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(百万円未満切捨て)

１．平成24年12月期第２四半期の連結業績（平成24年１月１日～平成24年６月30日）

（１）連結経営成績(累計) (％表示は、対前年同四半期増減率)

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

24年12月期第２四半期 56,671 4.2 627 △57.3 467 △43.6 111 △63.9
23年12月期第２四半期 54,398 △3.0 1,469 △14.3 829 △49.5 307 △62.7

(注) 包括利益 24年12月期第２四半期 165百万円(△40.9％) 23年12月期第２四半期 279百万円( ―％)

１株当たり 
四半期純利益

潜在株式調整後 
１株当たり 

四半期純利益
円 銭 円 銭

24年12月期第２四半期 2.30 ―
23年12月期第２四半期 6.38 ―

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

24年12月期第２四半期 79,460 64,605 81.3
23年12月期 81,987 65,019 79.3

(参考) 自己資本 24年12月期第２四半期 64,605百万円 23年12月期 65,019百万円

２．配当の状況

年間配当金

第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

23年12月期 ― 12.00 ― 12.00  24.00

24年12月期 ― 12.00

24年12月期(予想) ― 12.00 24.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

３．平成24年12月期の連結業績予想（平成24年１月１日～平成24年12月31日）

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 122,000 1.9 4,600 9.8 4,500 23.8 2,500 34.3 51.78

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無



  

  

     

     

     

   
  

 

 

 

 

※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 無

② ①以外の会計方針の変更 ： 無

③ 会計上の見積りの変更 ： 無

④ 修正再表示 ： 無

（４）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) 24年12月期２Ｑ 53,555,732株 23年12月期 53,555,732株

② 期末自己株式数 24年12月期２Ｑ 5,270,851株 23年12月期 5,270,694株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年12月期２Ｑ 48,285,013株 23年12月期２Ｑ 48,285,469株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示
・この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示

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

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
・本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判

断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の
前提となる条件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、添付資料３ページ １.当四半期決算に
関する定性的情報 (3)「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。
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②キャッシュ・フローの状況 

 当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ58億31

百万円減少し72億31百万円となりました。 

 当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローについては、以下のとおりであります。 

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

 営業活動によるキャッシュ・フローは６億34百万円の収入となりました。これは主に減価償却費25億

15百万円等の収入の一方、法人税等の支払額11億54百万円、その他の未払費用の支払額８億７百万円等

の支出によるものであります。 

 なお、前第２四半期連結累計期間と比較すると21億55百万円（前年同期比77.3％）の収入減となりま

した。これは仕入債務の支払の増加が主要因となっております。 

(投資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・フローは57億63百万円の支出となりました。これは固定資産の取得によ

る支出60億14百万円等によるものであります。 

 なお、前第２四半期連結累計期間と比較すると、45億17百万円（前年同期比362.4％）の支出増とな

りました。これは固定資産の取得による支出の増加が主要因となっております。 

(財務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・フローは７億２百万円の支出となりました。これは主に配当金の支払額

５億79百万円等によるものであります。 

 なお、前第２四半期連結累計期間と比較すると、14百万円（前年同期比2.0％）の支出減となりまし

た。これはリース債務の返済による支出の減少が主要因となっております。  

  

今後の見通しにつきましては、マーケット店頭での販売価格競争の更なる激化等、当社グループにと

って非常に厳しい経営環境が続くものと予想されます。 

このような状況の中においても、マーケットシェアの奪取と利益の追求を当社グループ一丸となって

取り組み、売上、利益の拡大を図ってまいります。 

なお、平成24年２月14日に公表いたしました平成24年12月期の通期業績予想に変更はございません。 

  

該当事項はありません。  

該当事項はありません。 

該当事項はありません。 

会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用 

当第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計

上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計

上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12

月４日）を適用しております。  

（３）連結業績予想に関する定性的情報

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

（４）追加情報
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３．四半期連結財務諸表
（１）四半期連結貸借対照表

（単位：百万円）

前連結会計年度
(平成23年12月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成24年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 13,583 7,752

受取手形及び売掛金 8,018 8,449

商品及び製品 4,725 4,583

原材料及び貯蔵品 259 228

未収入金 2,266 2,076

預け金 10,000 10,000

その他 1,421 1,636

貸倒引当金 △18 △13

流動資産合計 40,257 34,714

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 8,442 9,071

機械装置及び運搬具（純額） 1,364 1,415

販売機器（純額） 8,748 9,739

土地 8,961 10,425

その他（純額） 1,981 2,119

有形固定資産合計 29,499 32,772

無形固定資産 641 647

投資その他の資産

投資有価証券 8,435 8,378

その他 3,265 3,053

貸倒引当金 △77 △71

投資損失引当金 △33 △34

投資その他の資産合計 11,590 11,326

固定資産合計 41,730 44,745

資産合計 81,987 79,460
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（単位：百万円）

前連結会計年度
(平成23年12月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成24年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 6,577 6,635

未払費用 4,399 3,592

未払法人税等 1,153 142

賞与引当金 642 295

役員賞与引当金 43 24

その他 1,940 2,114

流動負債合計 14,758 12,805

固定負債

役員退職引当金 3 3

従業員長期未払金 986 995

資産除去債務 569 570

その他 650 479

固定負債合計 2,209 2,048

負債合計 16,967 14,854

純資産の部

株主資本

資本金 5,407 5,407

資本剰余金 5,357 5,357

利益剰余金 60,116 59,648

自己株式 △5,760 △5,760

株主資本合計 65,122 64,653

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △98 △34

繰延ヘッジ損益 △3 △13

その他の包括利益累計額合計 △102 △48

純資産合計 65,019 64,605

負債純資産合計 81,987 79,460
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書
四半期連結損益計算書
第２四半期連結累計期間

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成23年１月１日
 至 平成23年６月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成24年１月１日

 至 平成24年６月30日)

売上高 54,398 56,671

売上原価 32,629 34,766

売上総利益 21,769 21,905

販売費及び一般管理費 20,299 21,277

営業利益 1,469 627

営業外収益

受取利息 90 69

受取配当金 38 38

雑収入 27 47

営業外収益合計 155 154

営業外費用

支払利息 22 20

固定資産処分損 118 120

持分法による投資損失 639 142

雑損失 15 31

営業外費用合計 795 315

経常利益 829 467

特別利益

固定資産売却益 6 －

子会社清算益 5 －

収用補償金 764 －

貸倒引当金戻入額 5 －

特別利益合計 782 －

特別損失

固定資産除却損 20 49

減損損失 28 3

投資有価証券評価損 2 15

貸倒引当金繰入額 0 －

投資損失引当金繰入額 0 －

事務所解体費用 130 －

災害による損失 136 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 498 －

特別損失合計 816 69

税金等調整前四半期純利益 794 398

法人税、住民税及び事業税 147 155

法人税等調整額 338 132

法人税等合計 486 287

少数株主損益調整前四半期純利益 307 111

四半期純利益 307 111
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四半期連結包括利益計算書
第２四半期連結累計期間

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成23年１月１日
 至 平成23年６月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成24年１月１日

 至 平成24年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 307 111

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △32 64

繰延ヘッジ損益 4 △10

その他の包括利益合計 △28 54

四半期包括利益 279 165

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 279 165
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書
（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成23年１月１日
 至 平成23年６月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成24年１月１日

 至 平成24年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 794 398

減価償却費 2,525 2,515

減損損失 28 3

固定資産処分損益（△は益） 138 170

固定資産売却損益（△は益） △6 －

役員退職引当金の増減額（△は減少） △22 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △17 △11

賞与引当金の増減額（△は減少） △636 △347

投資有価証券評価損益（△は益） 2 15

受取利息及び受取配当金 △128 △107

支払利息 22 20

為替差損益（△は益） － △1

持分法による投資損益（△は益） 639 142

災害損失 136 －

収用補償金 △764 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 498 －

売上債権の増減額（△は増加） △185 △431

たな卸資産の増減額（△は増加） △138 172

前渡金の増減額（△は増加） △2 2

仕入債務の増減額（△は減少） 982 58

長期未払金の増減額（△は減少） △0 △0

従業員長期未払金の増減額（△は減少） 10 9

その他 243 △915

小計 4,121 1,694

利息及び配当金の受取額 176 115

利息の支払額 △22 △20

法人税等の支払額 △1,483 △1,154

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,790 634
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（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成23年１月１日
 至 平成23年６月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成24年１月１日

 至 平成24年６月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △500 －

定期預金の払戻による収入 600 －

固定資産の取得による支出 △3,431 △6,014

固定資産の売却による収入 9 6

投資有価証券の取得による支出 △10 △503

投資有価証券の売却及び償還による収入 1,507 502

事業譲渡による収入 15 －

収用補償金の受取による収入 555 214

短期貸付金の増減額（△は増加） △5 10

その他 12 19

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,246 △5,763

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出 △138 △123

配当金の支払額 △579 △579

自己株式の取得による支出 △0 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △717 △702

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 826 △5,831

現金及び現金同等物の期首残高 9,474 13,062

現金及び現金同等物の四半期末残高 10,300 7,231
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該当事項はありません。 

  

 当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、清涼飲料の製造・販売を主な事業内容としており、報

告セグメントは清涼飲料事業の単一セグメントとなっております。また、その他の事業の重要性が乏し

いためセグメント情報の記載を省略しております。 

  

該当事項はありません。 

  

  

  

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報等

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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