △23 5,531

１年内返済予定

長期借入金
34 5 △29 22

未払金 5,200 5,987 786 12,212

その他 13,961 9,331 △4,629 8,358

流動負債合計 30,941 35.4 28,571 32.5 △2,369 △7.7 34,102 35.9

Ⅱ　固定負債

長期借入金 9,119 9,085 △34 9,119

退職給付引当金 180 170 △10 181

役員退職慰労引当

金
562 169 △392 575

その他 1,079 2,564 1,485 2,556

固定負債合計 10,941 12.5 11,989 13.6 1,048 9.6 12,432 13.1

負債合計 41,882 47.9 40,561 46.1 △1,321 △3.2 46,535 49.0

-　 -
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前年同四半期末
(平成18年９月30日)

当四半期末
(平成19年９月30日)

増減
（参考）

前連結会計年度末
(平成18年12月31日)

区分 金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額
（百万円）

増減率
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（純資産の部）         

Ⅰ　株主資本         

資本金 20,972 24.0 20,972 23.8 － － 20,972 22.1

資本剰余金 16,826 19.2 16,834 19.1 8 0.0 16,834 17.7

利益剰余金 6,924 7.9 8,773 10.0 1,848 26.7 9,697 10.2

自己株式 △108 △0.1 △141 △0.2 △32 29.6 △108 △0.1

株主資本合計 44,615 51.0 46,439 52.7 1,824 4.1 47,396 49.9

Ⅱ　評価・換算差額等         

その他有価証券評

価差額金
684 0.8 703 0.8 19 2.9 644 0.7

繰延ヘッジ損益 40 0.0 18 0.0 △22 △54.2 7 0.0

為替換算調整勘定 84 0.1 126 0.1 42 49.5 149 0.1

評価・換算差額等合

計
809 0.9 849 0.9 39 4.9 802 0.8

Ⅲ　少数株主持分 213 0.2 254 0.3 40 19.0 277 0.3

純資産合計 45,638 52.1 47,543 53.9 1,904 4.2 48,475 51.0

負債、純資産合計 87,521 100.0 88,104 100.0 583 0.7 95,011 100.0

         

-　 -
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(2）（要約）四半期連結損益計算書

前年同四半期
（平成18年１月１日から
平成18年９月30日まで）

当四半期
（平成19年１月１日から
平成19年９月30日まで）

増減

（参考）
前連結会計年度

（平成18年１月１日から
平成18年12月31日まで）

区分 金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

金額
（百万円）

増減率
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 66,469 100.0 71,002 100.0 4,533 6.8 99,355 100.0

Ⅱ　売上原価 47,370 71.3 53,318 75.1 5,947 12.6 70,810 71.3

売上総利益 19,098 28.7 17,684 24.9 △1,414 △7.4 28,544 28.7

Ⅲ　販売費および一般管

理費
20,211 30.4 18,442 26.0 △1,769 △8.8 27,293 27.4

営業利益または

営業損失（△）
△1,112 △1.7 △757 △1.1 354 － 1,250 1.3

Ⅳ　営業外収益 216 0.3 356 0.5 139 64.5 379 0.4

Ⅴ　営業外費用 178 0.3 255 0.4 76 43.0 269 0.3

経常利益または

経常損失（△）
△1,074 △1.7 △656 △1.0 417 － 1,360 1.4

Ⅵ　特別利益 109 0.2 554 0.8 445 407.1 4,980 5.0

Ⅶ　特別損失 725 1.1 352 0.5 △373 △51.4 3,198 3.2

税金等調整前四半

期（当期）純利益

または四半期純損

失（△）

△1,690 △2.6 △454 △0.7 1,236 － 3,142 3.2

税金費用 △570 △0.9 △173 △0.2 397 － 1,425 1.4

少数株主利益また

は少数株主損失

（△）

△6 △0.0 △23 △0.0 △16 － 57 0.1

四半期（当期）

純利益または四半

期純損失（△）

△1,113 △1.7 △257 △0.5 856 － 1,658 1.7

-　 -
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(3）（要約）四半期連結株主資本等変動計算書

前年同四半期連結会計期間（平成18年１月１日から　平成18年９月30日まで）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成17年12月31日　残高

（百万円）
20,972 16,825 8,731 △131 46,399

第３四半期中の変動額

剰余金の配当 － － △666 － △666

利益処分による役員賞与 － － △26 － △26

四半期純損失（△） － － △1,113 － △1,113

自己株式の取得 － － － △12 △12

自己株式の処分 － 0 － 34 34

株主資本以外の項目の

第３四半期中の変動額（純額）
－ － － － －

第３四半期中の変動額合計

（百万円）
－ 0 △1,806 22 △1,784

平成18年９月30日　残高

（百万円）
20,972 16,826 6,924 △108 44,615

評価・換算差額等

少数株主持分 純資産合計
その他有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ損益
為替換算
調整勘定

評価・換算
差額等合計

平成17年12月31日　残高

（百万円）
956 － 26 983 52 47,434

第３四半期中の変動額

剰余金の配当 － － － － － △666

利益処分による役員賞与 － － － － － △26

四半期純損失（△） － － － － － △1,113

自己株式の取得 － － － － － △12

自己株式の処分 － － － － － 34

株主資本以外の項目の

第３四半期中の変動額（純額）
△272 40 58 △173 161 △12

第３四半期中の変動額合計

（百万円）
△272 40 58 △173 161 △1,795

平成18年９月30日　残高

（百万円）
684 40 84 809 213 45,638

-　 -
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当四半期連結会計期間（平成19年１月１日から　平成19年９月30日まで）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年12月31日　残高

（百万円）
20,972 16,834 9,697 △108 47,396

第３四半期中の変動額

剰余金の配当 － － △666 － △666

四半期純損失（△） － － △257 － △257

自己株式の取得 － － － △37 △37

自己株式の処分 － 0 － 4 5

株主資本以外の項目の

第３四半期中の変動額（純額）
－ － － － －

第３四半期中の変動額合計

（百万円）
－ 0 △924 △32 △956

平成19年９月30日　残高

（百万円）
20,972 16,834 8,773 △141 46,439

評価・換算差額等

少数株主持分 純資産合計
その他有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ損益
為替換算
調整勘定

評価・換算
差額等合計

平成18年12月31日　残高

（百万円）
644 7 149 802 277 48,475

第３四半期中の変動額

剰余金の配当 － － － － － △666

四半期純損失（△） － － － － － △257

自己株式の取得 － － － － － △37

自己株式の処分 － － － － － 5

株主資本以外の項目の

第３四半期中の変動額（純額）
59 10 △23 47 △23 23

第３四半期中の変動額合計

（百万円）
59 10 △23 47 △23 △932

平成19年９月30日　残高

（百万円）
703 18 126 849 254 47,543

-　 -
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（参考）前連結会計年度の連結株主資本等変動計算書（平成18年１月１日から　平成18年12月31日まで）

  

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成17年12月31日　残高

(百万円) 
20,972 16,825 8,731 △131 46,399

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当 － － △666 － △666

利益処分による役員賞与 － － △26 － △26

当期純利益 － － 1,658 － 1,658

自己株式の取得 － － － △25 △25

自己株式の処分 － 8 － 47 56

株主資本以外の項目の

連結会計年度中の変動額(純額)
－ － － － －

連結会計年度中の変動額合計

(百万円) 
－ 8 965 22 996

平成18年12月31日　残高

(百万円) 
20,972 16,834 9,697 △108 47,396

評価・換算差額等

少数株主持分 純資産合計
その他有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ損益
為替換算
調整勘定

評価・換算
差額等合計

平成17年12月31日　残高

(百万円) 
956 － 26 983 52 47,434

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当 － － － － － △666

利益処分による役員賞与 － － － － － △26

当期純利益 － － － － － 1,658

自己株式の取得 － － － － － △25

自己株式の処分 － － － － － 56

株主資本以外の項目の

連結会計年度中の変動額(純額)
△312 7 123 △181 225 44

連結会計年度中の変動額合計

(百万円) 
△312 7 123 △181 225 1,041

平成18年12月31日　残高

(百万円) 
644 7 149 802 277 48,475

-　 -
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(4）（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18年１月１日から
平成18年９月30日まで）

当四半期
（平成19年１月１日から
平成19年９月30日まで）

（参考）
前連結会計年度

（平成18年１月１日から
平成18年12月31日まで）

区分 金額（百万円） 金額（百万円） 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（当
期）純利益または四半期
純損失（△）

△1,690 △454 3,142

減価償却費 2,004 2,257 2,760

売上債権の減少額 10,757 15,852 172

たな卸資産の増加額 △1,653 △3,599 △2,349

仕入債務の増加・減少額
（△）

△923 △342 946

その他 △4,238 △7,268 △2,597

小計 4,255 6,445 2,074

法人税等の支払額 △41 △932 △121

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

4,213 5,513 1,952

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

27 159 39

有形固定資産の純収支 △4,192 △1,988 △1,361

貸付金の純収支 △119 △48 △56

利息および配当金の
受取額

84 62 99

その他 △1,416 △585 △1,169

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

△5,616 △2,400 △2,449

-　 -
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前年同四半期
（平成18年１月１日から
平成18年９月30日まで）

当四半期
（平成19年１月１日から
平成19年９月30日まで）

（参考）
前連結会計年度

（平成18年１月１日から
平成18年12月31日まで）

区分 金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円）

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

借入金の純収支 3,166 27 2,739

自己株式による純収支 △10 △19 △23

配当金の支払額 △666 △666 △666

利息の支払額 △118 △180 △217

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

2,370 △839 1,831

Ⅳ　現金および現金同等物に係
る換算差額

13 △15 34

Ⅴ　現金および現金同等物の増
加額

981 2,257 1,368

Ⅵ　現金および現金同等物の期
首残高

3,845 5,214 3,845

Ⅶ　現金および現金同等物の期
末残高

4,827 7,472 5,214

-　 -
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(5）セグメント情報

［事業の種類別セグメント情報］

 

前年同四半期（平成18年１月１日から　平成18年９月30日まで）

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）

売上高および営業損益

売上高

(1）外部顧客に対する

売上高
51,330 4,073 9,766 1,298 66,469 － 66,469

(2）セグメント間の内部

売上高
0 － － 656 657 (657) －

計 51,331 4,073 9,766 1,955 67,127 (657) 66,469

営業費用 52,959 3,653 9,758 1,866 68,238 (656) 67,582

営業利益または営業損失（△） △1,628 420 7 88 △1,111 (1) △1,112

当四半期（平成19年１月１日から　平成19年９月30日まで）

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）

売上高および営業損益

売上高

(1）外部顧客に対する

売上高
53,170 4,439 11,898 1,494 71,002 － 71,002

(2）セグメント間の内部

売上高
2 － － 692 694 (694) －

計 53,172 4,439 11,898 2,186 71,697 (694) 71,002

営業費用 54,692 3,907 11,789 2,063 72,452 (691) 71,760

営業利益または営業損失（△） △1,519 532 109 123 △754 (3) △757

-　 -
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(参考) 前連結会計年度（平成18年１月１日から　平成18年12月31日まで）

 
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）

Ⅰ　売上高および営業損益        

売上高        

(1）外部顧客に対する

　　売上高
78,150 5,461 13,528 2,213 99,355 － 99,355

(2）セグメント間の内部

売上高
0 － － 900 901 (901) －

計 78,151 5,461 13,528 3,114 100,256 (901) 99,355

営業費用 77,817 4,891 13,368 2,925 99,003 (899) 98,104

営業利益 333 570 160 188 1,252 (1) 1,250

-　 -
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(財)財務会計基準機構会員
 

 平成19年12月期　決算短信 平成20年１月31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）岡部　有治

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

定時株主総会開催予定日 平成20年３月25日 配当支払開始予定日 平成20年３月26日

有価証券報告書提出予定日 平成20年３月25日

（百万円未満切捨て）

１．平成19年12月期の連結業績（平成19年１月１日～平成19年12月31日）

(1）連結経営成績 （％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

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年12月期 103,329 3.8 801 △44.7 896 △42.5 483 △74.0

18年12月期 99,587 0.6 1,448 △44.2 1,558 △41.8 1,860 32.0

１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

自己資本
当期純利益率

総資産
経常利益率

売上高
営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

19年12月期 3.63 － 1.0 1.0 0.8

18年12月期 13.96 － 3.9 1.7 1.5

（参考）持分法投資損益 19年12月期 195百万円 18年12月期 67百万円

(2）連結財政状態

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

19年12月期 89,129 48,618 54.2 362.65

18年12月期 95,418 48,887 50.9 364.63

（参考）自己資本 19年12月期 48,303百万円 18年12月期 48,610百万円

(3）連結キャッシュ・フローの状況

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

19年12月期 4,949 △3,060 △970 6,128

18年12月期 1,952 △2,449 1,831 5,214

２．配当の状況

１株当たり配当金 配当金総額
(年間)

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）（基準日） 第１四半期末 中間期末 第３四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

18年12月期 － － － 5.00 5.00 666 35.8 1.4

19年12月期 － － － 5.00 5.00 666 137.7 1.4

20年12月期（予想） － － － 5.00 5.00 － 74.0 －

３．平成20年12月期の連結業績予想（平成20年１月１日～平成20年12月31日）

（％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率）

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

中間期 46,000 △2.7 △200 － △300 － △300 － △2.25

通期 104,000 0.6 2,200 174.6 2,100 134.4 900 86.2 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）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（連結財務諸表作成のための基本となる重要な

事項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　有

②　①以外の変更　　　　　　　　無

（注）詳細は、19ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧ください。

(3）発行済株式数（普通株式）

①　期末発行済株式数（自己株式を含む） 19年12月期 133,689,303株 18年12月期 133,689,303株

②　期末自己株式数 19年12月期 495,233株 18年12月期 375,862株

（注）１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、27ページ「１株当たり情報」をご覧

ください。

（参考）個別業績の概要

１．平成19年12月期の個別業績（平成19年１月１日～平成19年12月31日）

(1）個別経営成績 （％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

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年12月期 94,888 2.9 443 △51.3 614 △50.7 361 △79.8

18年12月期 92,256 △1.4 911 △55.7 1,246 △63.7 1,790 △23.6

１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

円 銭 円 銭

19年12月期 2.71 －

18年12月期 13.43 －

(2）個別財政状態

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

19年12月期 83,274 47,335 56.8 355.23

18年12月期 90,072 47,698 53.0 357.76

（参考）自己資本 19年12月期 47,335百万円 18年12月期 47,698百万円

２．平成20年12月期の個別業績予想（平成20年１月１日～平成20年12月31日）

（％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率）

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

中間期 41,000 △5.4 △400 － △300 － △200 － △1.50

通期 93,000 △2.0 1,800 305.9 1,900 209.3 900 148.8 6.75

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

上記の予想は本資料の発表日現在における将来の見通し、計画のもととなる前提、予想を含んで掲載しております。

実際の業績は、今後様々な要因によって上記予測とは大きく異なる結果となる可能性があります。業績予想の前提

となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、３ページ「経営成績(経営成績に関する分

析)」をご覧ください。

-　 -
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１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

  当連結会計年度のわが国経済は、上期には個人消費に弱さが見られたものの、輸出企業を中心とした企業収益の改

善や設備投資の増加に支えられ景気の回復基調が続きました。しかしながら、下期に入り原油価格の高騰やサブプラ

イムローン問題による米国経済の景気減速、円高の進行などにより、先行きの不透明な状況が続きました。

      酒類業界では、消費の減少傾向と低価格志向が続くなか、企業間の販売競争は一段と激しさを増しました。一方、

原材料価格の高騰や為替相場の影響により商品価格の値上げに踏み切らざるを得ない企業が相次ぐなど、たいへん厳

しい事業環境が続きました。

      このような状況のもとで、当社グループは、消費者のニーズを的確に把握して新しい市場の創造に努め、成長分野

での事業拡大と徹底したコスト低減に取り組みました。また、７月にはキリンホールディングス株式会社の事業会社

として新体制をスタートさせ、中期経営計画を策定いたしました。

      以上の結果、当連結会計年度の売上高は1,033億２千９百万円(前期比3.8％増)となりました。利益面では、営業利

益は、原材料・輸送費の高騰、為替円安の影響などにより、８億１百万円(前期比44.7％減)となり、経常利益は、８

億９千６百万円(前期比42.5％減)となりました。また、当期純利益は、業務提携に伴うたな卸資産・固定資産処分に

よる特別損失の発生などにより、４億８千３百万円(前期比74.0％減)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)

      当連結会計年度のワイン市場は、国産ワインでは無添加ワインカテゴリーやヘビーユーザー向け大容量ワインが伸

長し、輸入ワインでは中高級ワインやスパークリングワインが牽引しました。ボージョレ・ヌーヴォーが対前期を大

きく割り込むなどの影響もありましたが、ワイン市場全体としては回復基調で推移しました。

 　　 当社グループの国産ワインは、健康系デイリーワインの「おいしい酸化防止剤無添加ワイン」が好調に推移したほ

か、「ボン・ルージュ　ボックス1.8L」などの大容量ワインが売上を伸ばしました。しかし、720mlのレギュラーサイ

ズでは市場の低迷もあり、主力商品の「ビストロ」、「ボン・ルージュ」が前期を下回りました。

      品質で高い評価を得ている“シャトー・メルシャン　シリーズ”では、主力商品の「シャトー・メルシャン　ジェ

イ・フィーヌ」や“日本の地ワイン　シリーズ”の新酒の不振はありましたが、ボルドー大学との共同開発で話題を

呼んだ「シャトー・メルシャン　甲州きいろ香」に続く開発商品「シャトー・メルシャン　甲州グリ・ド・グリ」が、

その味わいを評価され注目を集め、日本固有のぶどう品種にこだわり開発した“本格スパークリングワイン”の「日

本のあわ」が好評を博するなど市場の拡大に努めました。その結果、国産ワイン全体の売上は前期を上回りました。

      輸入ワインは、チリNo.1ワインメーカー、コンチャ・イ・トロ社の「サンライズ」をスクリューキャップに一新し

て販売し、大きく売上が伸長しました。また、業界に先駆けてスクリューキャップを採用したオーストラリアワイン

の代表的ブランド「イーグルホーク」、カリフォルニアワイン「ウッドブリッジ」やコンチャ・イ・トロ社の「フロ

ンテラ」、また伝統国強化の一環としてリニューアルし、“ベスト・バリュー・ボルドー”をコンセプトに取り組ん

だ「ドゥルトｂボルドー」も手頃な本格ワインとして売上を伸ばしました。これらはいずれもスクリューキャップを

使用したワインであり、その利便性がお客様に評価された結果と考えられます。高級ワインでは活況なシャンパン市

場で「ランソン」が、高級シャトー市場では価格高騰のなか“ボルドー・シャトーワイン群”がそれぞれ売上を伸ば

しました。一方、ボージョレ・ヌーヴォーは、業界全体が発注数量を抑えた影響もあり、当社でも前期売上を大幅に

下回りました。輸入ワインも含めワイン事業全体では、麒麟麦酒株式会社からの移管商品「カフェ・ド・パリ」、「フ

ランジア」なども加わり前期を大幅に上回りました。

      中国酒は、高価格帯商品の構成比増に伴い、平均単価は上昇しましたが、中国食品の安全性の問題から厳しい状況

が続き前期を下回りました。

      加工食品の市場では、残暑の影響で調理麺類の売上が大幅増となったものの、その他の惣菜・弁当類は厳しい状況

が続きました。また、原材料の高騰とともに賞味期限偽装表示といった社会問題が加工食品メーカーにも大きな影響

を与えました。

      当社グループの加工用酒類事業は、猛暑による市場低迷のなか惣菜向けのみりんや発酵調味料が前期売上を割り込

みましたが、加工用ワインは堅調に推移しました。製菓用洋酒は、麒麟麦酒株式会社から移管を受けた「マイヤーズ

ラム」の売上が寄与し前期を上回りました。また、食の“安全・安心”意識の高まりから、サニテーション用アルコー

ル製剤が新商品の投入や新規ユーザーの獲得により大幅に前期を上回りました。これらの結果、加工用酒類事業全体

では前期売上を上回りました。
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      アルコール事業では、清酒用アルコールの需要が大幅に減少するなか、酎ハイなどに使用されるリキュール用アル

コールの販売促進に注力した結果、酒類原料用アルコールの売上は前期を上回りました。工業用アルコールは、価格

競争を避け堅実な販売を展開しました。その結果、アルコール事業全体の売上は前期を上回りました。

      ７月より麒麟麦酒株式会社に販売を移管し、同社からの受託生産を行うこととなった国産ウイスキー、梅酒、低ア

ルコール飲料、焼酎類は、出荷数量ベースでの比較では梅酒、低アルコール飲料が前期出荷量を上回ったものの、そ

の他については前期を割り込み、受託生産品全体では前期を下回りました。

      これらの結果、酒類事業の売上高は、788億４千７百万円(前期比0.9％増)となりました。

   (医薬・化学品事業)

      抗生物質「ジョサマイシン」は、中国・欧州向け出荷がともに堅調に推移しました。抗腫瘍性抗生物質「ピラルビ

シン」は国内向けが減少し前年を下回りましたが、その他の制癌剤が海外の新規得意先開拓により売上を伸ばし、制

癌剤全体では前期より伸長しました。その他の商品についても新規導入商品が寄与し、溶剤も売上を伸ばした結果、

医薬・化学品事業全体では、前期を上回りました。

      これらの結果、医薬・化学品事業の売上高は、57億２千５百万円(前期比4.8％増)となりました。

   (飼料事業)

      畜産飼料事業では、生乳の生産調整により市場が縮小しているなか、配合飼料において栄養成分を調整し対応した

差別化商品などの拡売に努めました。また、生産者個別対応の技術営業戦略が功を奏したほか、値上げ効果も加わり

売上は前期を大きく上回りました。一方、サプリメント(家畜用栄養補助飼料)は、生乳減産の影響を受けて減少し前

期割れとなりました。水産飼料事業では、台風・高水温・赤潮などの自然現象による影響があったものの、四国地区

における販売強化やビール酵母を利用した新商品の投入などにより新規養殖業者の取り込みに成功し販売量が増加し

たほか、原料高騰による値上げ効果と養殖魚などの生産物取り扱いの増加が売上を伸ばしました。飼料事業は、畜産・

水産飼料事業ともに前期を大幅に上回りました。

      これらの結果、飼料事業の売上高は、167億７千４百万円(前期比21.9％増)となりました。

   (その他の事業)

      その他の事業の売上高は、19億８千１百万円(前期比10.5％減)となりました。

 

 

(2）財政状態に関する分析

  　　資産、負債及び純資産の状況

  当連結会計年度の総資産は、麒麟麦酒株式会社から輸入ワインが移管されたことなどにより、棚卸資産が増加しま

したが、売掛金回収サイト短縮により売上債権が減少し、前期比62億８千８百万円減の891億２千９百万円となりまし

た。負債につきましては、麒麟麦酒株式会社との業務提携に伴い、未払値引等が減少し、前期比60億１千９百万円減

の405億１千１百万円となりました。純資産につきましては、利益剰余金等の減少により、前期比２億６千９百万円減

の486億１千８百万円となりました。この結果、自己資本比率は、54.2％となりました。

      

　キャッシュフローの状況　

当連結会計年度における各キャッシュ・フロ－の状況とそれらの要因は次のとおりであります。

（営業キャッシュ・フロー）

　主として、売上債権の減少により、営業活動の結果獲得した資金は49億４千９百万円（前年同期比153.5％増）とな

りました。

（投資キャッシュ・フロー）

　主として、有形固定資産の取得により、投資活動の結果使用した資金は30億６千万円（支出が前年同期比24.9％増）

となりました。

（財務キャッシュ・フロー）

　主として、配当金の支払いにより、財務活動の結果使用した資金は９億７千万円（前期は18億３千１百万円の獲得）

となりました。

 

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

  当社は、株主の皆様に対し、長期にわたり安定的な配当を継続して実施することを基本方針として利益配分を行っ

ております。

      その一方で、経営体質の強化および将来の事業展開に向けて、設備投資や研究開発等に備えるために内部留保の充

実強化も重要と考えております。

      このような方針のもとで、当期の期末配当金につきましては、１株当り５円とさせていただく予定でおります。
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２．企業集団の状況
概略図

 

製品・サ－ビス 

得意先 

非連結子会社 
㈱メルシャンサロン
（サ－ビス業） 
㈲ラ・ヴィーニュ 

持分法適用関連会社 
日本合成アルコール㈱ 

関連会社 
サンバイオ㈱ 
㈲タックス 
㈱葡萄ラボ 

その他の子会社、関連会社、関連当事者 

連結子会社 
マーカムヴィニヤーズ 

シャトーレイソン 
非連結子会社 

エムピーケー㈱ 
関連会社 

紹興古越龍山酒業有限公司 

紹興古越龍山果酒有限公司 

製品 

連結子会社 
三楽ファインケミカル㈱ 

メルシャンバイオグリーン㈱ 

製品 

関連会社 
マリーンバイオ㈱ 

製品 

連結子会社 
㈱メルシャンクリンテック 

㈱メルシャン軽井沢美術館 

三桜産業㈱ 

製品 

親会社の子会社 
  麒麟麦酒㈱ 
連結子会社 

メルコム㈱ 
日本リカー㈱ 
メルシャンケミカル㈱ 
メルシャンフィード㈱ 
南紀串本水産㈱ 

非連結子会社 
㈱京橋ワインリカーショップ 

持分法適用関連会社 
深萬楽薬業有限公司 

製品 

連結子会社 
 メルテックサービス㈱ 

製品・サービス 

輸送部門 

親会社 
 キリンホールディングス㈱ 

親会社 

酒類事業 医薬・化学品事業 飼料事業 その他事業 

メルシャン㈱ 
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３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

  当社は、1934年の創業以来、一貫して、発酵技術を活かして社会に貢献してまいりました。現在では、ワインをは

じめとする酒類事業、抗生物質や制癌剤等の医薬・化学品事業、畜産・水産の飼料事業などを展開しております。

  2007年７月には、キリンホールディングス株式会社の事業会社として新体制をスタートし、新生メルシャンの“第

二の創業”と位置づけ企業価値の一層の向上とさらなる発展をめざしてまいります。 

  【経営理念】

      メルシャン(“Ｍｅｒｃｉ＋ａｎ”＝常に感謝の気持ちを持ち続ける人)は、その社名が示すとおり、お客様への感

謝の気持ちを常に大切にし、“自然の恵みをくらしに活かす”企業活動を行ってまいります。

  【経営ビジョン】

   ・ 成長のシナリオの実現

      将来的に市場拡大の可能性がある“ワイン事業”と“加工用酒類事業”に特化し、両事業分野でのストロングNo.1

をめざします。

   ・ お客様視点の経営の実践

      メルシャンの社名が示す“お客様に常に感謝の気持ちを持って行動する会社”に名実ともに変わります。そのため

に経営のあり方や仕組みを常に変革し続けます。

   ・ 品質管理とＣＳＲ(企業の社会的責任)の向上

      企業活動の基盤となる品質管理とＣＳＲの向上に不断の努力を行ってまいります。

 

(2）目標とする経営指標

  当社が目標とする経営指標は、企業価値の向上をめざしてＥＶＡ(経済的付加価値)を中心としてその改善への取り

組みを継続してまいります。さらに企業ビジョンと戦略を明確にすることで、財務数値に表される業績だけでなく、

財務以外の経営状況や経営品質から経営を評価し、バランスのとれた業績評価を行うといった考え方を融合させてよ

り強固な経営システムとしての運用を進めてまいります。

 

(3）中長期的な会社の経営戦略

  当社は、昨年７月にキリンホールディングス株式会社の事業会社として新体制をスタートしました。キリングルー

プ長期経営構想“キリン・グループ・ビジョン２０１５”に揚げる飛躍的成長の実現に向け、当社の役割を果たすべ

く本年度より５年間に渡る中期経営計画を策定いたしました。

  今回の中期経営計画では、グループ連携の最大化とこれまでにない経営革新を断行し、激変する市場環境のなかで、

“ワイン”と“加工用酒類”のそれぞれの分野でストロングNo.1の早期実現と経営理念・経営ビジョンに沿った企業

活動の実践を図り、すべてのステークホルダーから高い評価を獲得する事をめざします。

      ワイン事業では、ワイン専門総合会社として“健全なワイン市場の形成と拡大への貢献”、“お客様支持率No.1の

獲得”の実現に向けてビジネスプロセスでお客様視点に立った価値営業の提案を行います。加工用酒類事業では、今

まで培ってきた技術力・提案力・商品開発力を十分に発揮し、業界随一の品揃えを持つ強みを活かして、お酒の持つ

天然系調味料としての“安心・安全”価値をさらに高め潜在需要の開拓に取り組んでまいります。また、医薬・化学

品および飼料事業では、安定的な事業運営の推進により事業価値の向上に努めます。

 

(4）会社の対処すべき課題

  当社がめざす、“ワイン事業と加工用酒類事業に特化し両事業分野でNo.1となること”、“お客様視点の経営を実

践する会社となること”および“品質管理とＣＳＲの向上に努めること”の３つの方針を実現するために経営のあり

方、仕組み、組織風土等を絶えず見直し革新してまいります。

   ① 経営基盤の整備

      経営基盤の整備として、昨年７月にカンパニー制を廃止し、ワイン事業と加工用酒類事業特化型のスリム化した組

織へ変更いたしました。今後は新組織でのさらなる発展に努めてまいります。また、ＣＳＲ推進部を新設し、全社リ

スクマネジメント・品質管理機能を強化し、ＣＳＲの向上を図ります。

   ② コスト競争力の強化

      コスト改善活動を全社展開するとともにワイン専門総合会社に相応しい価値訴求型事業モデルを構築します。また、

営業・販売促進・生産・ＳＣＭ(サプライチェーンマネジメント)等あらゆる分野でのグループ連携強化により大幅な

コスト削減を図ります。

   ③ 組織風土・行動の革新

      全社員の行動指針にお客様視点を浸透・実践させるとともに、“新たなワイン需要の創造と拡大”、“一人一人の

働き方の改善”の全社的運動を展開します。また、各部門で人材育成プログラムを導入し、自由闊達でいきいきした

組織風土を醸成します。
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４．連結財務諸表
(1）連結貸借対照表

  
前連結会計年度

（平成18年12月31日）
当連結会計年度

（平成19年12月31日）
　　増 減 

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額
(百万円)

増減率
(％)

（資産の部）          

Ⅰ　流動資産          

１　現金および預金   5,245   6,160  915  

２　受取手形および売掛金 ※４  34,134   26,316  △7,817  

３　有価証券   175   36  △138  

４　たな卸資産 ※２  19,844   21,836  1,992  

５　繰延税金資産   1,885   1,601  △283  

６　その他   2,289   2,367  78  

貸倒引当金   △20   △13  6  

流動資産合計   63,553 66.6  58,306 65.4 △5,247 △8.3

Ⅱ　固定資産          

１　有形固定資産 ※５         

(1）建物および構築物 ※２ 20,389   20,466     

減価償却累計額  9,883 10,505  10,366 10,099  △405  

(2）機械装置および
運搬具

※２ 36,351   36,891     

減価償却累計額  27,462 8,889  28,661 8,229  △659  

(3）土地 ※２  1,718   1,708  △9  

(4）建設仮勘定   103   459  356  

(5）その他  3,274   2,528     

減価償却累計額  2,531 742  1,937 590  △152  

有形固定資産合計   21,958 23.0  21,087 23.7 △870 △4.0

２　無形固定資産   2,048 2.2  2,112 2.4 64 3.2

３　投資その他の資産          

(1）投資有価証券 ※１  4,260   4,159  △100  

(2）前払年金費用   1,730   1,525  △204  

  (3）繰延税金資産   31   29  △1  

(4）その他 ※１  1,974   2,008  33  

貸倒引当金   △138   △100  38  

投資その他の資産合計   7,858 8.2  7,622 8.5 △235 △3.0

固定資産合計   31,864 33.4  30,823 34.6 △1,041 △3.3

資産合計   95,418 100.0  89,129 100.0 △6,288 △6.6
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前連結会計年度

（平成18年12月31日）
当連結会計年度

（平成19年12月31日）
　　増 減 

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額
(百万円)

増減率
(％)

（負債の部）          

Ⅰ　流動負債          

１　支払手形および買掛金 ※４  7,978   8,651  673  

２　短期借入金 ※２  5,531   5,469  △62  

３　１年内返済予定長期
借入金

  22   17  △5  

４　未払金   12,212   9,063  △3,148  

 ５　未払費用   4,094   2,115  △1,979  

６　未払法人税等   639   154  △484  

７　預り金   2,956   2,721  △235  

８　賞与引当金   346   240  △105  

９　その他 ※４  316   187  △128  

流動負債合計   34,098 35.8  28,621 32.1 △5,476 △16.1

Ⅱ　固定負債          

１　長期借入金   9,119   9,155  36  

２　繰延税金負債   2,488   2,372  △115  

３　退職給付引当金   181   166  △15  

４　役員退職慰労引当金   575   169  △405  

５　長期預り金   46   14  △32  

６　その他   21   11  △10  

固定負債合計   12,432 13.0  11,889 13.4 △542 △4.4

負債合計   46,530 48.8  40,511 45.5 △6,019 △12.9

（純資産の部）          

Ⅰ　株主資本          

１　資本金   20,972 22.0  20,972 23.5 － －

２　資本剰余金   16,834 17.6  16,834 18.9 0 0.0

３　利益剰余金   10,109 10.6  9,925 11.1 △183 △1.8

４　自己株式   △108 △0.1  △143 △0.1 △35 －

　　株主資本合計   47,807 50.1  47,589 53.4 △218 △0.5

Ⅱ　評価・換算差額等          

１　その他有価証券評価差
額金

  644 0.7  591 0.7 △52 △8.2

２　繰延ヘッジ損益   7 0.0  7 0.0 △0 △2.7

３　為替換算調整勘定   149 0.1  114 0.1 △35 △23.7

　　評価・換算差額等合計   802 0.8  713 0.8 △88 △11.1

Ⅲ　少数株主持分   277 0.3  315 0.3 37 13.6

純資産合計   48,887 51.2  48,618 54.5 △269 △0.6

負債純資産合計   95,418 100.0  89,129 100.0 △6,288 △6.6
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(2）連結損益計算書

  
前連結会計年度

（平成18年１月１日から
平成18年12月31日まで）

当連結会計年度
（平成19年１月１日から
平成19年12月31日まで）

増減

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

金額
(百万円)

増減率
（％）

Ⅰ　売上高   99,587 100.0  103,329 100.0 3,741 3.8

Ⅱ　売上原価 ※２  70,863 71.2  78,146 75.6 7,282 10.3

売上総利益   28,724 28.8  25,183 24.4 △3,541 △12.3

Ⅲ　販売費および一般管理費
※１,
 ２

 27,275 27.3  24,381 23.6 △2,893 △10.6

営業利益   1,448 1.5  801 0.8 △647 △44.7

Ⅳ　営業外収益          

１　受取利息  3   15     

２　受取配当金  89   50     

３　持分法による投資利益  67   195     

４　為替差益  60   29     

５　補助金収入  －   57     

６　その他  156 379 0.4 102 450 0.4 71 18.8

Ⅴ　営業外費用          

１　支払利息  220   255     

２　売上割引  －   36     

３　その他  49 269 0.3 63 355 0.3 85 31.9

経常利益   1,558 1.6  896 0.9 △661 △42.5

Ⅵ　特別利益          

１　固定資産売却益 ※３ 4,894   491     

２　投資有価証券売却益  18   64     

 ３　国庫補助金受入額  60   －     

４　その他 ※５ 10 4,984 5.0 114 670 0.7 △4,314 △86.6

          

-　 -
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前連結会計年度

（平成18年１月１日から
平成18年12月31日まで）

当連結会計年度
（平成19年１月１日から
平成19年12月31日まで）

増減

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

金額
(百万円)

増減率
（％）

Ⅶ　特別損失          

１　固定資産処分損 ※４ 1,240   75     

 ２　固定資産圧縮損  60   －     

３　投資有価証券評価損  80   16     

４　貸倒引当金繰入額  4   15     

 ５　事業再編成費用 ※６ －   419     

 ６　災害損失 ※７ －   150     

７　養魚用飼料回収対応費
用

 1,240   －     

８　公開買付対応費用  461   －     

９　早期退職者割増金  44   －     

10　その他 ※８ 65 3,198 3.2 1 678 0.7 △2,520 △78.8

税金等調整前当期純利
益

  3,344 3.4  888 0.9 △2,456 △73.4

法人税、住民税および
事業税

 626   169     

法人税等調整額  799 1,425 1.4 197 367 0.4 △1,058 △74.3

少数株主利益   57 0.1  37 0.0 △19 △34.6

当期純利益   1,860 1.9  483 0.5 △1,377 △74.0

          

-　 -
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(3）連結株主資本等変動計算書

 前連結会計年度（平成18年１月１日から　平成18年12月31日まで）
(単位：百万円) 

 

 

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成17年12月31日　残高 20,972 16,825 8,941 △131 46,609

連結会計年度中の変動額      

剰余金の配当 － － △666 － △666

利益処分による役員賞与 － － △26 － △26

当期純利益 － － 1,860 － 1,860

自己株式の取得 － － － △25 △25

自己株式の処分 － 8 － 47 56

株主資本以外の項目の連結会計年

度中の変動額(純額) － － － － －

連結会計年度中の変動額合計 － 8 1,167 22 1,198

平成18年12月31日　残高 20,972 16,834 10,109 △108 47,807

 

評価・換算差額等

少数株主持分 純資産合計その他有価証券

評価差額金

繰延ヘッジ損益 為替換算

調整勘定

評価・換算

差額等合計

平成17年12月31日　残高 956 － 26 983 52 47,644

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当 － － － － － △666

利益処分による役員賞与 － － － － － △26

当期純利益 － － － － － 1,860

自己株式の取得 － － － － － △25

自己株式の処分 － － － － － 56

株主資本以外の項目の連結会計

年度中の変動額(純額)
△312 7 123 △181 225 44

連結会計年度中の変動額合計 △312 7 123 △181 225 1,243

平成18年12月31日　残高 644 7 149 802 277 48,887

 

-　 -
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 当連結会計年度（平成19年１月１日から　平成19年12月31日まで）
(単位：百万円) 

 

 

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年12月31日　残高 20,972 16,834 10,109 △108 47,807

連結会計年度中の変動額      

剰余金の配当 － － △666 － △666

当期純利益 － － 483 － 483

自己株式の取得 － － － △40 △40

自己株式の処分 － 0 － 5 5

株主資本以外の項目の連結会計年

度中の変動額(純額) － － － － －

連結会計年度中の変動額合計 － 0 △183 △35 △218

平成19年12月31日　残高 20,972 16,834 9,925 △143 47,589

 

評価・換算差額等

少数株主持分 純資産合計その他有価証券

評価差額金

繰延ヘッジ損益 為替換算

調整勘定

評価・換算

差額等合計

平成18年12月31日　残高 644 7 149 802 277 48,887

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当 － － － － － △666

当期純利益 － － － － － 483

自己株式の取得 － － － － － △40

自己株式の処分 － － － － － 5

株主資本以外の項目の連結会計

年度中の変動額(純額)
△52 △0 △35 △88 37 △51

連結会計年度中の変動額合計 △52 △0 △35 △88 37 △269

平成19年12月31日　残高 591 7 114 713 315 48,618

 

-　 -
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(4）連結キャッシュ・フロー計算書

 
前連結会計年度

（平成18年１月１日から
平成18年12月31日まで）

当連結会計年度
（平成19年１月１日から
平成19年12月31日まで）

区分 金額（百万円） 金額（百万円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益 3,344 888

減価償却費 2,760 3,077

のれん償却額 42 56

貸倒引当金の増減額 △20 △45

賞与引当金の増減額 △66 △105

退職給付引当金の増減額 △6 △15

前払年金費用の増減額 42 204

役員退職慰労引当金の増減額 51 △405

受取利息および受取配当金 △93 △65

支払利息 220 255

為替差損益 △33 4

持分法による投資利益 △67 △195

有価証券売却益 △1 △3

投資有価証券売却益 △18 △64

投資有価証券評価損 80 16

ゴルフ会員権評価損 30 －

有形固定資産除却・売却損 1,240 69

有形固定資産売却益 △4,894 △490

国庫補助金受入額 △60 －

固定資産圧縮損 60 －

事業再編成費用 － 419

売上債権の増減額 33 7,809

たな卸資産の増減額 △2,418 △2,243

その他資産の増減額 2,999 △481

仕入債務の増減額 946 680

その他負債の増減額 △2,068 △3,460

役員賞与 △27 △1

小計 2,074 5,903

法人税等の支払額 △121 △954

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,952 4,949

-　 -
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前連結会計年度

（平成18年１月１日から
平成18年12月31日まで）

当連結会計年度
（平成19年１月１日から
平成19年12月31日まで）

区分 金額（百万円） 金額（百万円）

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入れによる支出 △21 △1

有価証券の取得による支出 △227 △142

有価証券の売却による収入 195 298

有形固定資産の取得による支出 △6,607 △3,193

有形固定資産の売却による収入 5,246 661

無形固定資産の取得による支出 △1,132 △678

投資有価証券の取得による支出 △25 △2

投資有価証券の売却による収入 97 71

子会社株式追加取得による収支 23 －

貸付けによる支出 △182 △169

貸付金の回収による収入 126 124

利息および配当金の受取額 99 74

その他投資活動による支出 △39 △104

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,449 △3,060

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 △98 46

長期借入れによる収入 3,000 －

長期借入金の返済による支出 △161 △73

自己株式の売却収入 1 5

自己株式の取得による支出 △25 △27

配当金の支払額 △666 △666

利息の支払額 △217 △255

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,831 △970

Ⅳ　現金および現金同等物に係る換算差額 34 △4

Ⅴ　現金および現金同等物の増減額 1,368 914

Ⅵ　現金および現金同等物の期首残高 3,845 5,214

Ⅶ　現金および現金同等物の期末残高 5,214 6,128

-　 -
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前連結会計年度

（平成18年１月１日から
平成18年12月31日まで）

当連結会計年度
（平成19年１月１日から
平成19年12月31日まで）

１　連結の範囲に関する事項

 

(1）連結子会社数　　13社

　会社名は、「第１企業の概況４関係

会社の状況」に記載のとおりです。

　なお、前連結会計年度まで持分法適

用関連会社でありました日本リカー㈱

は株式の追加取得により、当連結会計

年度より連結の範囲に含めております。

(1）連結子会社数　　13社

　会社名は、「２.企業集団の状況」に

記載のとおりです。

　

 

 

(2）主要な非連結子会社の名称等

㈱メルシャンサロン

(2）主要な非連結子会社の名称等

同左

 

 

（非連結子会社について連結の範囲か

ら除いた理由）

　非連結子会社の総資産、売上高、当

期純損益（持分に見合う額）および利

益剰余金（持分に見合う額）等のそれ

ぞれの合計額は、連結会社の総資産、

売上高、当期純損益および利益剰余金

のそれぞれの合計額に対していずれも

５％以下であり、重要性がないため連

結の範囲から除いております。

 

 

２　持分法の適用に関する事項

 

(1）持分法適用会社

非連結子会社　　なし

関連会社　　　　２社

日本合成アルコール㈱

深圳萬楽薬業有限公司

　なお、日本リカー㈱は、当社が新

たに株式を追加取得し、連結の範囲

に含めたため、持分法の適用範囲か

ら除外しております。

(1）持分法適用会社

非連結子会社　　なし

関連会社　　　　２社

日本合成アルコール㈱

深圳萬楽薬業有限公司

　

 

 

(2）持分法非適用会社

非連結子会社

　㈱メルシャンサロン　他３社

関連会社

　サンバイオ㈱　他５社

（非連結子会社および関連会社につい

て持分法を適用しない理由）

　持分法非適用会社は、当期純損益お

よび利益剰余金等に与える影響が軽微

であり、かつ全体としても重要性がな

いため、持分法の適用から除いており

ます。

(2）持分法非適用会社

同左

 

 

 

 

 (3）持分法適用会社のうち、決算日が連

結決算日と異なる会社については、各

社の会計期間に係る財務諸表を使用し

ております。

(3)　　　　　　  同左

-　 -
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項目
前連結会計年度

（平成18年１月１日から
平成18年12月31日まで）

当連結会計年度
（平成19年１月１日から
平成19年12月31日まで）

３　連結子会社の事業年度等に

　関する事項

　連結子会社のうち、シャトー・レイソ

ンの決算日は、10月31日であります。連

結財務諸表の作成にあたっては同日現在

の財務諸表を使用し、連結決算日との間

に生じた重要な取引については、連結上

必要な調整を行っております。

  また、日本リカー㈱の決算日は、３月

31日であります。当期連結財務諸表を作

成するに当たっては12月31日現在で決算

に準じた仮決算を行った財務諸表を使用

しております。

　他の連結子会社の決算日は、連結決算

日と一致しております。

同左

  

　

４　会計処理基準に関する事項   

(1）重要な資産の評価基準お

　よび評価方法

 

(イ）有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

　決算日の市場価格等に基づく時

価法（評価差額は全部純資産直入

法により処理し、売却原価は移動

平均法により算定）

(イ）有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

同左

　

 

 

時価のないもの

　移動平均法による原価法

(ロ）デリバティブ

　時価法

(ハ）たな卸資産

　移動平均法による原価法

時価のないもの

同左

(ロ）デリバティブ

同左

(ハ）たな卸資産

同左

(2）重要な減価償却資産の減

　価償却の方法

 

(イ）有形固定資産

　定率法

　ただし、平成10年４月１日以降に取

得した建物については定額法によって

おります。

　なお、主な耐用年数は以下のとおり

であります。

(イ）有形固定資産

　定率法

　ただし、平成10年４月１日以降に取

得した建物については定額法によって

おります。

　なお、主な耐用年数は以下のとおり

であります。

建物および構築物 15～45年

機械装置および運搬具 ４～12年

建物および構築物 10～45年

機械装置および運搬具 ４～12年

 

 

(ロ）無形固定資産

　定額法

　なお、ソフトウエア（自社利用分）

については、社内における利用可能期

間（５年）に基づく定額法によってお

ります。

(ロ）無形固定資産

同左

(3）重要な引当金の計上基準 (イ）貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権等特定の債権につ

いては個別に回収可能性を勘案し、回

収不能見込額を計上しております。

(イ）貸倒引当金

同左

-　 -
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項目
前連結会計年度

（平成18年１月１日から
平成18年12月31日まで）

当連結会計年度
（平成19年１月１日から
平成19年12月31日まで）

 

 

(ロ）賞与引当金

　従業員の賞与の支給に備えるため、

将来の賞与支給見込額のうち当連結会

計年度の負担額を計上しております。

(ロ）賞与引当金

同左

 

 

(ハ）役員賞与引当金

　役員の賞与の支給に備えるため、支

給見込額のうち当連結会計年度に負担

すべき額を計上しております。

(ハ）役員賞与引当金

同左

 

 

 

(ニ）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、当

連結会計年度末における退職給付債務

および年金資産の見込額に基づき、計

上しております。

　なお、会計基準変更時差異（3,249百

万円）については、15年による按分額

を費用処理しております。

　また、数理計算上の差異は、各連結

会計年度の発生時における従業員の平

均残存勤務期間以内の一定の年数（10

年）による定額法により、それぞれ発

生の翌連結会計年度から損益処理して

おります。

　過去勤務債務は、その発生時の従業

員の平均残存勤務期間以内の一定の年

数（10年）による定額法により損益処

理しております。

(ニ）退職給付引当金

同左

　

　

　

 

 

(ホ）役員退職慰労引当金

　役員、執行役員および執行理事の退

職慰労金の支出に備えるため、内規に

基づく期末要支給額を計上しておりま

す。

(ホ）役員退職慰労引当金

同左

(4）重要なリース取引の処理

　方法

　リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナンス・

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。

同左

(5）重要なヘッジ会計の方法 (イ）ヘッジ会計の方法 (イ）ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理によっております。

　なお、振当処理の要件を満たしてい

る為替予約および通貨オプションにつ

いては振当処理を、特例処理の要件を

満たしている金利スワップについては

特例処理によっております。

繰延ヘッジ処理によっております。

　なお、振当処理の要件を満たしてい

る為替予約については振当処理を、特

例処理の要件を満たしている金利ス

ワップについては特例処理によってお

ります。

-　 -
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項目
前連結会計年度

（平成18年１月１日から
平成18年12月31日まで）

当連結会計年度
（平成19年１月１日から
平成19年12月31日まで）

 

 

(ロ）ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段

　デリバティブ取引（為替予約取引、金

利スワップ取引、通貨オプション取引）

(ロ）ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段

　デリバティブ取引（為替予約取引、金

利スワップ取引）

 

 

ヘッジ対象

　相場変動等による損失の可能性があ

り、相場変動等が評価に反映されてい

ないものおよびキャッシュ・フローが

固定され、その変動が回避されるもの。

ヘッジ対象

同左

 

 

(ハ）ヘッジ方針

　当社の内規に基づき、通貨および金

利の取引における市場相場変動および

キャッシュ・フロー変動に対するリス

ク回避を目的としてデリバティブ取引

を利用しており、投機目的の取引は

行っておりません。

(ハ）ヘッジ方針

同左

 

 

(ニ）ヘッジ有効性評価の方法

　ヘッジの有効性の判定は、原則とし

てヘッジ開始時から有効性判定時点ま

での期間において、ヘッジ対象の相場

変動またはキャッシュ・フロー変動の

累計とヘッジ手段の相場変動または

キャッシュ・フロー変動の累計とを比

較し、両者の変動額等を基礎にして判

断することとしております。

(ニ）ヘッジ有効性評価の方法

同左

(6）その他連結財務諸表作成

のための重要な事項

(イ）消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

(イ）消費税等の会計処理

同左

５　連結子会社の資産および負

　債の評価に関する事項

　連結子会社の資産および負債の評価に

ついては、全面時価評価法を採用してお

ります。

同左

６　のれんの償却に関する事項 　のれんの償却については、連結子会社

の実態に基づいた適切な償却方法および

期間で償却しております。

同左

７　連結キャッシュ・フロー計

　算書における資金の範囲

　連結キャッシュ・フロー計算書におけ

る資金（現金および現金同等物）は、手

許現金、随時引き出し可能な預金および

容易に換金可能で、かつ価値の変動につ

いて僅少なリスクしか負わない取得日か

ら３ヶ月以内に償還期限の到来する短期

投資からなっております。

同左

-　 -
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前連結会計年度
（平成18年１月１日から
平成18年12月31日まで）

当連結会計年度
（平成19年１月１日から
平成19年12月31日まで）

 (役員賞与に関する会計基準)
　当連結会計年度より、「役員賞与に関する会計基準」
（企業会計基準第４号　平成17年11月29日）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。

――――――

 (貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準)
　当連結会計年度より、「貸借対照表の純資産の部の表
示に関する会計基準」（企業会計基準第５号　平成17年
12月９日）および「貸借対照表の純資産の部の表示に関
する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第
８号　平成17年12月９日）を適用しております。
 従来の資本の部の合計に相当する金額は48,602百万円
であります。
 なお、連結財務諸表規則の改正により、当連結会計年
度における連結貸借対照表の純資産の部については、改
正後の連結財務諸表規則により作成しております。

――――――

――――――  (有形固定資産の減価償却方法)
　当連結会計年度より、平成19年度の税制改正による
減価償却方法を適用しており、平成19年４月１日以降
取得した建物(附属設備を除く)については定額法、そ
の他の有形固定資産については定率法を採用しており
ます。ただし既存資産については、従来通り旧定額法、
旧定率法によっております。
　なお、この変更による影響額は軽微であります。 

表示方法の変更

前連結会計年度
（平成18年１月１日から
平成18年12月31日まで）

当連結会計年度
（平成19年１月１日から
平成19年12月31日まで）

（連結キャッシュ・フロー計算書）
 　　投資活動によるキャッシュ・フローの「無形固定資

産の取得による支出」は、前連結会計年度まで「その
他投資活動による支出」に含めて表示しておりました
が、金額的重要性が増したため区分掲記しております。
なお、前連結会計年度の「無形固定資産の取得による
支出」は△636百万円であります。

――――――
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注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度

（平成18年12月31日）

当連結会計年度

（平成19年12月31日）

※１　非連結子会社および関連会社に対するものは、次の

とおりであります。

※１　非連結子会社および関連会社に対するものは、次の

とおりであります。

投資有価証券（株式）      1,112百万円

出資金 553　〃

投資有価証券（株式）        1,117百万円

出資金 　 653　〃

※２　担保に供している資産ならびに担保付債務は次のと

おりであります。

※２　担保に供している資産ならびに担保付債務は次のと

おりであります。

担保資産 担保資産

たな卸資産    570百万円 (－百万円)

建物および構築物 　79　〃 (66　〃　)

機械装置および

運搬具
　76　〃 (76　〃　)

土地 　115　〃 (32　〃　)

合計    842百万円 (175百万円)

建物および構築物      63百万円 (63百万円)

機械装置および

運搬具
　　74　〃 (74　〃　)

土地 　　 28　〃 (28　〃　)

合計      166百万円 (166百万円)

担保付債務 担保付債務

短期借入金    342百万円 (4百万円)

合計    342百万円 (4百万円)

　上記のうち（　）内書は、工場財団抵当ならびに当

該債務を示しております。

短期借入金       3百万円 (3百万円)

合計       3百万円 (3百万円)

　上記のうち（　）内書は、工場財団抵当ならびに当

該債務を示しております。

　３　偶発債務

　下記会社等の金融機関借入金に対し保証を行ってお

ります。

　３　偶発債務

　下記会社等の金融機関借入金に対し保証を行ってお

ります。

保証先 保証額

サンバイオ㈱ 282百万円

㈱葡萄ラボ 42　〃

従業員

（提携カードローン）
60　〃

従業員（住宅貸付金） 205　〃

合計   591百万円

保証先 保証額

サンバイオ㈱    53百万円

従業員

（提携カードローン）
　60　〃

従業員（住宅貸付金） 　 155　〃

合計      269百万円

※４　期末日満期手形の会計処理については、手形交換日

をもって決済処理しております。

　なお、当連結会計年度末日が金融機関の休日であっ

たため、次の期末日満期手形が決算期末日残高に含ま

れております。

※４　期末日満期手形の会計処理については、手形交換日

をもって決済処理しております。

　なお、当連結会計年度末日が金融機関の休日であっ

たため、次の期末日満期手形が決算期末日残高に含ま

れております。

受取手形   422百万円 受取手形

支払手形

設備関係支払手形 

     196百万円

3百万円

8百万円

※５　当社は平成18年12月に苫小牧工場、川崎物流センター、

藤沢工場、軽井沢工場、勝沼工場、日光工場、磐田工

場、八代工場、生物資源研究所、酒類研究所で取得し

た資産の一部について圧縮記帳を行っております。収

用により取得価額から直接控除した当期圧縮記帳額は、

1,710百万円であり、国庫補助金等により有形固定資

産の取得価額から直接控除した圧縮記帳額は、60百万

円であります。

※５　　　　　　　　　――――――
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（連結損益計算書関係）

前連結会計年度
（平成18年１月１日から
平成18年12月31日まで）

当連結会計年度
（平成19年１月１日から
平成19年12月31日まで）

※１　販売費および一般管理費のうち、主要な費目および

金額は次のとおりであります。

※１　販売費および一般管理費のうち、主要な費目および

金額は次のとおりであります。

販売促進費      5,422百万円

支払運賃      4,411　〃

広告宣伝費      1,495　〃

保管料      1,877　〃

人件費      6,793　〃

賞与引当金繰入額 275　〃

退職給付費用 482　〃

役員退職慰労引当金繰入額 72　〃

減価償却費 293　〃

試験研究費 839　〃

たな卸資産処分損 394　〃

販売促進費        4,376百万円

支払運賃        3,511　〃

広告宣伝費          971　〃

保管料        1,754　〃

人件費        6,641　〃

賞与引当金繰入額 　 161　〃

退職給付費用  431  〃

役員退職慰労引当金繰入額 12　〃

減価償却費 　662　〃

試験研究費 　 794　〃

たな卸資産処分損 　 274　〃

※２　一般管理費および当期製造費用に含まれる研究開発

費は、873百万円であります。

 

※２　一般管理費および当期製造費用に含まれる研究開発

費は、843百万円であります。

※３　固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。 ※３　固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。

寮・社宅    2百万円

工場土地売却 4,863　〃

その他 29　〃

合計    4,894百万円

ビル所有権持分     477百万円

工場土地売却 1  〃

その他 12  〃

合計    491百万円

※４　固定資産処分損の内訳は次のとおりであります。 ※４　固定資産処分損の内訳は次のとおりであります。

建物・構築物処分損  689百万円

機械装置・運搬具処分損 350　〃

その他固定資産処分損 52　〃

解体費、その他 148　〃

合計    1,240百万円

建物・構築物処分損     26百万円

機械装置・運搬具処分損 　 27　〃

その他固定資産処分損 　16　〃

解体費、その他 　 4　〃

合計         75百万円

※５　特別利益その他の主な内訳 ※５　特別利益その他の主な内訳

貸倒引当金戻入益  4百万円 貸倒引当金戻入益    61百万円

固定資産処分損戻入益 　 47　〃

ゴルフ会員権売却益 　 5　〃

※６　　　　　　　　　―――――― ※６　事業再編成費用の内訳

たな卸資産処分損     211百万円

有形固定資産除却損 　 67　〃

事務所移転費用 　77　〃

リース解約違約金 　12　〃

ラベルデザイン除却損 　 51　〃

合計         419百万円

※７　　　　　　　　　――――――

 

※７　災害損失は、台風により毀損した商品在庫の整理損

失であります。 

 

※８　特別損失その他の主な内訳 ※８　特別損失その他の主な内訳

会員権評価損   30百万円

アスベスト対策費用  33　〃

アスベスト対策費用 1百万円

-　 -
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（連結株主資本等変動計算書関係）

前連結会計年度（平成18年１月１日から　平成18年12月31日まで）

１．発行済株式の種類および総数ならびに自己株式の種類及び株式数に関する事項

前連結会計年度末株
式数（株）

当連結会計年度増加
株式数（株）

当連結会計年度減少
株式数（株）

当連結会計年度末株
式数（株）

発行済株式

普通株式 133,689,303 － － 133,689,303

合計 133,689,303 － － 133,689,303

自己株式

普通株式　   　(注) 379,405 74,103 77,646 375,862

合計 379,405 74,103 77,646 375,862

 　　　　　（注）１.自己株式の株式数の増加は、単元未満株式の買取による増加分であります。

 　　　　　　　　２.自己株式の株式数の減少は、単元未満株式の買増請求による売渡分5,646株および持分法適用関連会

社所有の自己株式(当社株式)の当社帰属分の売渡分72,000株であります。

 

２．配当に関する事項

(1）配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成18年3月29日

定時株主総会
普通株式 666 5 平成17年12月31日 平成18年3月30日

(2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

配当の原資
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成19年3月28日

定時株主総会
普通株式 666 利益剰余金 5 平成18年12月31日 平成19年3月29日

-　 -

【訂正前】

22

メルシャン㈱(2536) 平成19年12月期決算短信



当連結会計年度（平成19年１月１日から　平成19年12月31日まで）

１．発行済株式の種類および総数ならびに自己株式の種類および株式数に関する事項

前連結会計年度末株
式数（株）

当連結会計年度増加
株式数（株）

当連結会計年度減少
株式数（株）

当連結会計年度末株
式数（株）

発行済株式

普通株式 133,689,303 － － 133,689,303

合計 133,689,303 － － 133,689,303

自己株式

普通株式　　　（注) 375,862 137,734 18,363 495,233

合計

 
375,862 137,734 18,363 495,233

 　　(注) 普通株式の自己株式増加137,734株は、単元未満株式の買取による増加89,734株および持分法適用関連会社

 　　　　 が取得した自己株式(当社株式)の当社帰属分48,000株の増加であり、減少18,363株は、単元未満株式の買増

 　　　　 請求による売渡であります。

 

２．配当に関する事項

(1）配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成19年3月28日

定時株主総会
普通株式 666 5 平成18年12月31日 平成19年3月29日

(2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

配当の原資
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成20年3月25日

定時株主総会
普通株式 665 利益剰余金 5 平成19年12月31日 平成20年3月26日
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度
（平成18年１月１日から
平成18年12月31日まで）

当連結会計年度
（平成19年１月１日から
平成19年12月31日まで）

※　現金および現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係

※　現金および現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係

現金および預金勘定     5,245百万円

預入れ期間が３ヶ月を超える

定期預金
△30　〃

現金および現金同等物     5,214百万円

 

現金および預金勘定      6,160百万円

預入れ期間が３ヶ月を超える

定期預金
　　△31　〃

現金および現金同等物     6,128百万円

 ※　株式の追加取得により新たに日本リカー㈱を連結した

ことに伴う、連結開始時の資産および負債の内訳なら

びに株式の取得価額と取得による収入（純額）との関

係は次のとおりです。　　（平成18年３月31日現在）

流動資産 1,276百万円

固定資産 65百万円

のれん 283百万円

流動負債 △865百万円

固定負債 △212百万円

少数株主持分 △170百万円

その他有価証券評価差額金 △1百万円

取得時提出会社持分 △322百万円

新規連結子会社株式の取得価額 53百万円

新規連結子会社の現金同等物 77百万円

差引：新規連結子会社取得による収入 23百万円

　　　　　　　　　　　――――――

 

（開示の省略）

  リース取引関係、関連当事者との取引、税効果会計関係、有価証券関係、デリバティブ取引関係、退職給付関係、

ストック・オプション等関係、企業結合等関係に関する注記事項については、決算短信における開示の必要性が大き

くないと考えられるため開示を省略しております。
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（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

前連結会計年度（平成18年１月１日から　平成18年12月31日まで）

 
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）

Ⅰ　売上高および営業損益        

売上高        

(1）外部顧客に対する

　　売上高
78,150 5,461 13,761 2,213 99,587 － 99,587

(2）セグメント間の内部

売上高
0 － － 900 901 (901) －

計 78,151 5,461 13,761 3,114 100,489 (901) 99,587

営業費用 77,817 4,891 13,404 2,925 99,039 (899) 98,139

営業利益 333 570 357 188 1,450 (1) 1,448

Ⅱ　資産、減価償却費

　　および資本的支出
       

資産 62,499 6,553 11,464 1,696 82,214 13,203 95,418

減価償却費 1,819 304 283 47 2,454 306 2,760

資本的支出 6,312 860 302 30 7,506 646 8,153

　（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

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、清

酒、調味料、スピリッツ、リキュール、カクテルフィズ等

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

３．資産のうち消去または全社の項目に含めた全社資産の金額は135億５千３百万円であり、その主なものは、建

物、構築物、有価証券および管理部門等に係る資産であります。
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当連結会計年度（平成19年１月１日から　平成19年12月31日まで）

 
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）

Ⅰ　売上高および営業損益        

売上高        

(1）外部顧客に対する

　　売上高
78,847 5,725 16,774 1,981 103,329 － 103,329

(2）セグメント間の内部

売上高
4 － － 845 850 (850) －

計 78,851 5,725 16,774 2,826 104,179 (850) 103,329

営業費用 79,166 5,075 16,464 2,669 103,376 (848) 102,528

営業利益 △314 650 310 157 803 (1) 801

Ⅱ　資産、減価償却費

　　および資本的支出

資産 54,836 6,880 11,878 2,067 75,662 13,467 89,129

減価償却費 1,992 348 266 44 2,651 425 3,077

資本的支出 1,311 348 244 53 1,957 718 2,676

　（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

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

 

ｂ．所在地別セグメント情報

前連結会計年度（平成18年１月１日から　平成18年12月31日まで）

　全セグメントの売上高の合計および全セグメントの資産の金額の合計額に占める「本邦」の割合がいずれも

90％を超えているため、その記載を省略しております。

当連結会計年度（平成19年１月１日から　平成19年12月31日まで）

　全セグメントの売上高の合計および全セグメントの資産の金額の合計額に占める「本邦」の割合がいずれも

90％を超えているため、その記載を省略しております。

ｃ．海外売上高

前連結会計年度（平成18年１月１日から　平成18年12月31日まで）

　海外売上高は、連結売上高の10％未満のため、その記載を省略しております。

当連結会計年度（平成19年１月１日から　平成19年12月31日まで）

　海外売上高は、連結売上高の10％未満のため、その記載を省略しております。
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（１株当たり情報）

前連結会計年度
（平成18年１月１日から
平成18年12月31日まで）

当連結会計年度
（平成19年１月１日から
平成19年12月31日まで）

１株当たり純資産額 364円63銭

１株当たり当期純利益金額 13円96銭

１株当たり純資産額 362円65銭

１株当たり当期純利益金額 3円63銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

（追加情報）

　「１株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」

（企業会計基準適用指針第４号）が平成18年１月31日付で改

正されたことに伴い、当連結会計年度から繰延ヘッジ損益

（税効果調整後）の金額を普通株式に係る当連結会計年度末

の純資産額に含めておます。

　なお、前連結会計年度末において採用していた方法により

算定した当連結会計年度末の１株当たり純資産額は、364円

57銭であります。

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　（注）　１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前連結会計年度

（平成18年１月１日から
平成18年12月31日まで）

当連結会計年度
（平成19年１月１日から
平成19年12月31日まで）

当期純利益（百万円） 1,860 483

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る当期純利益（百万円） 1,860 483

普通株式の期中平均株式数　（千株） 133,292 133,252

 

　 (重要な後発事象)

前連結会計年度
（平成18年１月１日から

平成18年12月31日まで）

当連結会計年度
（平成19年１月１日から
平成19年12月31日まで）

―――――― ――――――
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５．個別財務諸表
(1）貸借対照表

 
前事業年度

（平成18年12月31日）
当事業年度

（平成19年12月31日）
増減

区分 金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額
(百万円)

増減率
（％）

（資産の部）         

Ⅰ　流動資産         

１　現金および預金  4,189   5,001  812  

２　受取手形  2,584   828  △1,755  

３　売掛金  30,191   24,070  △6,120  

４　商品  4,242   6,747  2,505  

５　製品  4,892   3,375  △1,516  

６　半製品  1,549   1,602  52  

７　原材料  3,259   3,538  279  

８　仕掛品  308   386  77  

９　貯蔵品  346   306  △39  

10　前渡金  372   367  △5  

11　前払費用  321   308  △13  

12　繰延税金資産  1,721   1,438  △283  

13　短期貸付金  437   672  235  

14　未収入金  1,224   1,396  171  

15　その他  117   90  △26  

貸倒引当金  △13   △5  8  

流動資産合計  55,745 61.9  50,126 60.2 △5,618 △10.1
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前事業年度

（平成18年12月31日）
当事業年度

（平成19年12月31日）
増減

区分 金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額
(百万円)

増減率
（％）

Ⅱ　固定資産         

１　有形固定資産         

(1）建物 14,342   14,304     

減価償却累計額 6,494 7,847  6,798 7,505  △342  

(2）構築物 3,883   4,034     

減価償却累計額 2,329 1,553  2,458 1,575  21  

(3）機械および装置 33,899   34,622     

減価償却累計額 25,557 8,341  26,956 7,666  △675  

(4）車輌運搬具 97   98     

減価償却累計額 80 17  85 12  △5  

(5）工具器具備品 2,488   1,705     

減価償却累計額 2,060 427  1,427 277  △149  

(6）土地  1,413   1,406  △7  

(7）建設仮勘定  51   373  322  

有形固定資産合計  19,653 21.8  18,818 22.6 △835 △4.3

２　無形固定資産         

(1）特許権  14   12  △2  

(2）借地権  15   8  △7  

(3）商標権  3   3  0  

(4）ソフトウエア  1,738   1,876  138  

(5）その他  3   4  △0  

無形固定資産合計  1,776 2.0  1,905 2.3 128 7.2
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前事業年度

（平成18年12月31日）
当事業年度

（平成19年12月31日）
増減

区分 金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額
(百万円)

増減率
（％）

３　投資その他の資産         

(1）投資有価証券  3,104   3,003  △100  

(2）関係会社株式  4,577   4,577  －  

(3）出資金  24   26  1  

(4）関係会社出資金  2,240   2,240  －  

(5）関係会社長期貸付金  130   140  10  

(6）固定化営業債権  513   404  △108  

(7）長期前払費用  348   235  △112  

(8）前払年金費用  1,730   1,525  △204  

(9）敷金および保証金  651   657  5  

(10）その他  3   3  －  

貸倒引当金  △429   △391  38  

投資その他の資産合計  12,896 14.3  12,424 14.9 △472 △3.7

固定資産合計  34,326 38.1  33,147 39.8 △1,179 △3.4

資産合計  90,072 100.0  83,274 100.0 △6,798 △7.5
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前事業年度

（平成18年12月31日）
当事業年度

（平成19年12月31日）
増減

区分 金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額
(百万円)

増減率
（％）

（負債の部）         

Ⅰ　流動負債         

１　支払手形  22   10  △11  

２　買掛金  6,999   7,232  233  

３　短期借入金  3,500   3,500  －  

４　未払金  6,010   3,725  △2,285  

５　未払費用  4,070   2,102  △1,967  

６　未払消費税等  47   481  433  

７　未払酒税  5,986   4,581  △1,405  

８　未払法人税等  567   50  △517  

９　預り金  204   252  47  

10　得意先預り金  2,669   2,370  △299  

11　賞与引当金  322   219  △102  

12　設備関係支払手形  180   132  △47  

13　その他  11   18  7  

流動負債合計  30,592 33.9  24,677 29.7 △5,915 △19.3

Ⅱ　固定負債         

１　長期借入金  9,000   9,000  －  

２　繰延税金負債  2,182   2,077  △104  

３　役員退職慰労引当金  552   169  △382  

４　長期預り金  46   13  △32  

固定負債合計  11,781 13.1  11,261 13.5 △519 △4.4

負債合計  42,373 47.0  35,938 43.2 △6,435 △15.2
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前事業年度

（平成18年12月31日）
当事業年度

（平成19年12月31日）
増減

区分 金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額
(百万円)

増減率
（％）

（純資産の部）         

Ⅰ　株主資本         

１　資本金  20,972 23.3  20,972 25.2 － －

２　資本剰余金         

(1）資本準備金 5,343   5,343   －  

(2）その他資本剰余金 11,472   11,472   0  

資本剰余金合計  16,815 18.7  16,815 20.2 0 0.0

３　利益剰余金         

(1）その他利益剰余金         

固定資産圧縮積立金 2,318   2,406   88  

固定資産圧縮特別勘
定積立金

426   －   △426  

別途積立金 5,000   5,000   －  

繰越利益剰余金 1,643   1,677   33  

利益剰余金合計  9,388 10.4  9,084 10.9 △304 △3.2

４　自己株式  △106 △0.1  △128 △0.2 △21 －

株主資本合計  47,071 52.3  46,744 56.1 △326 △0.7

Ⅱ　評価・換算差額等         

１　その他有価証券評価差
額金

 619 0.7  583 0.7 △36 △5.9

２　繰延ヘッジ損益  7 0.0  7 0.0 △0 △2.7

評価・換算差額等合計  627 0.7  590 0.7 △36 △5.8

純資産合計  47,698 53.0  47,335 56.8 △362 △0.8

負債純資産合計  90,072 100.0  83,274 100.0 △6,798 △7.5
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(2）損益計算書

 
前事業年度

（平成18年１月１日から
平成18年12月31日まで）

当事業年度
（平成19年１月１日から
平成19年12月31日まで）

増減

区分 金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

金額
(百万円)

増減率
（％）

Ⅰ　売上高         

１　製品売上高 69,470   67,101     

２　商品売上高 22,671   27,702     

３　不動産売上高 115 92,256 100.0 84 94,888 100.0 2,632 2.9

Ⅱ　売上原価         

１　製品、半製品期首棚卸
高

6,182   6,441   259  

２　商品期首棚卸高 3,383   4,242   858  

３　当期製品、
半製品製造原価

29,753   30,632   878  

４　商品仕入高 18,121   23,896   5,774  

５　酒税 18,810   18,389   △421  

合計 76,251   83,602   7,350  

６　製品、半製品期末棚卸
高

6,441   4,977     

７　商品期末棚卸高 4,242 65,567 71.1 6,747 71,876 75.7 6,309 9.6

売上総利益  26,689 28.9  23,012 24.3 △3,677 △13.8

Ⅲ　販売費および一般管理費  25,777 27.9  22,568 23.8 △3,209 △12.4

営業利益  911 1.0  443 0.5 △467 △51.3

Ⅳ　営業外収益         

１　受取利息 10   25     

２　受取配当金 307   278     

３　為替差益 60   29     

４　補助金収入 －   57     

５　その他 142 521 0.6 67 457 0.5 △64 △12.3

Ⅴ　営業外費用         

１　支払利息 150   192     

２　寄付金 27   14     

３　売上割引 －   36     

４　その他 8 187 0.2 43 286 0.3 99 53.3

経常利益  1,246 1.4  614 0.7 △631 △50.7
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前事業年度

（平成18年１月１日から
平成18年12月31日まで）

当事業年度
（平成19年１月１日から
平成19年12月31日まで）

増減

区分 金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

金額
(百万円)

増減率
（％）

Ⅵ　特別利益         

１　固定資産売却益 4,866   479     

２　貸倒引当金戻入 4   61     

３　投資有価証券売却益 18   64     

 ４　国庫補助金受入額 60   －     

 ５　その他 － 4,950 5.3 53 658 0.7 △4,292 △86.7

Ⅶ　特別損失         

１　固定資産処分損 1,239   74     

２　投資有価証券評価損 80   16     

 ３　固定資産圧縮損 60   －     

 ４　事業再編成費用 －   419     

５　災害損失 －   150     

６　養魚用飼料回収対応費
用

1,240   －     

７　公開買付対応費用 461   －     

８　早期退職者割増金 44   －     

９　その他 68 3,195 3.5 16 677 0.8 △2,517 △78.8

税引前当期純利益  3,001 3.2  594 0.6 △2,406 △80.2

法人税、住民税および
事業税

483   28     

法人税等調整額 726 1,210 1.3 204 233 0.2 △977 △80.7

当期純利益  1,790 1.9  361 0.4 △1,428 △79.8
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製造原価明細書

  
前事業年度

（平成18年１月１日から
平成18年12月31日まで）

当事業年度
（平成19年１月１日から
平成19年12月31日まで）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

Ⅰ　材料費  20,183 67.7 21,196 69.0

Ⅱ　労務費  1,859 6.2 1,970 6.4

Ⅲ　経費 ※ 7,782 26.1 7,542 24.6

当期総製造費用  29,825 100.0 30,709 100.0

仕掛品期首棚卸高  236  308  

合計  30,061  31,018  

仕掛品期末棚卸高  308  386  

当期製品、半製品製造原
価

 29,753  30,632  

　（注）　原価計算の方法：組別総合原価計算を実施しております。

※このうち主なものは次のとおりであります。

 第90期（百万円） 第91期（百万円）

外注費 2,541 1,982

減価償却費 1,633 1,949

手数料 767 698

光熱水道料 842 877

運賃保管料 542 498

-　 -
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(3）株主資本等変動計算書

前事業年度（平成18年１月１日から　平成18年12月31日まで）
（単位：百万円） 

 

株主資本 

資本金

資本剰余金 
利益剰余金 

自己株式
株主資本
合計資本

準備金
その他

資本剰余金

資本
剰余金
合計

その他利益剰余金 
利益
剰余金
合計

固定資産
圧縮積立金

固定資産
圧縮特別
勘定積立金

別途
積立金

繰越利益
剰余金

平成17年12月31日残高
20,972 5,343 11,472 16,815 703 － 3,000 4,586 8,289 △82 45,994

事業年度中の変動額            

固定資産圧縮
積立金の積立

－ － － － 1,872 － － △1,872 － － －

固定資産圧縮
積立金の取崩(前期)

－ － － － △95 － － 95 － － －

固定資産圧縮
積立金の取崩(当期)

－ － － － △161 － － 161 － － －

固定資産圧縮特別
勘定積立金の積立

－ － － － － 426 － △426 － － －

別途積立金の積立
－ － － － － － 2,000 △2,000 － － －

剰余金の配当
－ － － － － － － △666 △666 － △666

利益処分による
役員賞与

－ － － － － － － △24 △24 － △24

当期純利益
－ － － － － － － 1,790 1,790 － 1,790

自己株式の取得
－ － － － － － － － － △25 △25

自己株式の処分
－ － 0 0 － － － － － 1 1

株主資本以外の
項目の事業年度中の変動
額(純額)

－ － － － － － － － － － －

事業年度中の
変動額合計

－ － 0 0 1,615 426 2,000 △2,942 1,099 △23 1,076

平成18年12月31日残高
20,972 5,343 11,472 16,815 2,318 426 5,000 1,643 9,388 △106 47,071

 
 

評価・換算差額等
純資産合計 

その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計 

平成17年12月31日残高
908 － 908 46,903

事業年度中の変動額  

固定資産圧縮積立金の積立
－ － － －

固定資産圧縮積立金の取崩(前期)
－ － － －

固定資産圧縮積立金の取崩(当期)
－ － － －

固定資産圧縮特別勘定積立金の積立
－ － － －

別途積立金の積立
－ － － －

剰余金の配当
－ － － △666

利益処分による役員賞与
－ － － △24

当期純利益
－ － － 1,790

自己株式の取得
－ － － △25

自己株式の処分
－ － － 1

株主資本以外の項目の事業年度中
の変動額(純額)

△288 7 △280 △280

事業年度中の変動額合計
△288 7 △280 795

平成18年12月31日残高
619 7 627 47,698
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当事業年度（平成19年１月１日から　平成19年12月31日まで）
（単位：百万円） 

 

株主資本 

資本金

資本剰余金 
利益剰余金 

自己株式
株主資本
合計資本

準備金
その他

資本剰余金

資本
剰余金
合計

その他利益剰余金 
利益
剰余金
合計

固定資産
圧縮積立金

固定資産
圧縮特別
勘定積立金

別途
積立金

繰越利益
剰余金

平成18年12月31日残高
20,972 5,343 11,472 16,815 2,318 426 5,000 1,643 9,388 △106 47,071

事業年度中の変動額            

固定資産圧縮
積立金の積立

－ － － － 426 － － △426 － － －

固定資産圧縮
積立金の取崩

－ － － － △338 － － 338 － － －

固定資産圧縮特別
勘定積立金の取崩

－ － － － － △426 － 426 － － －

剰余金の配当
－ － － － － － － △666 △666 － △666

当期純利益
－ － － － － － － 361 361 － 361

自己株式の取得
－ － － － － － － － － △27 △27

自己株式の処分
－ － 0 0 － － － － － 5 5

株主資本以外の
項目の事業年度中の変動
額(純額)

－ － － － － － － － － － －

事業年度中の
変動額合計

－ － 0 0 88 △426 － 33 △304 △21 △326

平成19年12月31日残高
20,972 5,343 11,472 16,815 2,406 － 5,000 1,677 9,084 △128 46,744

 
 

評価・換算差額等
純資産合計 

その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計 

平成18年12月31日残高
619 7 627 47,698

事業年度中の変動額  

固定資産圧縮積立金の積立
－ － － －

固定資産圧縮積立金の取崩
－ － － －

固定資産圧縮特別勘定積立金の取崩
－ － － －

剰余金の配当
－ － － △666

当期純利益
－ － － 361

自己株式の取得
－ － － △27

自己株式の処分
－ － － 5

株主資本以外の項目の事業年度中
の変動額(純額)

△36 △0 △36 △36

事業年度中の変動額合計
△36 △0 △36 △362

平成19年12月31日残高
583 7 590 47,335
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(財)財務会計基準機構会員
 

 平成19年12月期　決算短信 平成20年１月31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）岡部　有治

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

定時株主総会開催予定日 平成20年３月25日 配当支払開始予定日 平成20年３月26日

有価証券報告書提出予定日 平成20年３月25日

（百万円未満切捨て）

１．平成19年12月期の連結業績（平成19年１月１日～平成19年12月31日）

(1）連結経営成績 （％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

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年12月期 103,058 3.7 689 △44.9 784 △42.4 △1,598 －

18年12月期 99,355 0.3 1,250 △51.7 1,360 △49.0 1,658 38.3

１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

自己資本
当期純利益率

総資産
経常利益率

売上高
営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

19年12月期 △12.00 － △3.4 0.9 0.6

18年12月期 12.44 － 3.5 1.5 1.3

（参考）持分法投資損益 19年12月期 195百万円 18年12月期 67百万円

(2）連結財政状態

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

19年12月期 87,084 46,124 52.6 343.93

18年12月期 95,011 48,475 50.7 361.54

（参考）自己資本 19年12月期 45,809百万円 18年12月期 48,198百万円

(3）連結キャッシュ・フローの状況

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

19年12月期 4,949 △3,060 △970 6,128

18年12月期 1,952 △2,449 1,831 5,214

２．配当の状況

１株当たり配当金 配当金総額
(年間)

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）（基準日） 第１四半期末 中間期末 第３四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

18年12月期 － － － 5.00 5.00 666 40.2 1.4

19年12月期 － － － 5.00 5.00 666 － 1.4

20年12月期（予想） － － － 5.00 5.00 － 74.0 －

３．平成20年12月期の連結業績予想（平成20年１月１日～平成20年12月31日）

（％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率）

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

中間期 46,000 △2.7 △200 － △300 － △300 － △2.25

通期 104,000 0.6 2,200 174.6 2,100 134.4 900 86.2 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）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（連結財務諸表作成のための基本となる重要な

事項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　有

②　①以外の変更　　　　　　　　無

（注）詳細は、19ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧ください。

(3）発行済株式数（普通株式）

①　期末発行済株式数（自己株式を含む） 19年12月期 133,689,303株 18年12月期 133,689,303株

②　期末自己株式数 19年12月期 495,233株 18年12月期 375,862株

（注）１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、27ページ「１株当たり情報」をご覧

ください。

（参考）個別業績の概要

１．平成19年12月期の個別業績（平成19年１月１日～平成19年12月31日）

(1）個別経営成績 （％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

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年12月期 94,618 2.8 331 △53.5 502 △52.1 △1,841 －

18年12月期 92,023 △1.7 713 △65.2 1,048 △69.4 1,588 △25.6

１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

円 銭 円 銭

19年12月期 △13.82 －

18年12月期 11.91 －

(2）個別財政状態

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

19年12月期 81,228 44,720 55.1 335.61

18年12月期 89,665 47,286 52.7 354.67

（参考）自己資本 19年12月期 44,720百万円 18年12月期 47,286百万円

２．平成20年12月期の個別業績予想（平成20年１月１日～平成20年12月31日）

（％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率）

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

中間期 41,000 △5.4 △400 － △300 － △200 － △1.50

通期 93,000 △2.0 1,800 305.9 1,900 209.3 900 148.8 6.75

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

上記の予想は本資料の発表日現在における将来の見通し、計画のもととなる前提、予想を含んで掲載しております。

実際の業績は、今後様々な要因によって上記予測とは大きく異なる結果となる可能性があります。業績予想の前提

となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、３ページ「経営成績(経営成績に関する分

析)」をご覧ください。
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１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

  当連結会計年度のわが国経済は、上期には個人消費に弱さが見られたものの、輸出企業を中心とした企業収益の改

善や設備投資の増加に支えられ景気の回復基調が続きました。しかしながら、下期に入り原油価格の高騰やサブプラ

イムローン問題による米国経済の景気減速、円高の進行などにより、先行きの不透明な状況が続きました。

      酒類業界では、消費の減少傾向と低価格志向が続くなか、企業間の販売競争は一段と激しさを増しました。一方、

原材料価格の高騰や為替相場の影響により商品価格の値上げに踏み切らざるを得ない企業が相次ぐなど、たいへん厳

しい事業環境が続きました。

      このような状況のもとで、当社グループは、消費者のニーズを的確に把握して新しい市場の創造に努め、成長分野

での事業拡大と徹底したコスト低減に取り組みました。また、７月にはキリンホールディングス株式会社の事業会社

として新体制をスタートさせ、中期経営計画を策定いたしました。

　　　以上の結果、当連結会計年度の売上高は1,030億５千８百万円(前期比3.7％増)となりました。利益面では、営業利

益は、原材料・輸送費の高騰、為替円安の影響などにより、６億８千９百万円(前期比44.9％減)となり、経常利益は、

７億８千４百万円(前期比42.4％減)となりました。また、業務提携に伴うたな卸資産・固定資産処分による特別損失

の発生および、収益見通しの悪化により繰延税金資産を取り崩した結果、当期純損失は15億９千８百万円(前年同期は

当期純利益16億５千８百万円)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)

      当連結会計年度のワイン市場は、国産ワインでは無添加ワインカテゴリーやヘビーユーザー向け大容量ワインが伸

長し、輸入ワインでは中高級ワインやスパークリングワインが牽引しました。ボージョレ・ヌーヴォーが対前期を大

きく割り込むなどの影響もありましたが、ワイン市場全体としては回復基調で推移しました。

 　　 当社グループの国産ワインは、健康系デイリーワインの「おいしい酸化防止剤無添加ワイン」が好調に推移したほ

か、「ボン・ルージュ　ボックス1.8L」などの大容量ワインが売上を伸ばしました。しかし、720mlのレギュラーサイ

ズでは市場の低迷もあり、主力商品の「ビストロ」、「ボン・ルージュ」が前期を下回りました。

      品質で高い評価を得ている“シャトー・メルシャン　シリーズ”では、主力商品の「シャトー・メルシャン　ジェ

イ・フィーヌ」や“日本の地ワイン　シリーズ”の新酒の不振はありましたが、ボルドー大学との共同開発で話題を

呼んだ「シャトー・メルシャン　甲州きいろ香」に続く開発商品「シャトー・メルシャン　甲州グリ・ド・グリ」が、

その味わいを評価され注目を集め、日本固有のぶどう品種にこだわり開発した“本格スパークリングワイン”の「日

本のあわ」が好評を博するなど市場の拡大に努めました。その結果、国産ワイン全体の売上は前期を上回りました。

      輸入ワインは、チリNo.1ワインメーカー、コンチャ・イ・トロ社の「サンライズ」をスクリューキャップに一新し

て販売し、大きく売上が伸長しました。また、業界に先駆けてスクリューキャップを採用したオーストラリアワイン

の代表的ブランド「イーグルホーク」、カリフォルニアワイン「ウッドブリッジ」やコンチャ・イ・トロ社の「フロ

ンテラ」、また伝統国強化の一環としてリニューアルし、“ベスト・バリュー・ボルドー”をコンセプトに取り組ん

だ「ドゥルトｂボルドー」も手頃な本格ワインとして売上を伸ばしました。これらはいずれもスクリューキャップを

使用したワインであり、その利便性がお客様に評価された結果と考えられます。高級ワインでは活況なシャンパン市

場で「ランソン」が、高級シャトー市場では価格高騰のなか“ボルドー・シャトーワイン群”がそれぞれ売上を伸ば

しました。一方、ボージョレ・ヌーヴォーは、業界全体が発注数量を抑えた影響もあり、当社でも前期売上を大幅に

下回りました。輸入ワインも含めワイン事業全体では、麒麟麦酒株式会社からの移管商品「カフェ・ド・パリ」、「フ

ランジア」なども加わり前期を大幅に上回りました。

      中国酒は、高価格帯商品の構成比増に伴い、平均単価は上昇しましたが、中国食品の安全性の問題から厳しい状況

が続き前期を下回りました。

      加工食品の市場では、残暑の影響で調理麺類の売上が大幅増となったものの、その他の惣菜・弁当類は厳しい状況

が続きました。また、原材料の高騰とともに賞味期限偽装表示といった社会問題が加工食品メーカーにも大きな影響

を与えました。

      当社グループの加工用酒類事業は、猛暑による市場低迷のなか惣菜向けのみりんや発酵調味料が前期売上を割り込

みましたが、加工用ワインは堅調に推移しました。製菓用洋酒は、麒麟麦酒株式会社から移管を受けた「マイヤーズ

ラム」の売上が寄与し前期を上回りました。また、食の“安全・安心”意識の高まりから、サニテーション用アルコー

ル製剤が新商品の投入や新規ユーザーの獲得により大幅に前期を上回りました。これらの結果、加工用酒類事業全体

では前期売上を上回りました。
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      アルコール事業では、清酒用アルコールの需要が大幅に減少するなか、酎ハイなどに使用されるリキュール用アル

コールの販売促進に注力した結果、酒類原料用アルコールの売上は前期を上回りました。工業用アルコールは、価格

競争を避け堅実な販売を展開しました。その結果、アルコール事業全体の売上は前期を上回りました。

      ７月より麒麟麦酒株式会社に販売を移管し、同社からの受託生産を行うこととなった国産ウイスキー、梅酒、低ア

ルコール飲料、焼酎類は、出荷数量ベースでの比較では梅酒、低アルコール飲料が前期出荷量を上回ったものの、そ

の他については前期を割り込み、受託生産品全体では前期を下回りました。

      これらの結果、酒類事業の売上高は、788億４千７百万円(前期比0.9％増)となりました。

   (医薬・化学品事業)

      抗生物質「ジョサマイシン」は、中国・欧州向け出荷がともに堅調に推移しました。抗腫瘍性抗生物質「ピラルビ

シン」は国内向けが減少し前年を下回りましたが、その他の制癌剤が海外の新規得意先開拓により売上を伸ばし、制

癌剤全体では前期より伸長しました。その他の商品についても新規導入商品が寄与し、溶剤も売上を伸ばした結果、

医薬・化学品事業全体では、前期を上回りました。

      これらの結果、医薬・化学品事業の売上高は、57億２千５百万円(前期比4.8％増)となりました。

   (飼料事業)

      畜産飼料事業では、生乳の生産調整により市場が縮小しているなか、配合飼料において栄養成分を調整し対応した

差別化商品などの拡売に努めました。また、生産者個別対応の技術営業戦略が功を奏したほか、値上げ効果も加わり

売上は前期を大きく上回りました。一方、サプリメント(家畜用栄養補助飼料)は、生乳減産の影響を受けて減少し前

期割れとなりました。水産飼料事業では、台風・高水温・赤潮などの自然現象による影響があったものの、四国地区

における販売強化やビール酵母を利用した新商品の投入などにより新規養殖業者の取り込みに成功し販売量が増加し

たほか、原料高騰による値上げ効果と養殖魚などの生産物取り扱いの増加が売上を伸ばしました。飼料事業は、畜産・

水産飼料事業ともに前期を大幅に上回りました。

      これらの結果、飼料事業の売上高は、165億４百万円(前期比22.0％増)となりました。

   (その他の事業)

      その他の事業の売上高は、19億８千１百万円(前期比10.5％減)となりました。

 

 

(2）財政状態に関する分析

  　  資産、負債及び純資産の状況

  当連結会計年度の総資産は、麒麟麦酒株式会社から輸入ワインが移管されたことなどにより、棚卸資産が増加しま

したが、売掛金回収サイト短縮により売上債権が減少し、前期比79億２千６百万円減の870億８千４百万円となりまし

た。負債につきましては、麒麟麦酒株式会社との業務提携に伴い、未払値引等が減少し、前期比55億７千５百万円減

の409億５千９百万円となりました。純資産につきましては、繰延税金資産取り崩しの影響等による利益剰余金等の減

少で、前期比23億５千１百万円減の461億２千４百万円となりました。この結果、自己資本比率は、52.6％となりまし

た。

      

　キャッシュフローの状況　

当連結会計年度における各キャッシュ・フロ－の状況とそれらの要因は次のとおりであります。

（営業キャッシュ・フロー）

　主として、売上債権の減少により、営業活動の結果獲得した資金は49億４千９百万円（前年同期比153.5％増）とな

りました。

（投資キャッシュ・フロー）

　主として、有形固定資産の取得により、投資活動の結果使用した資金は30億６千万円（支出が前年同期比24.9％増）

となりました。

（財務キャッシュ・フロー）

　主として、配当金の支払いにより、財務活動の結果使用した資金は９億７千万円（前期は18億３千１百万円の獲得）

となりました。

 

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

  当社は、株主の皆様に対し、長期にわたり安定的な配当を継続して実施することを基本方針として利益配分を行っ

ております。

      その一方で、経営体質の強化および将来の事業展開に向けて、設備投資や研究開発等に備えるために内部留保の充

実強化も重要と考えております。

      このような方針のもとで、当期の期末配当金につきましては、１株当り５円とさせていただく予定でおります。
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２．企業集団の状況
概略図

 

製品・サ－ビス 

得意先 

非連結子会社 
㈱メルシャンサロン
（サ－ビス業） 
㈲ラ・ヴィーニュ 

持分法適用関連会社 
日本合成アルコール㈱ 

関連会社 
サンバイオ㈱ 
㈲タックス 
㈱葡萄ラボ 

その他の子会社、関連会社、関連当事者 

連結子会社 
マーカムヴィニヤーズ 

シャトーレイソン 
非連結子会社 

エムピーケー㈱ 
関連会社 

紹興古越龍山酒業有限公司 

紹興古越龍山果酒有限公司 

製品 

連結子会社 
三楽ファインケミカル㈱ 

メルシャンバイオグリーン㈱ 

製品 

関連会社 
マリーンバイオ㈱ 

製品 

連結子会社 
㈱メルシャンクリンテック 

㈱メルシャン軽井沢美術館 

三桜産業㈱ 

製品 

親会社の子会社 
  麒麟麦酒㈱ 
連結子会社 

メルコム㈱ 
日本リカー㈱ 
メルシャンケミカル㈱ 
メルシャンフィード㈱ 
南紀串本水産㈱ 

非連結子会社 
㈱京橋ワインリカーショップ 

持分法適用関連会社 
深萬楽薬業有限公司 

製品 

連結子会社 
 メルテックサービス㈱ 

製品・サービス 

輸送部門 

親会社 
 キリンホールディングス㈱ 

親会社 

酒類事業 医薬・化学品事業 飼料事業 その他事業 

メルシャン㈱ 
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３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

  当社は、1934年の創業以来、一貫して、発酵技術を活かして社会に貢献してまいりました。現在では、ワインをは

じめとする酒類事業、抗生物質や制癌剤等の医薬・化学品事業、畜産・水産の飼料事業などを展開しております。

  2007年７月には、キリンホールディングス株式会社の事業会社として新体制をスタートし、新生メルシャンの“第

二の創業”と位置づけ企業価値の一層の向上とさらなる発展をめざしてまいります。 

  【経営理念】

      メルシャン(“Ｍｅｒｃｉ＋ａｎ”＝常に感謝の気持ちを持ち続ける人)は、その社名が示すとおり、お客様への感

謝の気持ちを常に大切にし、“自然の恵みをくらしに活かす”企業活動を行ってまいります。

  【経営ビジョン】

   ・ 成長のシナリオの実現

      将来的に市場拡大の可能性がある“ワイン事業”と“加工用酒類事業”に特化し、両事業分野でのストロングNo.1

をめざします。

   ・ お客様視点の経営の実践

      メルシャンの社名が示す“お客様に常に感謝の気持ちを持って行動する会社”に名実ともに変わります。そのため

に経営のあり方や仕組みを常に変革し続けます。

   ・ 品質管理とＣＳＲ(企業の社会的責任)の向上

      企業活動の基盤となる品質管理とＣＳＲの向上に不断の努力を行ってまいります。

 

(2）目標とする経営指標

  当社が目標とする経営指標は、企業価値の向上をめざしてＥＶＡ(経済的付加価値)を中心としてその改善への取り

組みを継続してまいります。さらに企業ビジョンと戦略を明確にすることで、財務数値に表される業績だけでなく、

財務以外の経営状況や経営品質から経営を評価し、バランスのとれた業績評価を行うといった考え方を融合させてよ

り強固な経営システムとしての運用を進めてまいります。

 

(3）中長期的な会社の経営戦略

  当社は、昨年７月にキリンホールディングス株式会社の事業会社として新体制をスタートしました。キリングルー

プ長期経営構想“キリン・グループ・ビジョン２０１５”に揚げる飛躍的成長の実現に向け、当社の役割を果たすべ

く本年度より５年間に渡る中期経営計画を策定いたしました。

  今回の中期経営計画では、グループ連携の最大化とこれまでにない経営革新を断行し、激変する市場環境のなかで、

“ワイン”と“加工用酒類”のそれぞれの分野でストロングNo.1の早期実現と経営理念・経営ビジョンに沿った企業

活動の実践を図り、すべてのステークホルダーから高い評価を獲得する事をめざします。

      ワイン事業では、ワイン専門総合会社として“健全なワイン市場の形成と拡大への貢献”、“お客様支持率No.1の

獲得”の実現に向けてビジネスプロセスでお客様視点に立った価値営業の提案を行います。加工用酒類事業では、今

まで培ってきた技術力・提案力・商品開発力を十分に発揮し、業界随一の品揃えを持つ強みを活かして、お酒の持つ

天然系調味料としての“安心・安全”価値をさらに高め潜在需要の開拓に取り組んでまいります。また、医薬・化学

品および飼料事業では、安定的な事業運営の推進により事業価値の向上に努めます。

 

(4）会社の対処すべき課題

  当社がめざす、“ワイン事業と加工用酒類事業に特化し両事業分野でNo.1となること”、“お客様視点の経営を実

践する会社となること”および“品質管理とＣＳＲの向上に努めること”の３つの方針を実現するために経営のあり

方、仕組み、組織風土等を絶えず見直し革新してまいります。

   ① 経営基盤の整備

      経営基盤の整備として、昨年７月にカンパニー制を廃止し、ワイン事業と加工用酒類事業特化型のスリム化した組

織へ変更いたしました。今後は新組織でのさらなる発展に努めてまいります。また、ＣＳＲ推進部を新設し、全社リ

スクマネジメント・品質管理機能を強化し、ＣＳＲの向上を図ります。

   ② コスト競争力の強化

      コスト改善活動を全社展開するとともにワイン専門総合会社に相応しい価値訴求型事業モデルを構築します。また、

営業・販売促進・生産・ＳＣＭ(サプライチェーンマネジメント)等あらゆる分野でのグループ連携強化により大幅な

コスト削減を図ります。

   ③ 組織風土・行動の革新

      全社員の行動指針にお客様視点を浸透・実践させるとともに、“新たなワイン需要の創造と拡大”、“一人一人の

働き方の改善”の全社的運動を展開します。また、各部門で人材育成プログラムを導入し、自由闊達でいきいきした

組織風土を醸成します。
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４．連結財務諸表
(1）連結貸借対照表

  
前連結会計年度

（平成18年12月31日）
当連結会計年度

（平成19年12月31日）
　　増 減 

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額
(百万円)

増減率
(％)

（資産の部）          

Ⅰ　流動資産          

１　現金および預金   5,245   6,160  915  

２　受取手形および売掛金 ※４  33,995   25,902  △8,093  

３　有価証券   175   36  △138  

４　たな卸資産 ※２  19,576   21,644  2,068  

５　繰延税金資産   1,885   162  △1,722  

６　その他   2,289   2,367  78  

貸倒引当金   △20   △13  6  

流動資産合計   63,146 66.5  56,260 64.6 △6,885 △10.9

Ⅱ　固定資産          

１　有形固定資産 ※５         

(1）建物および構築物 ※２ 20,389   20,466     

減価償却累計額  9,883 10,505  10,366 10,099  △405  

(2）機械装置および
運搬具

※２ 36,351   36,980     

減価償却累計額  27,462 8,889  28,750 8,229  △659  

(3）土地 ※２  1,718   1,708  △9  

(4）建設仮勘定   103   459  356  

(5）その他  3,274   2,530     

減価償却累計額  2,531 742  1,939 590  △152  

有形固定資産合計   21,958 23.1  21,087 24.2 △870 △4.0

２　無形固定資産   2,048 2.2  2,112 2.4 64 3.2

３　投資その他の資産          

(1）投資有価証券 ※１  4,260   4,159  △100  

(2）前払年金費用   1,730   1,525  △204  

  (3）繰延税金資産   31   29  △1  

(4）その他 ※１  2,208   2,295  86  

貸倒引当金   △372   △387  △14  

投資その他の資産合計   7,858 8.2  7,622 8.8 △235 △3.0

固定資産合計   31,864 33.5  30,823 35.4 △1,041 △3.3

資産合計   95,011 100.0  87,084 100.0 △7,926 △8.3
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前連結会計年度

（平成18年12月31日）
当連結会計年度

（平成19年12月31日）
　　増 減 

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額
(百万円)

増減率
(％)

（負債の部）          

Ⅰ　流動負債          

１　支払手形および買掛金 ※４  7,978   8,646  667  

２　短期借入金 ※２  5,531   5,469  △62  

３　１年内返済予定長期
借入金

  22   17  △5  

４　未払金   12,212   9,044  △3,168  

 ５　未払費用   4,094   2,115  △1,979  

６　未払法人税等   639   154  △484  

７　預り金   2,956   2,721  △235  

８　賞与引当金   346   240  △105  

９　その他 ※４  321   188  △132  

流動負債合計   34,102 35.9  28,596 32.9 △5,505 △16.1

Ⅱ　固定負債          

１　長期借入金   9,119   9,155  36  

２　繰延税金負債   2,488   2,845  357  

３　退職給付引当金   181   166  △15  

４　役員退職慰労引当金   575   169  △405  

５　長期預り金   46   14  △32  

６　その他   21   11  △10  

固定負債合計   12,432 13.1  12,362 14.2 △69 △0.6

負債合計   46,535 49.0  40,959 47.1 △5,575 △12.0

（純資産の部）          

Ⅰ　株主資本          

１　資本金   20,972 22.1  20,972 24.1 － －

２　資本剰余金   16,834 17.7  16,834 19.3 0 0.0

３　利益剰余金   9,697 10.2  7,431 8.5 △2,265 △23.4

４　自己株式   △108 △0.1  △143 △0.2 △35 －

　　株主資本合計   47,396 49.9  45,095 51.7 △2,300 △4.9

Ⅱ　評価・換算差額等          

１　その他有価証券評価差
額金

  644 0.7  591 0.7 △52 △8.2

２　繰延ヘッジ損益   7 0.0  7 0.0 △0 △2.7

３　為替換算調整勘定   149 0.1  114 0.1 △35 △23.7

　　評価・換算差額等合計   802 0.8  713 0.8 △88 △11.1

Ⅲ　少数株主持分   277 0.3  315 0.4 37 13.6

純資産合計   48,475 51.0  46,124 52.9 △2,351 △4.9

負債純資産合計   95,011 100.0  87,084 100.0 △7,926 △8.3

-　 -
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(2）連結損益計算書

  
前連結会計年度

（平成18年１月１日から
平成18年12月31日まで）

当連結会計年度
（平成19年１月１日から
平成19年12月31日まで）

増減

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

金額
(百万円)

増減率
（％）

Ⅰ　売上高   99,355 100.0  103,058 100.0 3,703 3.7

Ⅱ　売上原価 ※２  70,810 71.3  77,987 75.7 7,176 10.1

売上総利益   28,544 28.7  25,071 24.3 △3,473 △12.2

Ⅲ　販売費および一般管理費
※１,
 ２

 27,293 27.4  24,381 23.7 △2,911 △10.7

営業利益   1,250 1.3  689 0.6 △561 △44.9

Ⅳ　営業外収益          

１　受取利息  3   15     

２　受取配当金  89   50     

３　持分法による投資利益  67   195     

４　為替差益  60   29     

５　補助金収入  －   57     

６　その他  156 379 0.4 102 450 0.4 71 18.8

Ⅴ　営業外費用          

１　支払利息  220   255     

２　売上割引  －   36     

３　その他  49 269 0.3 63 355 0.3 85 31.9

経常利益   1,360 1.4  784 0.7 △576 △42.4

Ⅵ　特別利益          

１　固定資産売却益 ※３ 4,894   491     

２　投資有価証券売却益  18   64     

 ３　国庫補助金受入額  60   －     

４　その他 ※５ 5 4,980 5.0 61 617 0.7 △4,363 △87.6

          

-　 -
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前連結会計年度

（平成18年１月１日から
平成18年12月31日まで）

当連結会計年度
（平成19年１月１日から
平成19年12月31日まで）

増減

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

金額
(百万円)

増減率
（％）

Ⅶ　特別損失          

１　固定資産処分損 ※４ 1,240   75     

 ２　固定資産圧縮損  60   －     

３　投資有価証券評価損  80   16     

４　貸倒引当金繰入額  4   15     

 ５　事業再編成費用 ※６ －   419     

 ６　災害損失 ※７ －   150     

７　養魚用飼料回収対応費
用

 1,240   －     

８　公開買付対応費用  461   －     

９　早期退職者割増金  44   －     

10　その他 ※８ 65 3,198 3.2 1 678 0.7 △2,520 △78.8

税金等調整前当期純利
益

  3,142 3.2  723 0.7 △2,418 △77.0

法人税、住民税および
事業税

 626   169     

法人税等調整額  799 1,425 1.4 2,114 2,284 2.2 858 60.2

少数株主利益   57 0.1  37 0.0 △19 △34.6

当期純損失（△）また
は当期純利益

  1,658 1.7  △1,598 △1.5 △3,257 －

          

-　 -
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(3）連結株主資本等変動計算書

 前連結会計年度（平成18年１月１日から　平成18年12月31日まで）
(単位：百万円) 

 

 

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成17年12月31日　残高 20,972 16,825 8,731 △131 46,399

連結会計年度中の変動額      

剰余金の配当 － － △666 － △666

利益処分による役員賞与 － － △26 － △26

当期純利益 － － 1,658 － 1,658

自己株式の取得 － － － △25 △25

自己株式の処分 － 8 － 47 56

株主資本以外の項目の連結会計年

度中の変動額(純額) － － － － －

連結会計年度中の変動額合計 － 8 965 22 996

平成18年12月31日　残高 20,972 16,834 9,697 △108 47,396

 

評価・換算差額等

少数株主持分 純資産合計その他有価証券

評価差額金

繰延ヘッジ損益 為替換算

調整勘定

評価・換算

差額等合計

平成17年12月31日　残高 956 － 26 983 52 47,434

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当 － － － － － △666

利益処分による役員賞与 － － － － － △26

当期純利益 － － － － － 1,658

自己株式の取得 － － － － － △25

自己株式の処分 － － － － － 56

株主資本以外の項目の連結会計

年度中の変動額(純額)
△312 7 123 △181 225 44

連結会計年度中の変動額合計 △312 7 123 △181 225 1,041

平成18年12月31日　残高 644 7 149 802 277 48,475

 

-　 -
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 当連結会計年度（平成19年１月１日から　平成19年12月31日まで）
(単位：百万円) 

 

 

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年12月31日　残高 20,972 16,834 9,697 △108 47,396

連結会計年度中の変動額      

剰余金の配当 － － △666 － △666

当期純損失（△） － － △1,598 － △1,598

自己株式の取得 － － － △40 △40

自己株式の処分 － 0 － 5 5

株主資本以外の項目の連結会計年

度中の変動額(純額) － － － － －

連結会計年度中の変動額合計 － 0 △2,265 △35 △2,300

平成19年12月31日　残高 20,972 16,834 7,431 △143 45,095

 

評価・換算差額等

少数株主持分 純資産合計その他有価証券

評価差額金

繰延ヘッジ損益 為替換算

調整勘定

評価・換算

差額等合計

平成18年12月31日　残高 644 7 149 802 277 48,475

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当 － － － － － △666

当期純損失（△） － － － － － △1,598

自己株式の取得 － － － － － △40

自己株式の処分 － － － － － 5

株主資本以外の項目の連結会計

年度中の変動額(純額)
△52 △0 △35 △88 37 △51

連結会計年度中の変動額合計 △52 △0 △35 △88 37 △2,351

平成19年12月31日　残高 591 7 114 713 315 46,124

 

-　 -
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(4）連結キャッシュ・フロー計算書

 
前連結会計年度

（平成18年１月１日から
平成18年12月31日まで）

当連結会計年度
（平成19年１月１日から
平成19年12月31日まで）

区分 金額（百万円） 金額（百万円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益 3,142 723

減価償却費 2,760 3,077

のれん償却額 42 56

貸倒引当金の増減額 1 8

賞与引当金の増減額 △66 △105

退職給付引当金の増減額 △6 △15

前払年金費用の増減額 42 204

役員退職慰労引当金の増減額 51 △405

受取利息および受取配当金 △93 △65

支払利息 220 255

為替差損益 △33 4

持分法による投資利益 △67 △195

有価証券売却益 △1 △3

投資有価証券売却益 △18 △64

投資有価証券評価損 80 16

ゴルフ会員権評価損 30 －

有形固定資産除却・売却損 1,240 69

有形固定資産売却益 △4,894 △490

国庫補助金受入額 △60 －

固定資産圧縮損 60 －

事業再編成費用 － 419

売上債権の増減額 172 8,084

たな卸資産の増減額 △2,349 △2,319

その他資産の増減額 2,976 △534

仕入債務の増減額 946 674

その他負債の増減額 △2,074 △3,489

役員賞与 △27 △1

小計 2,074 5,903

法人税等の支払額 △121 △954

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,952 4,949

-　 -
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前連結会計年度

（平成18年１月１日から
平成18年12月31日まで）

当連結会計年度
（平成19年１月１日から
平成19年12月31日まで）

区分 金額（百万円） 金額（百万円）

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入れによる支出 △21 △1

有価証券の取得による支出 △227 △142

有価証券の売却による収入 195 298

有形固定資産の取得による支出 △6,607 △3,193

有形固定資産の売却による収入 5,246 661

無形固定資産の取得による支出 △1,132 △678

投資有価証券の取得による支出 △25 △2

投資有価証券の売却による収入 97 71

子会社株式追加取得による収支 23 －

貸付けによる支出 △182 △169

貸付金の回収による収入 126 124

利息および配当金の受取額 99 74

その他投資活動による支出 △39 △104

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,449 △3,060

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 △98 46

長期借入れによる収入 3,000 －

長期借入金の返済による支出 △161 △73

自己株式の売却収入 1 5

自己株式の取得による支出 △25 △27

配当金の支払額 △666 △666

利息の支払額 △217 △255

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,831 △970

Ⅳ　現金および現金同等物に係る換算差額 34 △4

Ⅴ　現金および現金同等物の増減額 1,368 914

Ⅵ　現金および現金同等物の期首残高 3,845 5,214

Ⅶ　現金および現金同等物の期末残高 5,214 6,128

-　 -
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前連結会計年度

（平成18年１月１日から
平成18年12月31日まで）

当連結会計年度
（平成19年１月１日から
平成19年12月31日まで）

１　連結の範囲に関する事項

 

(1）連結子会社数　　13社

　会社名は、「第１企業の概況４関係

会社の状況」に記載のとおりです。

　なお、前連結会計年度まで持分法適

用関連会社でありました日本リカー㈱

は株式の追加取得により、当連結会計

年度より連結の範囲に含めております。

(1）連結子会社数　　13社

　会社名は、「２.企業集団の状況」に

記載のとおりです。

　

 

 

(2）主要な非連結子会社の名称等

㈱メルシャンサロン

(2）主要な非連結子会社の名称等

同左

 

 

（非連結子会社について連結の範囲か

ら除いた理由）

　非連結子会社の総資産、売上高、当

期純損益（持分に見合う額）および利

益剰余金（持分に見合う額）等のそれ

ぞれの合計額は、連結会社の総資産、

売上高、当期純損益および利益剰余金

のそれぞれの合計額に対していずれも

５％以下であり、重要性がないため連

結の範囲から除いております。

 

 

２　持分法の適用に関する事項

 

(1）持分法適用会社

非連結子会社　　なし

関連会社　　　　２社

日本合成アルコール㈱

深圳萬楽薬業有限公司

　なお、日本リカー㈱は、当社が新

たに株式を追加取得し、連結の範囲

に含めたため、持分法の適用範囲か

ら除外しております。

(1）持分法適用会社

非連結子会社　　なし

関連会社　　　　２社

日本合成アルコール㈱

深圳萬楽薬業有限公司

　

 

 

(2）持分法非適用会社

非連結子会社

　㈱メルシャンサロン　他３社

関連会社

　サンバイオ㈱　他５社

（非連結子会社および関連会社につい

て持分法を適用しない理由）

　持分法非適用会社は、当期純損益お

よび利益剰余金等に与える影響が軽微

であり、かつ全体としても重要性がな

いため、持分法の適用から除いており

ます。

(2）持分法非適用会社

同左

 

 

 

 

 (3）持分法適用会社のうち、決算日が連

結決算日と異なる会社については、各

社の会計期間に係る財務諸表を使用し

ております。

(3)　　　　　　  同左

-　 -
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項目
前連結会計年度

（平成18年１月１日から
平成18年12月31日まで）

当連結会計年度
（平成19年１月１日から
平成19年12月31日まで）

３　連結子会社の事業年度等に

　関する事項

　連結子会社のうち、シャトー・レイソ

ンの決算日は、10月31日であります。連

結財務諸表の作成にあたっては同日現在

の財務諸表を使用し、連結決算日との間

に生じた重要な取引については、連結上

必要な調整を行っております。

  また、日本リカー㈱の決算日は、３月

31日であります。当期連結財務諸表を作

成するに当たっては12月31日現在で決算

に準じた仮決算を行った財務諸表を使用

しております。

　他の連結子会社の決算日は、連結決算

日と一致しております。

同左

  

　

４　会計処理基準に関する事項   

(1）重要な資産の評価基準お

　よび評価方法

 

(イ）有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

　決算日の市場価格等に基づく時

価法（評価差額は全部純資産直入

法により処理し、売却原価は移動

平均法により算定）

(イ）有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

同左

　

 

 

時価のないもの

　移動平均法による原価法

(ロ）デリバティブ

　時価法

(ハ）たな卸資産

　移動平均法による原価法

時価のないもの

同左

(ロ）デリバティブ

同左

(ハ）たな卸資産

同左

(2）重要な減価償却資産の減

　価償却の方法

 

(イ）有形固定資産

　定率法

　ただし、平成10年４月１日以降に取

得した建物については定額法によって

おります。

　なお、主な耐用年数は以下のとおり

であります。

(イ）有形固定資産

　定率法

　ただし、平成10年４月１日以降に取

得した建物については定額法によって

おります。

　なお、主な耐用年数は以下のとおり

であります。

建物および構築物 15～45年

機械装置および運搬具 ４～12年

建物および構築物 10～45年

機械装置および運搬具 ４～12年

 

 

(ロ）無形固定資産

　定額法

　なお、ソフトウエア（自社利用分）

については、社内における利用可能期

間（５年）に基づく定額法によってお

ります。

(ロ）無形固定資産

同左

(3）重要な引当金の計上基準 (イ）貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権等特定の債権につ

いては個別に回収可能性を勘案し、回

収不能見込額を計上しております。

(イ）貸倒引当金

同左

-　 -
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項目
前連結会計年度

（平成18年１月１日から
平成18年12月31日まで）

当連結会計年度
（平成19年１月１日から
平成19年12月31日まで）

 

 

(ロ）賞与引当金

　従業員の賞与の支給に備えるため、

将来の賞与支給見込額のうち当連結会

計年度の負担額を計上しております。

(ロ）賞与引当金

同左

 

 

(ハ）役員賞与引当金

　役員の賞与の支給に備えるため、支

給見込額のうち当連結会計年度に負担

すべき額を計上しております。

(ハ）役員賞与引当金

同左

 

 

 

(ニ）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、当

連結会計年度末における退職給付債務

および年金資産の見込額に基づき、計

上しております。

　なお、会計基準変更時差異（3,249百

万円）については、15年による按分額

を費用処理しております。

　また、数理計算上の差異は、各連結

会計年度の発生時における従業員の平

均残存勤務期間以内の一定の年数（10

年）による定額法により、それぞれ発

生の翌連結会計年度から損益処理して

おります。

　過去勤務債務は、その発生時の従業

員の平均残存勤務期間以内の一定の年

数（10年）による定額法により損益処

理しております。

(ニ）退職給付引当金

同左

　

　

　

 

 

(ホ）役員退職慰労引当金

　役員、執行役員および執行理事の退

職慰労金の支出に備えるため、内規に

基づく期末要支給額を計上しておりま

す。

(ホ）役員退職慰労引当金

同左

(4）重要なリース取引の処理

　方法

　リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナンス・

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。

同左

(5）重要なヘッジ会計の方法 (イ）ヘッジ会計の方法 (イ）ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理によっております。

　なお、振当処理の要件を満たしてい

る為替予約および通貨オプションにつ

いては振当処理を、特例処理の要件を

満たしている金利スワップについては

特例処理によっております。

繰延ヘッジ処理によっております。

　なお、振当処理の要件を満たしてい

る為替予約については振当処理を、特

例処理の要件を満たしている金利ス

ワップについては特例処理によってお

ります。

-　 -
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項目
前連結会計年度

（平成18年１月１日から
平成18年12月31日まで）

当連結会計年度
（平成19年１月１日から
平成19年12月31日まで）

 

 

(ロ）ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段

　デリバティブ取引（為替予約取引、金

利スワップ取引、通貨オプション取引）

(ロ）ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段

　デリバティブ取引（為替予約取引、金

利スワップ取引）

 

 

ヘッジ対象

　相場変動等による損失の可能性があ

り、相場変動等が評価に反映されてい

ないものおよびキャッシュ・フローが

固定され、その変動が回避されるもの。

ヘッジ対象

同左

 

 

(ハ）ヘッジ方針

　当社の内規に基づき、通貨および金

利の取引における市場相場変動および

キャッシュ・フロー変動に対するリス

ク回避を目的としてデリバティブ取引

を利用しており、投機目的の取引は

行っておりません。

(ハ）ヘッジ方針

同左

 

 

(ニ）ヘッジ有効性評価の方法

　ヘッジの有効性の判定は、原則とし

てヘッジ開始時から有効性判定時点ま

での期間において、ヘッジ対象の相場

変動またはキャッシュ・フロー変動の

累計とヘッジ手段の相場変動または

キャッシュ・フロー変動の累計とを比

較し、両者の変動額等を基礎にして判

断することとしております。

(ニ）ヘッジ有効性評価の方法

同左

(6）その他連結財務諸表作成

のための重要な事項

(イ）消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

(イ）消費税等の会計処理

同左

５　連結子会社の資産および負

　債の評価に関する事項

　連結子会社の資産および負債の評価に

ついては、全面時価評価法を採用してお

ります。

同左

６　のれんの償却に関する事項 　のれんの償却については、連結子会社

の実態に基づいた適切な償却方法および

期間で償却しております。

同左

７　連結キャッシュ・フロー計

　算書における資金の範囲

　連結キャッシュ・フロー計算書におけ

る資金（現金および現金同等物）は、手

許現金、随時引き出し可能な預金および

容易に換金可能で、かつ価値の変動につ

いて僅少なリスクしか負わない取得日か

ら３ヶ月以内に償還期限の到来する短期

投資からなっております。

同左

-　 -
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前連結会計年度
（平成18年１月１日から
平成18年12月31日まで）

当連結会計年度
（平成19年１月１日から
平成19年12月31日まで）

 (役員賞与に関する会計基準)
　当連結会計年度より、「役員賞与に関する会計基準」
（企業会計基準第４号　平成17年11月29日）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。

――――――

 (貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準)
　当連結会計年度より、「貸借対照表の純資産の部の
表示に関する会計基準」（企業会計基準第５号　平成
17年12月９日）および「貸借対照表の純資産の部の表
示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適
用指針第８号　平成17年12月９日）を適用しておりま
す。
　従来の資本の部の合計に相当する金額は48,190百万
円であります。
 なお、連結財務諸表規則の改正により、当連結会計年
度における連結貸借対照表の純資産の部については、
改正後の連結財務諸表規則により作成しております。

――――――

――――――  (有形固定資産の減価償却方法)
　当連結会計年度より、平成19年度の税制改正による
減価償却方法を適用しており、平成19年４月１日以降
取得した建物(附属設備を除く)については定額法、そ
の他の有形固定資産については定率法を採用しており
ます。ただし既存資産については、従来通り旧定額法、
旧定率法によっております。
　なお、この変更による影響額は軽微であります。 

表示方法の変更

前連結会計年度
（平成18年１月１日から
平成18年12月31日まで）

当連結会計年度
（平成19年１月１日から
平成19年12月31日まで）

（連結キャッシュ・フロー計算書）
 　　投資活動によるキャッシュ・フローの「無形固定資

産の取得による支出」は、前連結会計年度まで「その
他投資活動による支出」に含めて表示しておりました
が、金額的重要性が増したため区分掲記しております。
なお、前連結会計年度の「無形固定資産の取得による
支出」は△636百万円であります。

――――――

 

-　 -
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注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度

（平成18年12月31日）

当連結会計年度

（平成19年12月31日）

※１　非連結子会社および関連会社に対するものは、次の

とおりであります。

※１　非連結子会社および関連会社に対するものは、次の

とおりであります。

投資有価証券（株式）      1,112百万円

出資金 553　〃

投資有価証券（株式）        1,117百万円

出資金 　 653　〃

※２　担保に供している資産ならびに担保付債務は次のと

おりであります。

※２　担保に供している資産ならびに担保付債務は次のと

おりであります。

担保資産 担保資産

たな卸資産    570百万円 (－百万円)

建物および構築物 　79　〃 (66　〃　)

機械装置および

運搬具
　76　〃 (76　〃　)

土地 　115　〃 (32　〃　)

合計    842百万円 (175百万円)

建物および構築物      63百万円 (63百万円)

機械装置および

運搬具
　　74　〃 (74　〃　)

土地 　　 28　〃 (28　〃　)

合計      166百万円 (166百万円)

担保付債務 担保付債務

短期借入金    342百万円 (4百万円)

合計    342百万円 (4百万円)

　上記のうち（　）内書は、工場財団抵当ならびに当

該債務を示しております。

短期借入金       3百万円 (3百万円)

合計       3百万円 (3百万円)

　上記のうち（　）内書は、工場財団抵当ならびに当

該債務を示しております。

　３　偶発債務

　下記会社等の金融機関借入金に対し保証を行ってお

ります。

　３　偶発債務

　下記会社等の金融機関借入金に対し保証を行ってお

ります。

保証先 保証額

サンバイオ㈱ 282百万円

㈱葡萄ラボ 42　〃

従業員

（提携カードローン）
60　〃

従業員（住宅貸付金） 205　〃

合計   591百万円

保証先 保証額

サンバイオ㈱    53百万円

従業員

（提携カードローン）
　60　〃

従業員（住宅貸付金） 　 155　〃

合計      269百万円

※４　期末日満期手形の会計処理については、手形交換日

をもって決済処理しております。

　なお、当連結会計年度末日が金融機関の休日であっ

たため、次の期末日満期手形が決算期末日残高に含ま

れております。

※４　期末日満期手形の会計処理については、手形交換日

をもって決済処理しております。

　なお、当連結会計年度末日が金融機関の休日であっ

たため、次の期末日満期手形が決算期末日残高に含ま

れております。

受取手形   422百万円 受取手形

支払手形

設備関係支払手形 

     196百万円

3百万円

8百万円

※５　当社は平成18年12月に苫小牧工場、川崎物流センター、

藤沢工場、軽井沢工場、勝沼工場、日光工場、磐田工

場、八代工場、生物資源研究所、酒類研究所で取得し

た資産の一部について圧縮記帳を行っております。収

用により取得価額から直接控除した当期圧縮記帳額は、

1,710百万円であり、国庫補助金等により有形固定資

産の取得価額から直接控除した圧縮記帳額は、60百万

円であります。

※５　　　　　　　　　――――――
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（連結損益計算書関係）

前連結会計年度
（平成18年１月１日から
平成18年12月31日まで）

当連結会計年度
（平成19年１月１日から
平成19年12月31日まで）

※１　販売費および一般管理費のうち、主要な費目および

金額は次のとおりであります。

※１　販売費および一般管理費のうち、主要な費目および

金額は次のとおりであります。

販売促進費      5,422百万円

支払運賃      4,411　〃

広告宣伝費      1,495　〃

保管料      1,877　〃

人件費      6,793　〃

賞与引当金繰入額 275　〃

退職給付費用 482　〃

役員退職慰労引当金繰入額 72　〃

減価償却費 293　〃

試験研究費 839　〃

たな卸資産処分損 394　〃

販売促進費        4,376百万円

支払運賃        3,511　〃

広告宣伝費          971　〃

保管料        1,754　〃

人件費        6,641　〃

賞与引当金繰入額 　 161　〃

退職給付費用  431  〃

役員退職慰労引当金繰入額 12　〃

減価償却費 　662　〃

試験研究費 　 794　〃

たな卸資産処分損 　 274　〃

※２　一般管理費および当期製造費用に含まれる研究開発

費は、873百万円であります。

 

※２　一般管理費および当期製造費用に含まれる研究開発

費は、843百万円であります。

※３　固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。 ※３　固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。

寮・社宅    2百万円

工場土地売却 4,863　〃

その他 29　〃

合計    4,894百万円

ビル所有権持分     477百万円

工場土地売却 1  〃

その他 12  〃

合計    491百万円

※４　固定資産処分損の内訳は次のとおりであります。 ※４　固定資産処分損の内訳は次のとおりであります。

建物・構築物処分損  689百万円

機械装置・運搬具処分損 350　〃

その他固定資産処分損 52　〃

解体費、その他 148　〃

合計    1,240百万円

建物・構築物処分損     26百万円

機械装置・運搬具処分損 　 27　〃

その他固定資産処分損 　16　〃

解体費、その他 　 4　〃

合計         75百万円

※５　　　　　　　    ―――――― ※５　特別利益その他の主な内訳

貸倒引当金戻入益    7百万円

固定資産処分損戻入益 　 47　〃

ゴルフ会員権売却益 　 5　〃

※６　　　　　　　　　―――――― ※６　事業再編成費用の内訳

たな卸資産処分損     211百万円

有形固定資産除却損 　 67　〃

事務所移転費用 　77　〃

リース解約違約金 　12　〃

ラベルデザイン除却損 　 51　〃

合計         419百万円

※７　　　　　　　　　――――――

 

※７　災害損失は、台風により毀損した商品在庫の整理損

失であります。 

 

※８　特別損失その他の主な内訳 ※８                  ――――――

会員権評価損   30百万円

アスベスト対策費用  33　〃

   

-　 -

【訂正後】

21

メルシャン㈱(2536) 平成19年12月期決算短信



（連結株主資本等変動計算書関係）

前連結会計年度（平成18年１月１日から　平成18年12月31日まで）

１．発行済株式の種類および総数ならびに自己株式の種類及び株式数に関する事項

前連結会計年度末株
式数（株）

当連結会計年度増加
株式数（株）

当連結会計年度減少
株式数（株）

当連結会計年度末株
式数（株）

発行済株式

普通株式 133,689,303 － － 133,689,303

合計 133,689,303 － － 133,689,303

自己株式

普通株式　   　(注)１，２ 379,405 74,103 77,646 375,862

合計 379,405 74,103 77,646 375,862

 　　　　　（注）１.自己株式の株式数の増加は、単元未満株式の買取による増加分であります。

 　　　　　　　　２.自己株式の株式数の減少は、単元未満株式の買増請求による売渡分5,646株および持分法適用関連会

社所有の自己株式(当社株式)の当社帰属分の売渡分72,000株であります。

 

２．配当に関する事項

(1）配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成18年3月29日

定時株主総会
普通株式 666 5 平成17年12月31日 平成18年3月30日

(2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

配当の原資
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成19年3月28日

定時株主総会
普通株式 666 利益剰余金 5 平成18年12月31日 平成19年3月29日

-　 -
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当連結会計年度（平成19年１月１日から　平成19年12月31日まで）

１．発行済株式の種類および総数ならびに自己株式の種類および株式数に関する事項

前連結会計年度末株
式数（株）

当連結会計年度増加
株式数（株）

当連結会計年度減少
株式数（株）

当連結会計年度末株
式数（株）

発行済株式

普通株式 133,689,303 － － 133,689,303

合計 133,689,303 － － 133,689,303

自己株式

普通株式　　　（注) 375,862 137,734 18,363 495,233

合計

 
375,862 137,734 18,363 495,233

 　　(注) 普通株式の自己株式増加137,734株は、単元未満株式の買取による増加89,734株および持分法適用関連会社

 　　　　 が取得した自己株式(当社株式)の当社帰属分48,000株の増加であり、減少18,363株は、単元未満株式の買増

 　　　　 請求による売渡であります。

 

２．配当に関する事項

(1）配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成19年3月28日

定時株主総会
普通株式 666 5 平成18年12月31日 平成19年3月29日

(2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

配当の原資
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成20年3月25日

定時株主総会
普通株式 665 利益剰余金 5 平成19年12月31日 平成20年3月26日

-　 -
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度
（平成18年１月１日から
平成18年12月31日まで）

当連結会計年度
（平成19年１月１日から
平成19年12月31日まで）

※　現金および現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係

※　現金および現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係

現金および預金勘定     5,245百万円

預入れ期間が３ヶ月を超える

定期預金
△30　〃

現金および現金同等物     5,214百万円

 

現金および預金勘定      6,160百万円

預入れ期間が３ヶ月を超える

定期預金
　　△31　〃

現金および現金同等物     6,128百万円

 ※　株式の追加取得により新たに日本リカー㈱を連結した

ことに伴う、連結開始時の資産および負債の内訳なら

びに株式の取得価額と取得による収入（純額）との関

係は次のとおりです。　　（平成18年３月31日現在）

流動資産 1,276百万円

固定資産 65百万円

のれん 283百万円

流動負債 △865百万円

固定負債 △212百万円

少数株主持分 △170百万円

その他有価証券評価差額金 △1百万円

取得時提出会社持分 △322百万円

新規連結子会社株式の取得価額 53百万円

新規連結子会社の現金同等物 77百万円

差引：新規連結子会社取得による収入 23百万円

　　　　　　　　　　　――――――

 

（開示の省略）

  リース取引関係、関連当事者との取引、税効果会計関係、有価証券関係、デリバティブ取引関係、退職給付関係、

ストック・オプション等関係、企業結合等関係に関する注記事項については、決算短信における開示の必要性が大き

くないと考えられるため開示を省略しております。

 

 

-　 -
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（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

前連結会計年度（平成18年１月１日から　平成18年12月31日まで）

 
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）

Ⅰ　売上高および営業損益        

売上高        

(1）外部顧客に対する

　　売上高
78,150 5,461 13,528 2,213 99,355 － 99,355

(2）セグメント間の内部

売上高
0 － － 900 901 (901) －

計 78,151 5,461 13,528 3,114 100,256 (901) 99,355

営業費用 77,817 4,891 13,368 2,925 99,003 (899) 98,104

営業利益 333 570 160 188 1,252 (1) 1,250

Ⅱ　資産、減価償却費

　　および資本的支出
       

資産 62,499 6,553 11,057 1,696 81,807 13,203 95,011

減価償却費 1,819 304 283 47 2,454 306 2,760

資本的支出 6,312 860 302 30 7,506 646 8,153

　（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

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、清

酒、調味料、スピリッツ、リキュール、カクテルフィズ等

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

３．資産のうち消去または全社の項目に含めた全社資産の金額は135億５千３百万円であり、その主なものは、建

物、構築物、有価証券および管理部門等に係る資産であります。

-　 -
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当連結会計年度（平成19年１月１日から　平成19年12月31日まで）

 
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）

Ⅰ　売上高および営業損益        

売上高        

(1）外部顧客に対する

　　売上高
78,847 5,725 16,504 1,981 103,058 － 103,058

(2）セグメント間の内部

売上高
4 － － 845 850 (850) －

計 78,851 5,725 16,504 2,826 103,908 (850) 103,058

営業費用 79,166 5,075 16,305 2,669 103,217 (848) 102,368

営業利益 △314 650 198 157 691 (1) 689

Ⅱ　資産、減価償却費

　　および資本的支出

資産 54,836 6,880 11,271 2,067 75,055 12,028 87,084

減価償却費 1,992 348 266 44 2,651 425 3,077

資本的支出 1,311 348 244 53 1,957 718 2,676

　（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

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

 

３．資産のうち消去または全社の項目に含めた全社資産の金額は120億５百万円であり、その主なものは、建物、

構築物、有価証券および管理部門等に係る資産であります。

ｂ．所在地別セグメント情報

前連結会計年度（平成18年１月１日から　平成18年12月31日まで）

　全セグメントの売上高の合計および全セグメントの資産の金額の合計額に占める「本邦」の割合がいずれも

90％を超えているため、その記載を省略しております。

当連結会計年度（平成19年１月１日から　平成19年12月31日まで）

　全セグメントの売上高の合計および全セグメントの資産の金額の合計額に占める「本邦」の割合がいずれも

90％を超えているため、その記載を省略しております。

ｃ．海外売上高

前連結会計年度（平成18年１月１日から　平成18年12月31日まで）

　海外売上高は、連結売上高の10％未満のため、その記載を省略しております。

当連結会計年度（平成19年１月１日から　平成19年12月31日まで）

　海外売上高は、連結売上高の10％未満のため、その記載を省略しております。
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（１株当たり情報）

前連結会計年度
（平成18年１月１日から
平成18年12月31日まで）

当連結会計年度
（平成19年１月１日から
平成19年12月31日まで）

１株当たり純資産額 361円54銭

１株当たり当期純利益金額 12円44銭

１株当たり純資産額 343円93銭

１株当たり当期純損失金額（△） △12円00銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

（追加情報）

　「１株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」

（企業会計基準適用指針第４号）が平成18年１月31日付で

改正されたことに伴い、当連結会計年度から繰延ヘッジ損

益（税効果調整後）の金額を普通株式に係る当連結会計年

度末の純資産額に含めておます。

　なお、前連結会計年度末において採用していた方法によ

り算定した当連結会計年度末の１株当たり純資産額は、361

円48銭であります。

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、１株当たり当期純損失であり、また、潜在株式が存

在しないため記載しておりません。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）　１株当たり当期純利益金額または１株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前連結会計年度

（平成18年１月１日から
平成18年12月31日まで）

当連結会計年度
（平成19年１月１日から
平成19年12月31日まで）

当期純損失（△）または当期純利益（百万

円）
1,658 △1,598

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る当期純損失（△）または当期

純利益（百万円）
1,658 △1,598

普通株式の期中平均株式数　（千株） 133,292 133,252

 

　 (重要な後発事象)

　    該当事項はありません。
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５．個別財務諸表
(1）貸借対照表

 
前事業年度

（平成18年12月31日）
当事業年度

（平成19年12月31日）
増減

区分 金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額
(百万円)

増減率
（％）

（資産の部）         

Ⅰ　流動資産         

１　現金および預金  4,189   5,001  812  

２　受取手形  2,584   828  △1,755  

３　売掛金  30,052   23,656  △6,395  

４　商品  4,205   6,721  2,515  

５　製品  4,972   3,523  △1,448  

６　半製品  1,549   1,602  52  

７　原材料  2,946   3,223  277  

８　仕掛品  308   386  77  

９　貯蔵品  346   306  △39  

10　前渡金  372   367  △5  

11　前払費用  321   308  △13  

12　繰延税金資産  1,721   －  △1,721  

13　短期貸付金  437   672  235  

14　未収入金  1,224   1,396  171  

15　その他  117   90  △26  

貸倒引当金  △13   △5  8  

流動資産合計  55,338 61.7  48,081 59.2 △7,256 △13.1
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前事業年度

（平成18年12月31日）
当事業年度

（平成19年12月31日）
増減

区分 金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額
(百万円)

増減率
（％）

Ⅱ　固定資産         

１　有形固定資産         

(1）建物 14,342   14,304     

減価償却累計額 6,494 7,847  6,798 7,505  △342  

(2）構築物 3,883   4,034     

減価償却累計額 2,329 1,553  2,458 1,575  21  

(3）機械および装置 33,899   34,622     

減価償却累計額 25,557 8,341  26,956 7,666  △675  

(4）車輌運搬具 97   98     

減価償却累計額 80 17  85 12  △5  

(5）工具器具備品 2,488   1,705     

減価償却累計額 2,060 427  1,427 277  △149  

(6）土地  1,413   1,406  △7  

(7）建設仮勘定  51   373  322  

有形固定資産合計  19,653 21.9  18,818 23.2 △835 △4.3

２　無形固定資産         

(1）特許権  14   12  △2  

(2）借地権  15   8  △7  

(3）商標権  3   3  0  

(4）ソフトウエア  1,738   1,876  138  

(5）その他  3   4  △0  

無形固定資産合計  1,776 2.0  1,905 2.3 128 7.2
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前事業年度

（平成18年12月31日）
当事業年度

（平成19年12月31日）
増減

区分 金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額
(百万円)

増減率
（％）

３　投資その他の資産         

(1）投資有価証券  3,104   3,003  △100  

(2）関係会社株式  4,577   4,577  －  

(3）出資金  24   26  1  

(4）関係会社出資金  2,240   2,240  －  

(5）関係会社長期貸付金  130   140  10  

(6）固定化営業債権  747   691  △55  

(7）長期前払費用  348   235  △112  

(8）前払年金費用  1,730   1,525  △204  

(9）敷金および保証金  651   657  5  

(10）その他  3   3  －  

貸倒引当金  △663   △678  △14  

投資その他の資産合計  12,896 14.4  12,424 15.3 △472 △3.7

固定資産合計  34,326 38.3  33,147 40.8 △1,179 △3.4

資産合計  89,665 100.0  81,228 100.0 △8,436 △9.4

         

-　 -
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前事業年度

（平成18年12月31日）
当事業年度

（平成19年12月31日）
増減

区分 金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額
(百万円)

増減率
（％）

（負債の部）         

Ⅰ　流動負債         

１　支払手形  22   10  △11  

２　買掛金  6,999   7,227  227  

３　短期借入金  3,500   3,500  －  

４　未払金  6,010   3,705  △2,305  

５　未払費用  4,070   2,102  △1,967  

６　未払消費税等  52   476  424  

７　未払酒税  5,986   4,581  △1,405  

８　未払法人税等  567   50  △517  

９　預り金  204   252  47  

10　得意先預り金  2,669   2,370  △299  

11　賞与引当金  322   219  △102  

12　設備関係支払手形  180   132  △47  

13　その他  11   23  12  

流動負債合計  30,597 34.2  24,652 30.3 △5,944 △19.4

Ⅱ　固定負債         

１　長期借入金  9,000   9,000  －  

２　繰延税金負債  2,182   2,671  489  

３　役員退職慰労引当金  552   169  △382  

４　長期預り金  46   13  △32  

固定負債合計  11,781 13.1  11,855 14.6 74 0.6

負債合計  42,378 47.3  36,508 44.9 △5,870 △13.9
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前事業年度

（平成18年12月31日）
当事業年度

（平成19年12月31日）
増減

区分 金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額
(百万円)

増減率
（％）

（純資産の部）         

Ⅰ　株主資本         

１　資本金  20,972 23.4  20,972 25.8 － －

２　資本剰余金         

(1）資本準備金 5,343   5,343   －  

(2）その他資本剰余金 11,472   11,472   0  

資本剰余金合計  16,815 18.7  16,815 20.7 0 0.0

３　利益剰余金         

(1）その他利益剰余金         

固定資産圧縮積立金 2,318   2,406   88  

固定資産圧縮特別勘
定積立金

426   －   △426  

別途積立金 5,000   5,000   －  

繰越利益剰余金 1,231   △937   △2,169  

利益剰余金合計  8,977 10.0  6,469 8.0 △2,508 △27.9

４　自己株式  △106 △0.1  △128 △0.1 △21 －

株主資本合計  46,659 52.0  44,129 54.4 △2,529 △5.4

Ⅱ　評価・換算差額等         

１　その他有価証券評価差
額金

 619 0.7  583 0.7 △36 △5.9

２　繰延ヘッジ損益  7 0.0  7 0.0 △0 △2.7

評価・換算差額等合計  627 0.7  590 0.7 △36 △5.8

純資産合計  47,286 52.7  44,720 55.1 △2,566 △5.4

負債純資産合計  89,665 100.0  81,228 100.0 △8,436 △9.4

-　 -
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(2）損益計算書

 
前事業年度

（平成18年１月１日から
平成18年12月31日まで）

当事業年度
（平成19年１月１日から
平成19年12月31日まで）

増減

区分 金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

金額
(百万円)

増減率
（％）

Ⅰ　売上高         

１　製品売上高 69,237   66,858     

２　商品売上高 22,671   27,675     

３　不動産売上高 115 92,023 100.0 84 94,618 100.0 2,594 2.8

Ⅱ　売上原価         

１　製品、半製品期首棚卸
高

6,206   6,522   315  

２　商品期首棚卸高 3,350   4,205   854  

３　当期製品、
半製品製造原価

29,752   30,547   794  

４　商品仕入高 18,121   23,900   5,778  

５　酒税 18,810   18,389   △421  

合計 76,242   83,565   7,322  

６　製品、半製品期末棚卸
高

6,522   5,125     

７　商品期末棚卸高 4,205 65,514 71.2 6,721 71,717 75.8 6,203 9.5

売上総利益  26,509 28.8  22,900 24.2 △3,609 △13.6

Ⅲ　販売費および一般管理費  25,796 28.0  22,568 23.9 △3,227 △12.5

営業利益  713 0.8  331 0.3 △381 △53.5

Ⅳ　営業外収益         

１　受取利息 10   25     

２　受取配当金 307   278     

３　為替差益 60   29     

４　補助金収入 －   57     

５　その他 142 521 0.5 67 457 0.5 △64 △12.3

Ⅴ　営業外費用         

１　支払利息 150   192     

２　寄付金 27   14     

３　売上割引 －   36     

４　その他 8 187 0.2 43 286 0.3 99 53.3

経常利益  1,048 1.1  502 0.5 △545 △52.1

-　 -
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前事業年度

（平成18年１月１日から
平成18年12月31日まで）

当事業年度
（平成19年１月１日から
平成19年12月31日まで）

増減

区分 金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

金額
(百万円)

増減率
（％）

Ⅵ　特別利益         

１　固定資産売却益 4,866   479     

２　貸倒引当金戻入益 －   8     

３　投資有価証券売却益 18   64     

 ４　国庫補助金受入額 60   －     

 ５　その他 － 4,946 5.4 53 605 0.7 △4,341 △87.8

Ⅶ　特別損失         

１　固定資産処分損 1,239   74     

２　投資有価証券評価損 80   16     

 ３　固定資産圧縮損 60   －     

 ４　事業再編成費用 －   419     

５　災害損失 －   150     

６　養魚用飼料回収対応費
用

1,240   －     

７　公開買付対応費用 461   －     

８　早期退職者割増金 44   －     

９　その他 68 3,195 3.5 16 677 0.7 △2,517 △78.8

税引前当期純利益  2,799 3.0  430 0.5 △2,369 △84.6

法人税、住民税および
事業税

483   28     

法人税等調整額 726 1,210 1.3 2,243 2,271 2.4 1,060 87.6

当期純損失（△）また
は当期純利益

 1,588 1.7  △1,841 △1.9 △3,430 －

         

-　 -
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製造原価明細書

  
前事業年度

（平成18年１月１日から
平成18年12月31日まで）

当事業年度
（平成19年１月１日から
平成19年12月31日まで）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

Ⅰ　材料費  20,182 67.7 21,169 69.1

Ⅱ　労務費  1,859 6.2 1,970 6.4

Ⅲ　経費 ※ 7,782 26.1 7,485 24.5

当期総製造費用  29,825 100.0 30,624 100.0

仕掛品期首棚卸高  236  308  

合計  30,061  30,933  

仕掛品期末棚卸高  308  386  

当期製品、半製品製造原
価

 29,752  30,547  

　（注）　原価計算の方法：組別総合原価計算を実施しております。

※このうち主なものは次のとおりであります。

 第90期（百万円） 第91期（百万円）

外注費 2,541 1,924

減価償却費 1,633 1,949

手数料 767 698

光熱水道料 842 877

運賃保管料 542 498

-　 -
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(3）株主資本等変動計算書

前事業年度（平成18年１月１日から　平成18年12月31日まで）
（単位：百万円） 

 

株主資本 

資本金

資本剰余金 
利益剰余金 

自己株式
株主資本
合計資本

準備金
その他

資本剰余金

資本
剰余金
合計

その他利益剰余金 
利益
剰余金
合計

固定資産
圧縮積立金

固定資産
圧縮特別
勘定積立金

別途
積立金

繰越利益
剰余金

平成17年12月31日残高
20,972 5,343 11,472 16,815 703 － 3,000 4,376 8,079 △82 45,785

事業年度中の変動額            

固定資産圧縮
積立金の積立

－ － － － 1,872 － － △1,872 － － －

固定資産圧縮
積立金の取崩(前期)

－ － － － △95 － － 95 － － －

固定資産圧縮
積立金の取崩(当期)

－ － － － △161 － － 161 － － －

固定資産圧縮特別
勘定積立金の積立

－ － － － － 426 － △426 － － －

別途積立金の積立
－ － － － － － 2,000 △2,000 － － －

剰余金の配当
－ － － － － － － △666 △666 － △666

利益処分による
役員賞与

－ － － － － － － △24 △24 － △24

当期純利益
－ － － － － － － 1,588 1,588 － 1,588

自己株式の取得
－ － － － － － － － － △25 △25

自己株式の処分
－ － 0 0 － － － － － 1 1

株主資本以外の
項目の事業年度中の変動
額(純額)

－ － － － － － － － － － －

事業年度中の
変動額合計

－ － 0 0 1,615 426 2,000 △3,145 897 △23 874

平成18年12月31日残高
20,972 5,343 11,472 16,815 2,318 426 5,000 1,231 8,977 △106 46,659

 
 

評価・換算差額等
純資産合計 

その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計 

平成17年12月31日残高
908 － 908 46,693

事業年度中の変動額  

固定資産圧縮積立金の積立
－ － － －

固定資産圧縮積立金の取崩(前期)
－ － － －

固定資産圧縮積立金の取崩(当期)
－ － － －

固定資産圧縮特別勘定積立金の積立
－ － － －

別途積立金の積立
－ － － －

剰余金の配当
－ － － △666

利益処分による役員賞与
－ － － △24

当期純利益
－ － － 1,588

自己株式の取得
－ － － △25

自己株式の処分
－ － － 1

株主資本以外の項目の事業年度中
の変動額(純額)

△288 7 △280 △280

事業年度中の変動額合計
△288 7 △280 593

平成18年12月31日残高
619 7 627 47,286

 

-　 -
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当事業年度（平成19年１月１日から　平成19年12月31日まで）
（単位：百万円） 

 

株主資本 

資本金

資本剰余金 
利益剰余金 

自己株式
株主資本
合計資本

準備金
その他

資本剰余金

資本
剰余金
合計

その他利益剰余金 
利益
剰余金
合計

固定資産
圧縮積立金

固定資産
圧縮特別
勘定積立金

別途
積立金

繰越利益
剰余金

平成18年12月31日残高
20,972 5,343 11,472 16,815 2,318 426 5,000 1,231 8,977 △106 46,659

事業年度中の変動額            

固定資産圧縮
積立金の積立

－ － － － 426 － － △426 － － －

固定資産圧縮
積立金の取崩

－ － － － △338 － － 338 － － －

固定資産圧縮特別
勘定積立金の取崩

－ － － － － △426 － 426 － － －

剰余金の配当
－ － － － － － － △666 △666 － △666

当期純損失（△）
－ － － － － － － △1,841 △1,841 － △1,841

自己株式の取得
－ － － － － － － － － △27 △27

自己株式の処分
－ － 0 0 － － － － － 5 5

株主資本以外の
項目の事業年度中の変動
額(純額)

－ － － － － － － － － － －

事業年度中の
変動額合計

－ － 0 0 88 △426 － △2,169 △2,508 △21 △2,529

平成19年12月31日残高
20,972 5,343 11,472 16,815 2,406 － 5,000 △937 6,469 △128 44,129

 
 

評価・換算差額等
純資産合計 

その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計 

平成18年12月31日残高
619 7 627 47,286

事業年度中の変動額  

固定資産圧縮積立金の積立
－ － － －

固定資産圧縮積立金の取崩
－ － － －

固定資産圧縮特別勘定積立金の取崩
－ － － －

剰余金の配当
－ － － △666

当期純損失（△）
－ － － △1,841

自己株式の取得
－ － － △27

自己株式の処分
－ － － 5

株主資本以外の項目の事業年度中
の変動額(純額)

△36 △0 △36 △36

事業年度中の変動額合計
△36 △0 △36 △2,566

平成19年12月31日残高
583 7 590 44,720
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