
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

   

     

 

       

 

       

 

 
(％表示は、対前期増減率) 
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(百万円未満切捨て)

１．平成24年12月期第３四半期の連結業績（平成24年１月１日～平成24年９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３四半期 93,216 2.8 3,181 △14.8 3,336 7.0 1,889 14.5
23年12月期第３四半期 90,692 △4.2 3,734 △15.5 3,118 △32.6 1,649 △40.2

(注) 包括利益 24年12月期第３四半期 2,000百万円( 31.3％) 23年12月期第３四半期 1,523百万円( ―％)

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３四半期 39.12 －
23年12月期第３四半期 34.17 －

（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３四半期 82,593 65,861 79.7
23年12月期 81,987 65,019 79.3

(参考) 自己資本 24年12月期第３四半期 65,861百万円 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 123,000 2.8 4,000 △4.5 3,900 7.3 2,000 7.4 41.42

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有



   

     

     

   

   

   
   

 

 

 

 

※ 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３Ｑ 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３Ｑ 5,270,893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３Ｑ 48,284,968株 23年12月期３Ｑ 48,285,378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３四半期連結累計期間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28億44百

万円減少し102億18百万円となりました。 

  当第３四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52億66百万円の収入となりました。これは主に税金等調整前四

半期純利益32億59百万円、減価償却費39億84百万円の収入の一方、法人税等の支払額13億72百万円の支

出等によるものであります。 

 なお、前第３四半期連結累計期間と比較すると25億35百万円（前年同期比32.5％）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67億51百万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73億63百万円等によるものであります。 

 なお、前第３四半期連結累計期間と比較すると、30億84百万円（前年同期比84.1％）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13億59百万円の支出となりました。これは主に配当金の支払額

11億58百万円等によるものであります。 

 なお、前第３四半期連結累計期間と比較すると、14百万円（前年同期比1.1％）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など、当社グループに

とりまして、非常に厳しい事業環境が続くことが予想され、当第３四半期連結累計期間の業績などを踏

まえまして、平成24年２月14日の公表いたしました平成24年12月期通期の連結業績予想を修正いたしま

した。 

（参考） 

 個別業績予想は、連結業績と同様の理由により、以下のとおり修正いたします。 

   ■平成24年12月期の個別業績予想の修正（平成24年１月１日～平成24年12月31日）  

(％表示は、対前期増減率)
 

  

  

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

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 109,000  2.7 2,800 △4.1 3,300 △6.1 1,800 △15.4 37.28

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３四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 13,583 10,339 

受取手形及び売掛金 8,018 9,207 

商品及び製品 4,725 4,449 

原材料及び貯蔵品 259 196 

未収入金 2,266 2,013 

預け金 10,000 10,000 

その他 1,421 1,652 

貸倒引当金 △18 △14 

流動資産合計 40,257 37,843 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 8,442 8,977 

機械装置及び運搬具（純額） 1,364 1,392 

販売機器（純額） 8,748 9,561 

土地 8,961 10,425 

その他（純額） 1,981 2,064 

有形固定資産合計 29,499 32,421 

無形固定資産 641 637 

投資その他の資産   

投資有価証券 8,435 8,771 

その他 3,265 3,023 

貸倒引当金 △77 △68 

投資損失引当金 △33 △34 

投資その他の資産合計 11,590 11,691 

固定資産合計 41,730 44,750 

資産合計 81,987 82,593 
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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３四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 6,577 7,244 

未払費用 4,399 3,497 

未払法人税等 1,153 1,213 

賞与引当金 642 841 

役員賞与引当金 43 37 

その他 1,940 1,862 

流動負債合計 14,758 14,697 

固定負債   

役員退職引当金 3 2 

従業員長期未払金 986 1,008 

資産除去債務 569 570 

その他 650 453 

固定負債合計 2,209 2,034 

負債合計 16,967 16,732 

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 60,846 

自己株式 △5,760 △5,760 

株主資本合計 65,122 65,852 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △98 8 

繰延ヘッジ損益 △3 0 

その他の包括利益累計額合計 △102 8 

純資産合計 65,019 65,861 

負債純資産合計 81,987 82,593 
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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３四半期連結累計期間 

 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年１月１日 
 至 平成24年９月30日) 

売上高 90,692 93,216 

売上原価 54,963 56,977 

売上総利益 35,729 36,239 

販売費及び一般管理費 31,994 33,057 

営業利益 3,734 3,181 

営業外収益   

受取利息 131 104 

受取配当金 39 39 

持分法による投資利益 － 183 

雑収入 43 66 

営業外収益合計 214 393 

営業外費用   

支払利息 33 30 

固定資産処分損 184 174 

持分法による投資損失 543 － 

雑損失 68 34 

営業外費用合計 830 238 

経常利益 3,118 3,336 

特別利益   

固定資産売却益 6 － 

貸倒引当金戻入額 4 － 

収用補償金 764 － 

子会社清算益 5 － 

特別利益合計 781 － 

特別損失   

固定資産除却損 23 56 

減損損失 61 3 

貸倒引当金繰入額 0 － 

投資損失引当金繰入額 0 － 

災害による損失 128 － 

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 498 － 

事務所解体費用 149 － 

投資有価証券評価損 2 16 

特別損失合計 865 76 

税金等調整前四半期純利益 3,034 3,259 

法人税、住民税及び事業税 1,472 1,442 

法人税等調整額 △87 △72 

法人税等合計 1,384 1,370 

少数株主損益調整前四半期純利益 1,649 1,889 

四半期純利益 1,649 1,889 
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 四半期連結包括利益計算書 
 第３四半期連結累計期間 

 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年１月１日 

 至 平成24年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 1,649 1,889 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △111 107 

繰延ヘッジ損益 △15 3 

その他の包括利益合計 △126 111 

四半期包括利益 1,523 2,000 

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 1,523 2,000 
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年１月１日 
 至 平成24年９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 3,034 3,259 

減価償却費 3,924 3,984 

減損損失 61 3 

固定資産処分損益（△は益） 207 230 

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 △1 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △21 △12 

賞与引当金の増減額（△は減少） 113 199 

投資有価証券評価損益（△は益） 2 16 

受取利息及び受取配当金 △170 △143 

支払利息 33 30 

持分法による投資損益（△は益） 543 △183 

災害損失 128 － 

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） △794 △1,189 

たな卸資産の増減額（△は増加） 311 339 

仕入債務の増減額（△は減少） 1,698 667 

その他 606 △679 

小計 9,385 6,521 

利息及び配当金の受取額 211 148 

利息の支払額 △33 △30 

法人税等の支払額 △1,762 △1,372 

営業活動によるキャッシュ・フロー 7,801 5,266 

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 △100 

定期預金の払戻による収入 800 500 

固定資産の取得による支出 △4,881 △7,363 

固定資産の売却による収入 19 9 

投資有価証券の取得による支出 △1,212 △505 

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 △38 

その他 32 29 

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,667 △6,751 

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 △214 △200 

配当金の支払額 △1,158 △1,158 

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 △1,374 △1,359 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,760 △2,844 

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 12,234 10,218 
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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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