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第一部【企業情報】 

  

第１【企業の概況】 

  

１【主要な経営指標等の推移】 

(1）連結経営指標等 

 （注）１．売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２．潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、第27期は新株引受権付社債及び転換社債を発行していないため、ま

た、第28期以降は潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

３．第29期から「１株当たり当期純利益に関する会計基準」（企業会計基準第２号）及び「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）を適用しております。 

４．第27期中の平成13年６月20日付で１株を2.5株に分割しております。 

５．第27期中の平成13年８月９日付で額面普通株式1,300,000株を一般募集の方法で発行いたしました。 

  

回次 第27期 第28期 第29期 第30期 第31期 

決算年月 平成14年１月 平成15年１月 平成16年１月 平成17年１月 平成18年１月

売上高（百万円） 145,322 146,143 143,937 153,585 155,347

経常利益（百万円） 5,867 6,486 5,614 7,066 7,030

当期純利益（百万円） 2,126 3,045 2,631 2,560 3,468

純資産額（百万円） 57,782 60,466 62,607 64,595 68,199

総資産額（百万円） 91,309 93,975 94,615 100,084 104,703

１株当たり純資産額（円） 3,487.46 3,649.57 3,777.75 3,897.48 4,114.91

１株当たり当期純利益（円） 175.72 183.79 157.78 153.23 207.98

潜在株式調整後１株当たり当
期純利益（円） 

－ － － － －

自己資本比率（％） 63.3 64.3 66.2 64.6 65.1

自己資本利益率（％） 3.8 5.2 4.3 4.0 5.2

株価収益率（倍） 12.5 11.1 16.8 20.7 21.3

営業活動による 
キャッシュ・フロー(百万円) 

1,347 4,962 3,607 5,852 5,185

投資活動による 
キャッシュ・フロー(百万円) 

△5,219 11,186 △7,900 △12,330 △3,257

財務活動による 
キャッシュ・フロー(百万円) 

2,497 △389 △497 △300 △720

現金及び現金同等物の期末残
高（百万円） 

16,414 32,174 27,384 20,604 21,813

従業員数（人） 2,852 2,901 3,011 3,057 3,127



(2）提出会社の経営指標等 

 （注）１．売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２．潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、第27期は新株引受権付社債及び転換社債を発行していないため、ま

た、第28期以降は潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

３．第29期から「１株当たり当期純利益に関する会計基準」（企業会計基準第２号）及び「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）を適用しております。 

４．第27期中の平成13年６月20日付で１株を2.5株に分割しております。 

５．第27期中の平成13年８月９日付で額面普通株式1,300,000株を一般募集の方法で発行いたしました。 

６．第27期の１株当たり配当額には、株式上場記念配当10円を含んでおります。 

７．第28期の１株当たり配当額には、当社株式の東京証券取引所市場第一部銘柄指定記念配当５円を含んでおります。 

    ８. 第31期の１株当たり配当額には、新ブランド「D-1 COFFEE」の発売記念配当５円を含んでおります。 

  

  

回次 第27期 第28期 第29期 第30期 第31期 

決算年月 平成14年１月 平成15年１月 平成16年１月 平成17年１月 平成18年１月

売上高（百万円） 140,820 142,159 136,178 141,807 141,372

経常利益（百万円） 4,533 5,265 3,997 5,217 5,332

当期純利益（百万円） 1,449 2,401 2,006 2,022 2,880

資本金（百万円） 1,924 1,924 1,924 1,924 1,924

発行済株式総数（千株） 16,568 16,568 16,568 16,568 16,568

純資産額（百万円） 53,613 55,659 57,176 58,629 61,639

総資産額（百万円） 85,755 87,643 86,472 90,753 94,860

１株当たり純資産額（円） 3,235.86 3,359.38 3,450.32 3,537.81 3,719.27

１株当たり配当額 
(うち１株当たり中間配当額)
（円） 

25.00 
（－）

30.00
（－）

30.00
（－）

40.00 
（－）

50.00
（－）

１株当たり当期純利益（円） 119.74 144.96 120.44 121.19 172.78

潜在株式調整後１株当たり当
期純利益（円） 

－ － － － －

自己資本比率（％） 62.5 63.5 66.1 64.6 65.0

自己資本利益率（％） 2.8 4.4 3.6 3.5 4.8

株価収益率（倍） 18.4 14.1 22.0 26.2 25.6

配当性向（％） 28.6 20.7 24.9 33.0 28.9

従業員数（人） 2,729 2,658 2,627 2,642 2,464



２【沿革】 

  

昭和50年１月   清涼飲料の製造及び販売を目的として、大阪市都島区において資本金２千万円にてダイドー

株式会社を設立。大同薬品工業株式会社（現・100％出資連結子会社、現・本店所在地奈良

県葛城市）の清涼飲料販売の事業を引き継ぎ営業開始。 

昭和50年11月   「ダイドーブレンドコーヒー」を発売。 

昭和53年10月   当社特約オペレーター（当社商品を取り扱う自販機運営事業者）を組織する「ダイドーベン

ディング共栄会」を発足。 

昭和58年３月   本社を大阪市南区（現・大阪市中央区）に移転。 

昭和59年６月   商号をダイドードリンコ株式会社に変更。 

平成３年４月   奈良県北葛城郡新庄町（現・奈良県葛城市）に大同薬品工業株式会社工場を新設し、医薬品

等（飲用）の受託生産の本格的取扱いを開始。 

平成４年７月   大同薬品工業株式会社の減資に伴い、同社を子会社化。 

平成４年11月   「デミタスコーヒー」を発売。 

平成６年１月   株式の額面金額500円を50円に変更のため、株式会社ティーアンドティー（形式上の存続会

社）と合併。 

平成10年10月   医薬品を含めた総合飲料事業の本格的推進のため、大同薬品工業株式会社の全株式を取得

し、完全子会社化。 

平成12年２月   田辺製薬株式会社と業務提携し、同社の医薬部外品ドリンク剤「アスパラドリンクＸ」の販

売を開始。（「アスパラドリンクＸ」は田辺製薬株式会社の委託を受け、大同薬品工業株式

会社が製造し、当社が販売する。） 

平成12年４月   海洋深層水を使用した飲料の取扱いのため、高知県室戸市に株式会社タケナカと合弁で清涼

飲料等の製造会社、ダイドー・タケナカビバレッジ株式会社（持分法適用関連会社）を設

立。 

平成12年５月   海洋深層水を使用した水分補給飲料「ＭＩＵ（ミウ）」を発売。 

平成13年６月   武田薬品工業株式会社と業務提携し、同社の医薬部外品ドリンク剤「アリナミン７」の販売

を開始。（「アリナミン７」は武田薬品工業株式会社の委託を受け、大同薬品工業株式会社

が製造し、当社は自販機で販売する。） 

平成13年８月   東京証券取引所市場第二部に株式を上場。 

平成13年９月   本社及び中部自販機管理センターにおいてＩＳＯ１４００１の認証を取得。 

平成14年８月   静岡県袋井市に中部カーラ・コマース株式会社と合弁で販社、株式会社ダイドービバレッジ

静岡（50％出資連結子会社）を設立。 

平成15年１月   当社株式、東京証券取引所市場第一部銘柄に指定。 

平成15年６月   東京都港区に販社として株式会社ダイドービバレッジ東京（100％出資連結子会社）を設

立。 

平成15年８月   愛媛県西条市に販社として株式会社センタンビバレッジ（イー・ドリンコ四国株式会社に商

号変更、100％出資連結子会社）を設立。 

平成15年10月   販社として株式会社宝泉社（イー・ドリンコ株式会社に商号変更、100％出資連結子会社、

本店所在地静岡県三島市）の全株式を取得。 

平成15年12月   大同薬品工業株式会社工場においてＩＳＯ９００１の認証を取得。 

平成16年７月   埼玉県草加市に販社として株式会社ダイドービバレッジ埼玉（現・株式会社ダイドービバレ

ッジ・イースト、100％出資連結子会社）を設立。 

平成17年２月   大阪市平野区に販社として株式会社ダイドービバレッジ大阪（100％出資連結子会社）を設

立。 

平成17年９月   本社を大阪市北区（現在地）に移転。 

平成17年11月   イー・ドリンコ四国株式会社とイー・ドリンコ株式会社が合併、イー・ドリンコ株式会社

（100％出資連結子会社、本店所在地東京都港区）として営業を開始。 



３【事業の内容】 

 当社グループは、当社及び子会社６社、関連会社１社により構成されており、飲料の製造・販売を主たる業務としておりま

す。 

(1)飲料販売部門     当社及び販社が、主に、当社で企画開発しグループ外のパッカー（飲料製造業者）に容器等の資材

を支給して製造委託した各種清涼飲料を自販機及びコンビニエンスストア等の店頭を通して消費者

に販売しております。また、大同薬品工業㈱（連結子会社）が製薬会社から製造受託したドリンク

剤（医薬部外品）を製薬会社と販売提携し、自販機により販売しております。 

(2)飲料受託製造部門   大同薬品工業㈱が、主にグループ外の製薬会社等から委託を受けたドリンク剤(医薬品・医薬部外

品・清涼飲料水表示)の製造を行っております。 

 ダイドー・タケナカビバレッジ㈱(関連会社で持分法適用会社)は、主に、当社が販売する海洋深層水を原料に使用した清涼飲

料の製造を行っております。  

  

 

  

※１、２、３、４、５、６ 連結子会社    ※７ 関連会社で持分法適用会社 

  



４【関係会社の状況】 

 （注）１．有価証券届出書または有価証券報告書を提出している会社はありません。 

２．持分は100分の50以下であるが、実質的に支配しているため、子会社としたものであります。 

３. 平成17年９月12日付で大同薬品工業㈱は本社を大阪市中央区から奈良県葛城市に移転いたしました。  

４．平成17年11月21日付でイー・ドリンコ四国㈱はイー・ドリンコ㈱（平成17年２月２日、㈱宝泉社が商号変更）と合併

し、イー・ドリンコ㈱に商号を変更いたしました。 

５．平成18年１月21日付で㈱ダイドービバレッジ埼玉は㈱ダイドービバレッジ・イーストに商号を変更しております。 

  

  

名称 住所 
資本金
（百万円） 

主要な事業内容
議決権の所有
割合又は被所
有割合（％） 

関係内容 

（連結子会社） 
大同薬品工業㈱ 
（注）３ 

奈良県葛城市 55

ドリンク剤（医薬
品、医薬部外品、
清涼飲料水表示）
等の製造販売 

100

当社が販売するド
リンク剤（医薬部
外品）等を製造し
ている。 
役員の兼任 ２名 

（連結子会社） 
㈱ダイドービバレッジ静岡 
（注）２ 

静岡県袋井市 50 清涼飲料の販売 50
当社の商品を販売
している。 
役員の兼任 なし 

（連結子会社） 
㈱ダイドービバレッジ東京 

東京都港区 50 清涼飲料の販売 100
当社の商品を販売
している。 
役員の兼任 ２名 

（連結子会社） 
㈱ダイドービバレッジ埼玉 
（注）５ 

埼玉県草加市 50 清涼飲料の販売 100
当社の商品を販売
している。 
役員の兼任 ２名 

（連結子会社） 
㈱ダイドービバレッジ大阪 
  

大阪市平野区 50 清涼飲料の販売 100
当社の商品を販売
している。 
役員の兼任 ２名 

（連結子会社） 
イー・ドリンコ㈱ 
（注）４ 

東京都港区 90 清涼飲料の販売 100
当社の商品を販売
している。 
役員の兼任 ２名 

（持分法適用関連会社） 
ダイドー・タケナカビバレ
ッジ㈱ 

高知県室戸市 20
清涼飲料の製造販
売 

45

当社が販売する清
涼飲料を製造して
いる。 
役員の兼任 ３名 



５【従業員の状況】 

(1）連結会社の状況 

  

(2）提出会社の状況 

 （注） 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。 

  平成18年１月20日現在

事業部門の名称 従業員数（人）

飲料販売部門 3,001 

飲料受託製造部門 126 

合計 3,127 

    平成18年１月20日現在

従業員数（人） 平均年令（才） 平均勤続年数（年） 平均年間給与（円） 

2,464 35.9 10.9 5,887,511 



(3)労働組合の状況 

 当社の労働組合は、ダイドー労働組合と称し、昭和47年12月９日に結成された大同薬品労働組合を引き継ぎ、当社及び連結

子会社の大同薬品工業㈱一体の労働組合となっております。平成18年１月20日現在の組合員数は、1,765名で、上部団体はあり

ません。 

 労使関係は円滑に推移しております。 

  

  



第２【事業の状況】 

  

１【業績等の概要】 

(1) 業績 

 当連結会計年度におけるわが国経済は、原油価格の高騰などの不安要素を抱えながらも、企業収益の改善や設備投資の増加

などにより景気は緩やかな回復傾向をたどり、個人消費にも底堅さが見えてまいりました。 

飲料業界におきましては、前年の猛暑効果の反動による販売の落ち込みが懸念されていましたが、茶系飲料やミネラル

ウォーター等の販売が伸びたことにより市場は堅調に推移しました。しかし、一方で販売競争の激化による価格低下や販売経

費の増加等により企業の収益環境は厳しさを増しました。 

このような状況下、当社グループは、中期経営計画における「成長軌道の確立」期の最終段階として、飲料販売部門では、

収益基盤である自販機による販売の一層の強化を図り、商品開発と自販機運営の効率向上を進めてまいりました。また、飲料

受託製造部門では、将来とも安定した受注を確保するため、医薬品等の有力メーカーに向けての営業に注力いたしました。 

以上の結果、当連結会計年度の売上高は155,347百万円（前年同期比1.1％増）となりました。 

利益面につきましては、売上高の増加により営業利益は7,033百万円（同4.0％増）となりましたが、経常利益は鮮度管理強

化による商品廃棄損が増加し、7,030百万円（同0.5％減）となりました。また、当期純利益は3,468百万円（同35.5％増）とな

りました。 

  

 事業部門の概況は次のとおりであります。 

①飲料販売部門 

 主な商品開発といたしましては、昨今の“レトロ・懐古主義”を背景にした「復刻堂シリーズ」を平成17年３月より自販機

の商品ラインナップに投入し、「復刻堂 コーヒー」「復刻堂 クリームサイダー」「復刻堂 リボンシトロン」等を発売いたし

ました。これら「復刻堂シリーズ」は消費者の支持を得て当社自販機の重要な商品となりました。 

自販機の展開につきましては、顧客に魅力ある自販機として優良ロケーションの獲得やパーマシン売上の向上を狙う「ポイ

ントカード自販機」10千台を含め、当連結会計年度中34千台の新台を投入する一方、不採算自販機のリプレース等を実施し自

販機ロケーションの質的向上を図りました。この結果、自販機台数は前連結会計年度末と比較して２千台増加の278千台となり

ました。 

営業体制面では、重点地域の大阪府において㈱ダイドービバレッジ大阪（100％出資）を設立し、平成17年５月より府下８営

業所の営業を移管いたしました。また、イー・ドリンコ四国㈱（本店：愛媛県西条市）とイー・ドリンコ㈱（本店：静岡県三

島市）が11月に合併し、新たにイー・ドリンコ㈱（本店：東京都港区）として営業をスタートいたしました。そのほか、販社

政策の進展にあわせて拠点整備を実施し、14支店、119営業所、５販社の体制となりました。 

以上の結果、飲料販売部門の売上高は150,192百万円（前年同期比1.8％増）となりました。 

  

②飲料受託製造部門 

 ドリンク剤のＯＥＭ生産に特化した企業として、安全で信頼される製品の供給のための体制整備に努めるとともに、受注拡

大のため医薬品等の有力メーカーに向けて積極的な営業を展開いたしました。しかし、当連結会計年度は、新規品目の受注獲

得の成果が挙がる一方、既存品目が健康補助食品（サプリメント）等の他分野との競合により減少した結果、飲料受託製造部

門の売上高は5,155百万円（前年同期比15.4％減）となりました。 



 (2) キャッシュ・フロー 

  当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の期末残高は、前連結会計年度末と比較して1,209

百万円増加し、21,813百万円となりました。 

  当連結会計年度における各キャッシュ・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） 

 税金等調整前当期純利益6,938百万円、減価償却費1,084百万円等による増加、法人税等の支払額2,883百万円、前連結会計年

度に特別損失に計上した新紙幣対応による支払額622百万円等による減少があり、5,185百万円の収入（前連結会計年度は5,852

百万円の収入）となりました。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 主に余資運用のための資金を投資有価証券にシフトしたことにより3,257百万円の支出（前連結会計年度は12,330百万円の支

出）となりました。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 配当金の支払い等により720百万円の支出（前連結会計年度は300百万円の支出）となりました。 

  

２【生産、受注及び販売の状況】 

(1) 生産実績 

当連結会計年度の生産実績を事業部門別に示すと次のとおりであります。 

 （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）商品仕入実績 

 当連結会計年度の商品仕入実績を事業部門別に示すと次のとおりであります。 

 （注） 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

事業部門の名称 
当連結会計年度

（自 平成17年１月21日 
至 平成18年１月20日） 

前年同期比（％） 

飲料受託製造部門（百万円） 6,489 85.8 

合計（百万円） 6,489 85.8 

事業部門の名称 
当連結会計年度

（自 平成17年１月21日 
至 平成18年１月20日） 

前年同期比（％） 

飲料販売部門（百万円） 70,356 101.5 

飲料受託製造部門（百万円） 196 85.6 

合計（百万円） 70,552 101.4 



(3）受注状況 

 当連結会計年度における受注状況を事業部門別に示すと次のとおりであります。 

 （注） 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

(4）販売実績 

 当連結会計年度の販売実績を事業部門別に示すと次のとおりであります。 

 （注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２．飲料事業の飲料分野別内訳は、次のとおりであります。 

  

事業部門の名称 

当連結会計年度
（自 平成17年１月21日 
至 平成18年１月20日） 

受注高（百万円） 前年同期比（％） 受注残高(百万円) 前年同期比（％）

飲料受託製造部門 6,122 92.8 771 136.2 

合計 6,122 92.8 771 136.2 

事業部門の名称 
当連結会計年度

（自 平成17年１月21日 
至 平成18年１月20日） 

前年同期比（％） 

飲料販売部門（百万円） 150,192 101.8 

飲料受託製造部門（百万円） 5,155 84.6 

合計（百万円） 155,347 101.1 

  区分 販売実績（百万円） 比率（％） 

  

飲料販売
部門 

コーヒー飲料 82,967 53.4 

  茶系飲料 19,595 12.6 

  炭酸飲料 13,566 8.7 

  果汁飲料 13,330 8.6 

  機能性飲料 5,319 3.4 

  ドリンク剤 3,080 2.0 

  その他飲料 12,331 8.0 

  小計 150,192 96.7 

  

飲料受託
製造部門 

ドリンク剤 4,933 3.2 

  飲料資材 221 0.1 

  小計 5,155 3.3 

  合計 155,347 100.0 



３【対処すべき課題】 

 飲料市場は、業界各社の積極的な販促活動や緑茶、ミネラルウォーター等の生活飲料への需要の高まり等で緩やかな拡大を続

けておりますが、既に成熟市場でもあり、今後とも厳しい市場環境が続くものと思われます。 

その中で、激しい企業間競争を勝ち抜いていくためには、自らの強みと特徴を活かす経営戦略をもち、地道な企業努力を続け

ることで消費者の信頼を得ることが極めて重要であると考えております。 

そのために、独自の自販機網により消費者に直接販売することで「価格安定性」と「販売安定性」に優れる、当社グループの

事業の柱である「缶コーヒーを中心とする自販機ビジネス」をさらに拡大・強化してまいります。 

商品面では、主力のコーヒー分野で「ダイドーブレンドコーヒー」「デミタスコーヒー」に続く新たなブランド商品として平

成18年３月に発売した「D-1 COFFEE」を定番商品に育成し、「缶コーヒーのＤｙＤｏ」の地位をより強固にしてまいります。ま

た、他分野の魅力ある商品の品揃えの強化にも積極的に取り組んでまいります。 

自販機投資におきましては、投資効果に主眼を置いた設置ロケーションと自販機の選定を行い、ポイントカード自販機等の高

付加価値自販機を積極的に導入する一方、リフレッシュ整備したリースアップ後の自販機の有効活用も推進してまいります。そ

して、個々の自販機のロケーションにあったキメ細かい商品セッティングと採算管理を徹底し、自販機１台当たりの生産性向上

に努めてまいります。また、販社への移管も含めて、営業地域ごとの特性にあった「最も効率的で効果的なオペレーション体

制」の構築を進めてまいります。 

さらに、当社グループは企業活動における社会的責任（ＣＳＲ）の重さを十分認識し、その遂行のため一層の体制強化に取り

組んでまいります。 



４【事業等のリスク】 

 有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある

事項には、以下のようなものがあります。 

 なお、以下に記載している将来に関する事項は、当連結会計年度末において当社グループが判断したものであります。 

      

   (1) 販売の自販機チャネルへの集中及びコーヒー飲料への依存 

     当社グループは、「自販機で缶コーヒーを売る」ことを事業の柱として発展してまいりました。その結果、平成18年１月

期において、自販機による売上比率が86.1％、コーヒー飲料の売上比率が53.4％となり、いずれも業界平均をはるかに上回

る業態となっております。 

自販機による販売は、消費者に直接販売することで「価格安定性」と「販売安定性」に優れ、また、コーヒー飲料という

強力な商材をもつことは、当社の事業の特徴であり強みであるといえますが、市場の成熟化とともに業界内の競争が激化

し、自販機の設置については既に飽和状態に近く、特にアウトロケーションにおいて顕著となっております。そのため、有

望な新規設置場所の獲得が困難となり、業績に影響を与える可能性があります。 

     また、その自販機販売を支えるコーヒー飲料は市場規模が大きいことに加え、嗜好性が強く、安定したヘビーユーザーへ

の販売が期待できる商材であるため、業界各社とも同分野の商品開発には特に力を入れております。当社は、主力商品とし

て常にコーヒー飲料の開発強化に努めておりますが、顧客の支持を得られる魅力ある商品を提供できない場合は、自販機に

よる販売全体に悪影響を及ぼし、収益の低下を招く可能性があります。 

  

   (2) 天候・自然災害による影響 

     当社グループが取り扱う清涼飲料やドリンク剤は、天候や気温により需要が変動します。特に異常気象と言われるほどの

冷夏や暖冬の場合には、売上の低迷をもたらし、業績及び財政状況が悪化する可能性があります。また、地震や台風等の大

規模な自然災害が発生した場合、被災した自販機の修理もしくは廃棄、代替機の調達、安全に配慮した再設置が必要とな

り、業績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。 

  

   (3) 法的規制 

     当社グループの事業においては、食品衛生法、薬事法、不当景品類及び不当表示防止法、環境・リサイクル関連法規等、

様々な法的規制を受けております。当社グループでは、すべての法的規制等を遵守すべく、取り組んでおりますが、取り組

みの範囲を超えた事象が発生した場合、また、規制が強化され、規制遵守に係るコスト負担が増加した場合には当社グルー

プの業績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。 

  

   (4) 生産の外部委託 

     当社グループが販売する大部分の清涼飲料につきましては、当社が商品企画までを行い、その仕様に基づきグループ外の

複数のパッカー（飲料製造業者）に製造を委託する生産体制をとっております。委託先につきましては、不測の事態が発生

した場合に備えて、全国各地のパッカーと契約し、互いに補完できる体制をとっておりますが、自然災害等による生産への

影響を完全に排除できる保証はなく、委託先にて充分な生産が確保できない場合、業績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能

性があります。 

  

   (5) 原材料の調達 

     当社グループの商品には多種多様な原料・資材が使用されており、中でも主要原料のコーヒー豆は国際市況商品であり、

商品相場のほか、為替変動によっても価格が変動します。当社グループは先を見越して、国内焙煎業者と取引価格を契約し

て調達価格の安定化を図っておりますが、その範囲を超えた長期の価格変動には対応できず、その場合、業績及び財政状態

に悪影響を及ぼす可能性があります。 

     価格変動の影響を受けることについては、他の原材料についても同様であります。 

そのほか、一部の原材料について突発的な需要拡大が発生し、当社グループが必要とする数量を確保することができず、

当該原材料により構成される商品の販売機会損失の可能性もあります。 



   (6) 食の安全性に関する事項 

     当社グループは安全で高品質な商品の提供のため、品質管理、鮮度管理を徹底し万全の体制で臨んでおります。しかしな

がら、異物混入、健康被害を与える可能性のある商品、表示不良品の流通等が発生した場合、それが当社グループ固有の問

題であるときはもとより、グループ外で発生した問題であっても、商品イメージが損なわれることにより、業績及び財政状

態に悪影響を及ぼす可能性があります。 

     また、品質管理、鮮度管理の強化のための対策の実施に多大な費用がかかり、業績と財政状態に悪影響を及ぼす可能性が

あります。 

  

   (7) 有価証券の時価変動 

     当社グループは、安全性重視の堅実運用のスタンスで有価証券投資を行っておりますが、今後、市況の悪化による時価の

下落や投資先の信用悪化等によって減損処理が必要となることも考えられます。その場合、財政状態に悪影響を及ぼす可能

性があります。 

  

  



５【経営上の重要な契約等】 

 該当事項はありません。 

  

６【研究開発活動】 

 当社グループの研究開発活動は、飲料販売部門の当社マーケティング部において清涼飲料の商品企画を、飲料受託製造部門の

連結子会社大同薬品工業㈱開発部において、ドリンク剤の企画開発及び品質の維持・向上の研究を行っております。 

 特色があり、消費者に魅力ある製・商品を提供することが研究開発活動の最も重要な課題であり、当連結会計年度における主

な成果は次のとおりであります。 

  

「D-1 COFFEE」 

  当社グループの基幹商品であるコーヒーは、主にひとつのブランドを飲むといったヘビーユーザーに支えられる嗜好性の強

い飲料であり、「D-1 COFFEE」は25～30歳代前半の男性をメインターゲットとして、今後末永く当社コーヒーのファンになっ

ていただきたい若い層の支持を狙い開発した缶コーヒーであります。 

  香料を一切使用せず、「スチームアロマ製法」により凝縮したコーヒー本来の自然な風味をベースとして仕立てた次の３タ

イプの商品を発売いたしました。 

  「スーパーブレンド」 

    コーヒーの香りとミルクのまろやかなコク、甘さのベストバランスを追求したスタンダードタイプ。 

  「ファインクリア」 

    甘さを極力抑え（糖類50％カット）、コーヒーのしっかりとした苦味とミルクの旨みでキレの良い後味に仕上げた微糖

タイプ。 

  「エスプレッソラテ」 

    たっぷりのミルクのまろやかな味わいに、エスプレッソコーヒー特有の風味と苦味を加えた本格的なカフェオレ。 

  そして、いずれの容器にも「Ｄ－１」のブランドマークのエンボス加工を施し、手にとったときにより強くブランドを認識

していただけるようにしております。 

  なお、当連結会計年度における研究開発費の総額は866百万円となっております。 

  



７【財政状態及び経営成績の分析】 

 当連結会計年度の財政状態及び経営成績の分析は以下のとおりであります。 

 なお、文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末において判断したものであります。 

    

   (1) 重要な会計方針及び見積り 

     当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づいて作成されておりま

す。連結財務諸表の作成にあたっては、期末日における資産・負債の報告金額及び報告期間における収益・費用の報告金額

に影響を与えるような見積り・予測を必要とします。結果として、このような見積りと実績が異なる場合があります。当社

は、特に以下の重要な会計方針が当社グループの連結財務諸表の作成において使用される当社の重要な判断と見積りに大き

な影響を及ぼすと考えております。 

     

    ①貸倒引当金 

     当社グループは、金銭債権等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検討し、必要な貸倒引当金を計上しております。顧客の財政状態が悪化し、その

支払能力が低下した場合、追加引当が必要になる可能性があります。 

     

    ②退職給付費用及び債務 

     従業員の退職給付費用及び債務の計算は、数理計算上で設定される前提条件に基づいて算出されております。これらの前

提条件には、割引率、将来の報酬水準、退職率、直近の統計数値に基づいて算出される死亡率及び年金資産の期待運用収益

率などが含まれます。実際の結果がこれらの前提条件と異なる場合、または前提条件が変更された場合、その影響は将来に

わたって規則的に認識されるため、将来の会計期間において認識される費用及び計上される債務に影響を及ぼします。 

  

    ③有価証券の減損 

     当社グループは、その他有価証券のうち、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には全て減損処理を

行い、30～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理

を行っております。将来の時価の下落や投資先の業績不振や財政状態の悪化により評価損の計上が必要となる可能性があり

ます。 

  

   (2) 当連結会計年度の経営成績の分析 

    ①売上高 

     売上高は、飲料販売部門は前連結会計年度比2,696百万円（1.8％）増の150,192百万円、飲料受託製造部門は前連結会計年

度比935百万円(15.4％)減の5,155百万円、全体で前連結会計年度比1,761百万円(1.1％)増の155,347百万円となりました。 

     飲料販売部門の飲料分野別の状況は次のとおりであります。 

     コーヒー飲料は、「復刻堂コーヒー」等同シリーズ商品の寄与により売上高は前連結会計年度比2,242百万円（2.8％）増

の82,967百万円となり、売上構成比も前連結会計年度比0.8％上昇し53.4％となりました。 

     茶系飲料は、「葉の茶」等の無糖茶類の販売が堅調であった一方、紅茶類が低調で前連結会計年度比440百万円（2.2％）

減の19,595百万円となりました。 

     炭酸飲料は、復刻堂シリーズに相次ぎ投入した「クリームサイダー」「リボンシトロン」「パインサイダー」等がいずれ

も好調に伸び、前連結会計年度比2,503百万円（22.6％）増の13,566百万円となりました。 

     果汁飲料は、「ゆずれもん」「梅よろし」等の和柑橘系飲料が好調で前連結会計年度比357百万円（2.8％）増の13,330百

万円となりました。 

機能性飲料は、商品を「Ｄ ＳＰＯＲＴｓＭＩＵ」に統一し、スポーツ飲料としてブランドの再構築を図り、前連結会計年

度比2,406百万円（31.1％）減の5,319百万円となりました。 

     そのほか、ドリンク剤は、前連結会計年度比270百万円（8.1％）減の3,080百万円となり、その他飲料は、ミネラルウォ

ターや復刻堂シリーズの乳性飲料が好調で、前連結会計年度比710百万円（6.1％）増の12,331百万円となりました。 

     飲料受託製造部門は、新規品目による受注増の一方、健康補助食品（サプリメント）等の他分野との競合による既存品目

の受注減が大きく、前連結会計年度比935百万円（15.4％）減の5,155百万円となりました。 

  

②売上総利益 

     売上総利益は、売上高の増加に伴い前連結会計年度比1,493百万円（1.9％）増の80,123百万円となり、売上総利益率も、

コーヒー飲料の売上が伸びたことにより前連結会計年度比0.4％上昇し51.6％となりました。 

     



    ③販売費及び一般管理費 

     販売費及び一般管理費は、主な増加要因として、販社化のための新規採用及び転籍者への退職金支給、退職給付債務の割

引率の変更に伴う退職給付費用等による人件費の増加771百万円（3.9％）、フルオペ手数料等の販売促進費の増加1,214百万

円（9.6％）、主な減少要因として、広告宣伝費の減少910百万円（20.2％）があり、前連結会計年度比1,222百万円

（1.7％）増の73,089百万円となりました。 

  

    ④営業外損益 

     営業外損益は、主な減少要因として、鮮度管理強化による商品廃棄損（営業外費用）の増加311百万円（160.8％）があ

り、前連結会計年度比307百万円減の△3百万円となりました。 

  

    ⑤特別損益 

     特別損益は、退職給付会計基準変更時差異償却の計上により、前連結会計年度比1,321百万円（93.5％）増の△91百万円と

なりました。 

  

    ⑥税金費用 

     法人税、住民税及び事業税は、前連結会計年度比40百万円（1.3％）増の3,146百万円となりました。 

     なお、当連結会計年度の税金等調整前当期純利益に対する法人税の比率（実効税率）は、法定実効税率より6.5％高い

46.9％となり、この差の要因は住民税均等割や同族会社に対する留保金課税等であります。 

  

(3) 経営成績に重要な影響を与える要因について 

     飲料市場は成熟化が進み、激しい企業間競争により厳しい収益環境が続いております。自販機の設置につきましても既に

飽和状態に近く、特にアウトロケーションにおいてその傾向が顕著となっております。 

     このような状況下、当社グループは他社との競争に打ち勝つための商品開発に注力するとともに、自販機展開において

は、ポイントカード自販機等の高付加価値自販機とリフレッシュ整備した中古自販機を有効に活用することで採算性を確保

したロケーション開拓を行っております。しかしながら、有望な新規設置場所の確保が困難となった場合は、当社グループ

の成長に重要な影響を与えます。 

  

   (4) 戦略的現状と見通し 

     景気は回復基調となってまいりましたが、飲料業界におきましては、原油高に続く鋼材、アルミなどの原材料の上昇によ

り川上のインフレ不安が強まる一方で、企業間競争の激化による販売単価の低下で川下のデフレ傾向が進み、さらに厳しい

収益環境となることが予測されます。 

     その中、当社グループは５ヵ年の第二次中期経営計画「Challenge 2010」を策定し、初年度の平成19年１月期は、「新ブ

ランドの育成」「収益力の強化」「活力ある企業グループの形成」を重点方針とし、新たなスタートをきっております。 

     商品戦略といたしましては、当社コーヒーのユーザー層を広げることにより「缶コーヒーのＤｙＤｏ」の地位をより強固

にする狙いをもって、25～30歳代前半の男性をメインターゲットに平成18年３月６日に発売した「D1-COFFEE」を「ダイドー

ブレンドコーヒー」「デミタスコーヒー」に続く定番商品に育成してまいります。そのために、平成19年１月期におきまし

ては、同商品のブランド確立のための広告宣伝費、販促費を集中投入いたします。それとともに、順調にブランドが浸透し

ている「復刻堂シリーズ」等の商品をさらに魅力あるものとし、自販機の販売力を高めてまいります。 

     営業面では、引き続き、個々の自販機の採算管理を徹底し、自販機１台当たりの生産性向上を図るとともに、販社化政策

の推進も含めてオペレーション体制の整備を進め、営業の効率性を高めてまいります。 

  



(5) 資本の財源及び資金の流動性についての分析 

    ①キャッシュ・フロー 

     キャッシュ・フローの状況については、「１．業績等の概要(2)キャッシュ・フロー」に記載しております。 

  

    ②資金需要 

     当社グループは、事業活動に必要な運転資金はすべて営業活動から得られるキャッシュ・フローにより賄っております。

また、設備資金についても、政策的なものを除いては自己資金によっており、自販機等リースを利用している資産の未経過

リース料についても剰余金にてカバーできる範囲のものであります。 

  

    ③財政状態 

    （総資産） 

      総資産は、流動資産の減少644百万円、固定資産の増加5,263百万円により前連結会計年末比4,619百万円増加し、

104,703百万円となりました。 

      なお、自販機及び営業用車両等についてはリースを利用しており、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を

行っております。当連結会計年度末における未経過リース料は29,781百万円であります。 

    （流動資産） 

      流動資産は、短期運用の有価証券が減少したこと等により前連結会計年度末比644百万円減少し、58,690百万円となりま

した。 

    （固定資産） 

      固定資産は、長期運用の投資有価証券の増加等により前連結会計年度末比5,263百万円増加し、46,012百万円となりまし

た。 

    （流動負債） 

      流動負債は、売上高の増加に対応する仕入の増加で仕入債務が増加したこと等により前連結会計年度末比582百万円増加

し、32,442百万円となりました。 

    （固定負債） 

      固定負債は、退職給付債務の割引率を2.5％から2.0％に変更したことに伴う退職給付引当金の増加等により前連結会計

年度末比230百万円増加し、3,437百万円となりました。 

    （少数株主持分） 

      少数株主持分は、㈱ダイドービバレッジ静岡（50％出資の連結子会社）の少数株主に帰属する利益により前連結会計年

度末比202百万円増加し、624百万円となりました。 

    （純資産） 

      純資産額は、利益剰余金の増加2,784百万円、その他有価証券評価差額金の増加819百万円等により前連結会計年度末比

3,603百万円増加し、68,199百万円となり、１株当たり純資産額は4,114円91銭となりました。また、株主資本比率は

65.1％になりました。 

  



(6) 経営者の問題意識と今後の方針について 

 飲料業界では、市場の成熟化とともに激しい企業間競争により厳しい経営環境が続いております。 

     しかし、社会の変化とともに消費者の生活様式も変化しており、消費者の飲料に対するニーズに合致し受け容れられた商

品は市場を拡大しており、そのためには消費者に商品を的確にアピールすることと強力な販売力をもつことが不可欠であり

ます。 

     この認識のもと、当社グループは自らの特徴であり強みである「自販機ビジネス」をさらに拡大強化していくことが業界

での生き残りのための最重要課題であると考えております。 

     そのために、当社グループの中核商品であり、嗜好飲料として幅広く飲まれているコーヒーのさらなる充実を図り、同分

野商品の自販機販売で揺るぎない地位を固めてまいります。また、消費者のニーズを的確に捉えた商品開発により商品のラ

インナップを強化してまいります。そして、効果的な広告宣伝、販促活動により消費者への訴えかけを行ってまいります。 

当社グループは、 

 のコーポレートスローガンのもと、清涼飲料からドリンク剤まで幅広い飲料のメーカーであり、かつ多数の自販機による

独自の流通網を有するオペレーターでもある「メーカー＆オペレーター」である独自性の強みを十分活かした事業戦略に

より持続的成長の実現を図ってまいります。 

  

お客様とともに歩む企業をめざして 

１．私たちは、お客様から選ばれるブランドの確立にチャレンジします。

２．私たちは、自販機ビジネス№１にチャレンジします。

３．私たちは、良き企業市民として社会的責任を果たします。



第３【設備の状況】 

  

１【設備投資等の概要】 

 当社グループは、当連結会計年度において総額673百万円の設備投資を実施いたしました。 

 設備投資の主な目的は飲料販売部門における営業拠点の整備、効率的な事業展開のための情報化投資及び受託製造部門におけ

る工場設備の更新等であります。 

 なお、上記のほか飲料販売部門においてリースを利用して自販機の新台投入12,681百万円の投資を実施しております。 

  

２【主要な設備の状況】 

 当社グループにおける主要な設備は、次のとおりであります。 

(1）提出会社 

  

        （平成18年１月20日現在）

事業所名 
（所在地） 

事業部門
の名称 

設備の内容 

帳簿価額

従業
員数
(人) 

建物及び
構築物 
（百万円）

機械装置
及び運搬
具 
（百万円）

土地
（百万円）
（面積㎡）

工具器具
及び備品 
（百万円）

合計 
（百万円） 

静岡支店 
静岡第１営業所 
静岡第３営業所 
（静岡県榛原郡吉
田町） 

飲料販売
部門 

営業業務施
設 

71 0
393

(7,061.44)
1 466 63

名古屋支店 
名古屋中央営業所 
（名古屋市東区） 

飲料販売
部門 

営業業務施
設 

80 －
365

(964.14)
1 448 55

近畿支店 
（大阪市平野区） 

飲料販売
部門 

営業業務施
設 

170 －
269

(717.56)
2 442 38

横須賀営業所 
（神奈川県横須賀
市） 

飲料販売
部門 

営業業務施
設 

7 －
178

(1,200.58)
0 185 21

岡崎営業所 
（愛知県岡崎市） 

飲料販売
部門 

営業業務施
設 

8 －
51

(461.27)
0 59 15

新庄営業所 
（奈良県葛城市） 

飲料販売
部門 

営業業務施
設 

16 －
232

(1,924.00)
0 249 21

業務総合センター 
（静岡県榛原郡吉
田町） 

飲料販売
部門 

営業管理業
務施設 

139 0
306

(5,874.08)
4 450 41

マーケティング部
静岡 
（静岡県榛原郡吉
田町） 

飲料販売
部門 

生産管理並
びに物流管
理業務施設 

81 －
93

(2,231.65)
1 175 12



 前頁に記載の設備のほか、主要な賃借設備として、以下のものがあります。 

  

      （平成18年１月20日現在）

事業所名 
（所在地） 

事業部門の名称 設備の内容 従業員数（人） 土地面積（㎡）
年間賃借料 
（百万円） 

青森支店 
（青森県青森市） 
ほか５営業所 

飲料販売部門 営業業務施設 75 6,377.39 35

仙台支店 
（仙台市宮城野区） 
ほか５営業所 

飲料販売部門 営業業務施設 94 5,992.74 43

関東支店 
（栃木県宇都宮市） 
ほか13営業所 

飲料販売部門 営業業務施設 217 18,838.08 114

関越支店 
（群馬県高崎市） 
ほか10営業所 

飲料販売部門 営業業務施設 181 15,944.74 87

甲信支店 
（山梨県笛吹市） 
ほか９営業所 

飲料販売部門 営業業務施設 168 15,858.20 86

首都圏支店 
（さいたま市北区） 
ほか10営業所 

飲料販売部門 営業業務施設 185 13,566.05 115

横浜支店 
（横浜市港南区） 
ほか15営業所 

飲料販売部門 営業業務施設 261 17,500.54 222

静岡北営業所 
（静岡市葵区） 
ほか４営業所 

飲料販売部門 営業業務施設 79 10,232.09 62

名古屋東営業所 
（名古屋市緑区） 
ほか８営業所 

飲料販売部門 営業業務施設 140 15,950.67 95

三岐支店 
（三重県津市） 
ほか８営業所 

飲料販売部門 営業業務施設 120 12,971.21 72

京都営業所 
（京都市南区） 
ほか５営業所 

飲料販売部門 営業業務施設 122 10,344.54 102

中四国支店 
（広島市安佐南区） 
ほか９営業所 

飲料販売部門 営業業務施設 133 9,640.59 78

九州支店 
（福岡市東区） 
ほか９営業所 

飲料販売部門 営業業務施設 131 9,942.80 64

東京本部 
（東京都港区） 

飲料販売部門
商品開発・営業業
務施設 

145 － 199

本社 
（大阪市北区） 

飲料販売部門
本社業務・営業管
理業務施設 

83 － 75



 リース契約による主な賃借設備は、次のとおりであります。 

 （注） 上記のうち、16,375台は賃貸中で、当期賃貸料は2,231百万円であります。 

  

(2）国内子会社 

  

 リース契約による主な賃借設備は、次のとおりであります。 

  

  

事業部門の名称 設備の内容 台数（台） 年間リース料（百万円）

飲料販売部門 自販機 130,662 14,550 

        （平成18年１月20日現在） 

会社名 
事業所名 
（所在地） 

事業部門の
名称 

設備の内容 

帳簿価額

従業員
数(人) 

建物及び構
築物 
（百万円） 

機械装置及
び運搬具 
（百万円） 

土地
（百万円） 
（面積㎡） 

工具器具及
び備品 
（百万円） 

合計 
（百万円） 

大同薬品工業㈱ 

大同薬品工業
㈱工場 
(奈良県葛城
市) 

飲料受託製
造部門 

ドリンク剤
製造設備 

1,364 1,133
881

(27,451.00)
38 3,418 121

㈱ダイドービバ
レッジ静岡 

浜松営業所 
（静岡県浜松
市） 

飲料販売部
門 

営業業務施
設 

136 －
261

(6,352.97)
5 402 26

会社名 
事業所名 
（所在地） 

事業部門の名称 設備の内容 台数 期間
年間リース料
（百万円） 

大同薬品工業㈱ 

大同薬品工業㈱
工場 
（奈良県葛城
市） 

飲料受託製造部
門 

ドリンク剤
製造用ライン 

一式 72ヵ月 207



３【設備の新設、除却等の計画】 

(1）重要な設備の新設等 

  

(2）重要な改修 

  

(3）重要な設備の除却等 

 該当事項はありません。 

  

  

会社名 
事業所名 

所在地 
事業部門の
名称 

設備の内
容 

投資予定額
資金調達
方法 

着手及び完了予定年月 
完成後の
増加能力 総額

(百万円)
既支払額
(百万円)

着手 完了 

ダイドード
リンコ㈱ 
全社 

－ 
飲料販売 
部門 

情報通信
設備 

385 － 自己資金
平成18年
２月 

平成19年 
１月 

－ 

会社名 
事業所名 

所在地 
事業部門の
名称 

設備の内
容 

投資予定額
資金調達
方法 

着手及び完了予定年月 
完成後の
増加能力 総額

(百万円)
既支払額
(百万円)

着手 完了 

大同薬品 
工業㈱工場 

奈良県 
葛城市 

飲料受託 
製造部門 

ドリンク 
剤製造設
備 

153 － 自己資金
平成18年
２月 

平成19年 
１月 

－ 



第４【提出会社の状況】 

  

１【株式等の状況】 

(1）【株式の総数等】 

①【株式の総数】 

  

②【発行済株式】 

  

(2）【新株予約権等の状況】 

 該当事項はありません。 

  

(3）【発行済株式総数、資本金等の推移】 

 （注）１．株式分割（１株を2.5株に分割）及び資本準備金の資本組入れ 

２．一般募集（ブックビルディング方式） 

発行価格      2,120円 

資本組入額      893円 

払込金額の総額 2,589百万円 

  

(4）【所有者別状況】 

 （注） 自己株式383株は、「個人その他」に３単元及び「単元未満株式の状況」に83株を含めて記載しております。 

  

種類 会社が発行する株式の総数（株） 

普通株式 23,800,000 

計 23,800,000 

種類 
事業年度末現在発行数 

（株） 
（平成18年１月20日） 

提出日現在発行数（株）
（平成18年４月19日） 

上場証券取引所名又は
登録証券業協会名 

内容 

普通株式 16,568,500 16,568,500
株式会社東京証券取引所
市場第一部 

－ 

計 16,568,500 16,568,500 － － 

年月日 
発行済株式総
数増減数(株) 

発行済株式総
数残高（株） 

資本金増減額
（百万円） 

資本金残高
（百万円） 

資本準備金増
減額(百万円) 

資本準備金残
高（百万円） 

平成13年６月20日 
（注）１ 

9,161,100 15,268,500 213 763 △213 35

平成13年８月９日 
（注）２ 

1,300,000 16,568,500 1,160 1,924 1,428 1,464

    平成18年１月20日現在

区分 

株式の状況（１単元の株式数100株）
単元未満株
式の状況 
（株） 政府及び地

方公共団体 
金融機関 証券会社 

その他の法
人 

外国法人等
個人その他 計 

個人以外 個人

株主数（人） － 39 17 65 77    2 9,102 9,302 － 

所有株式数
（単元） 

－ 17,837 651 47,292  35,122    3 64,772 165,677 800 

所有株式数の
割合（％） 

－ 10.77 0.39 28.54 21.20   0.00 39.10 100 － 



(5）【大株主の状況】 

 （注） キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニーから、平成17年８月12日付でキャピタル・ガーディアン・

トラスト・カンパニー、キャピタル・インターナショナル・インク及びキャピタル・インターナショナル・エス・エイを

共同保有者として提出された当社株式の保有に関する変更報告書（証券取引法第27条の26第２項に基づく報告書）によ

り、キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニーが350,000株、キャピタル・ガーディアン・トラスト・

カンパニーが259,000株、キャピタル・インターナショナル・インクが38,700株、キャピタル・インターナショナル・エ

ス・エイが8,200株を保有している旨の報告を受けておりますが、当社として期末時点における所有株式の確認ができませ

んので、上記大株主の状況には含めておりません。 

なお、キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニーの変更報告書の内容は、以下のとおりであります。 

    平成18年１月20日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

ハイウッド株式会社 奈良県御所市1363 2,336 14.10 

髙松富博 奈良県御所市1363 1,212 7.32 

有限会社サントミ 奈良県御所市1363 826 4.98 

髙松 章 東京都世田谷区中町２丁目７－14 825 4.97 

髙松富也 東京都世田谷区東玉川１丁目29－９－101 800 4.82 

タイタコーポレイション有限
会社 

静岡県島田市417－７ 780 4.70 

日本トラスティ・サービス信
託銀行株式会社（信託口） 

東京都中央区晴海１丁目８－11 651 3.93 

髙松多聞 静岡県島田市417－７ 572 3.45 

有限会社髙松 奈良県橿原市木原町63－6 544 3.28 

ステート ストリート バンク 
アンド トラスト カンパニー 
５０５０１９ 
（常任代理人 株式会社みず 
 ほコーポレート銀行） 

AIB INTERNATIONAL CENTRE P.O. BOX 518
IFSC DUBLIN, IRELAND  
  
（東京都中央区日本橋兜町６番７号） 

416 2.51 

計 － 8,966 54.11 



提出者（大量保有者） 

名称   キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー 

住所   アメリカ合衆国カリフォルニア州、ロスアンジェルス、サウスホープ・ストリート333 

保有内容 株式 350,000株 

共同保有者 

名称   キャピタル・ガーディアン・トラスト・カンパニー 

住所   アメリカ合衆国カリフォルニア州、ロスアンジェルス、サンタ・モニカ通り11100、15階 

保有内容 株式 259,000株 

共同保有者 

名称   キャピタル・インターナショナル・インク 

住所   アメリカ合衆国カリフォルニア州90025、ロスアンジェルス、サンタ・モニカ通り11100、15階 

保有内容 株式 38,700株 

共同保有者 

名称   キャピタル・インターナショナル・エス・エイ 

住所   スイス国・ジュネーヴ1201、プラス・デ・ベルグ３ 

保有内容 株式 8,200株 

  

(6）【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

  

  

②【自己株式等】 

  

(7）【ストックオプション制度の内容】 

 該当事項はありません。 

  

    平成18年１月20日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 － － － 

議決権制限株式（自己株式等） － － － 

議決権制限株式(その他） － － － 

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式     300 － － 

完全議決権株式（その他） 普通株式  16,567,400 165,674 － 

単元未満株式 普通株式     800 － － 

発行済株式総数 16,568,500 － － 

総株主の議決権 － 165,674 － 

      平成18年１月20日現在

所有者の氏名又
は名称 

所有者の住所
自己名義所有株
式数（株） 

他人名義所有株
式数（株） 

所有株式数の合
計（株） 

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合(％) 

ダイドードリンコ
株式会社 

大阪市北区中之島 
二丁目２番７号 

300 － 300 0.0 

計 － 300 － 300 0.0 



２【自己株式の取得等の状況】 

(1）【定時総会決議又は取締役会決議による自己株式の買受け等の状況】 

①【前決議期間における自己株式の取得等の状況】 

 該当事項はありません。 

  

②【当定時株主総会における自己株式取得に係る決議状況】 

     該当事項はありません。 

  

(2）【資本減少、定款の定めによる利益による消却又は償還株式の消却に係る自己株式の買受け等の状況】 

①【前決議期間における自己株式の買受け等の状況】 

     該当事項はありません。 

  

②【当定時株主総会における自己株式取得に係る決議状況等】 

     該当事項はありません。 

  

３【配当政策】 

 当社は、株主の皆様への利益還元を経営上の重要な課題のひとつと認識し、利益配分につきましては、収益性向上のための投

資と当社に関わるステークホルダーの皆様との調和を大切にしながら、連結業績、配当性向、事業見通し等を総合的に考慮して

安定配当を継続することを基本方針としております。また、内部留保につきましては、当社の収益基盤である自販機網の拡充等

への有効活用を図っております。 

 第31期の利益配当につきましては、上記の基本方針に基づき、１株につき５円増配の45円の普通配当に、株主各位の日頃のご

支援に感謝の意を表するため、平成18年３月６日に発売いたしました基幹商品のコーヒーカテゴリーにおける新ブランド「D-1 

COFFEE」の発売記念配当５円を加え、合計１株につき10円増配の50円といたしました。この結果、当期の配当性向は28.9％とな

りました。 

  

４【株価の推移】 

(1）【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】 

 （注） 最高・最低株価は、平成15年１月６日からは東京証券取引所市場第一部におけるものであり、それ以前は同取引所市場第

二部におけるものであります。 

  

(2）【最近６月間の月別最高・最低株価】 

 （注） 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。 

  

  

回次 第27期 第28期 第29期 第30期 第31期 

決算年月 平成14年１月 平成15年１月 平成16年１月 平成17年１月 平成18年１月 

最高（円） 2,850 2,220 2,800 3,600 4,620 

最低（円） 1,560 1,375 1,720 2,505 3,150 

月別 平成17年８月 ９月 10月 11月 12月 平成18年１月

最高（円） 4,070 4,200 3,970 4,080 4,350 4,620 

最低（円） 3,800 3,770 3,800 3,850 3,910 4,200 



５【役員の状況】 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴
所有株式数
（株） 

代表取締役社
長 

  髙松 富博 昭和23年１月16日生

昭和46年３月 大同薬品工業株式会社入社 

昭和48年３月 大同薬品工業株式会社取締役就

任 

昭和50年１月 当社設立、常務取締役就任 

昭和55年３月 当社常務取締役関西事業部長就

任 

昭和55年３月 大同薬品工業株式会社常務取締

役就任 

昭和59年５月 当社専務取締役関西事業部長就

任 

平成２年６月 当社取締役副社長就任 

平成２年７月 大同薬品工業株式会社代表取締

役社長就任 

平成４年４月 当社代表取締役副社長就任 

平成６年４月 当社代表取締役社長就任(現任) 

平成11年４月 大同薬品工業株式会社取締役就

任（現任） 

1,212,900

常務取締役 営業本部長 古島 茂 昭和23年２月16日生

昭和38年４月 大同薬品工業株式会社入社 

昭和50年１月 当社入社 

平成２年６月 当社関西事業部長 

平成８年４月 当社取締役東京事業部長就任 

平成13年１月 当社取締役営業統轄部長就任 

平成14年３月 当社取締役営業本部長兼営業統

轄部長就任 

平成14年４月 当社常務取締役営業本部長兼営

業統轄部長就任 

平成15年１月 当社常務取締役営業本部長兼営

業企画部長就任 

平成16年３月 当社常務取締役営業本部長就任

（現任） 

22,450

常務取締役 開発本部長 高橋 豊 昭和26年２月12日生

昭和52年５月 当社入社 

平成12年３月 当社広報マーケティング部長 

平成13年４月 当社取締役マーケティング部長

就任 

平成14年３月 当社取締役開発本部長兼マーケ

ティング部長就任 

平成16年３月 当社取締役開発本部長就任 

平成16年４月 当社常務取締役開発本部長就任

（現任） 

7,350



役名 職名 氏名 生年月日 略歴
所有株式数
（株） 

常務取締役 
管理本部長兼 
人事部長 

佐藤 誠 昭和23年５月６日生

昭和46年２月 大同薬品工業株式会社入社 

平成50年１月 当社入社 

平成10年４月 当社関西事業部長 

平成14年３月 当社業務部長 

平成14年４月 当社取締役業務部長就任 

平成16年９月 当社取締役総務部長兼業務部長

就任 

平成17年３月 当社取締役総務部長就任 

平成18年１月 当社取締役管理本部長兼人事部

長就任 

平成18年４月 当社常務取締役管理本部長兼人

事部長就任（現任） 

12,900

取締役相談役   髙松 勇 昭和５年２月23日生

昭和31年７月 大同薬品株式会社（現大同薬品

工業株式会社）設立、取締役就

任 

昭和47年３月 大同薬品工業株式会社代表取締

役副社長就任 

昭和48年３月 大同薬品工業株式会社代表取締

役社長就任 

昭和50年１月 当社設立、代表取締役社長就任 

平成２年７月 大同薬品工業株式会社取締役就

任 

平成６年４月 当社取締役就任 

平成11年４月 当社取締役相談役就任（現任） 

300

取締役 営業統轄部長 安達 健治 昭和30年７月19日生

昭和55年３月 当社入社 

平成12年３月 当社自販機部長 

平成14年４月 当社取締役自販機部長就任 

平成16年３月 当社取締役営業統轄部長就任

（現任） 

10,800

取締役 経営企画部長 八尾 雅幸 昭和29年１月18日生

昭和52年４月 株式会社協和銀行（現株式会社

りそな銀行）入行 

平成13年２月 当社入社、財務部部長 

平成14年３月 当社経理部長 

平成15年４月 当社取締役経理部長就任 

平成18年１月 当社取締役経営企画部長就任

（現任） 

－

取締役 
マーケティング
部長 

中川 誠 昭和31年８月８日生

昭和55年１月 当社入社 

平成16年３月 当社マーケティング部長 

平成18年４月 当社取締役マーケティング部長

就任（現任） 

4,200

常勤監査役   相原 敏夫 昭和18年２月23日生

昭和36年３月 株式会社三和銀行（現株式会社

三菱東京ＵＦＪ銀行）入行 

平成８年10月 当社入社、総務部統轄課長 

平成14年３月 当社総務部副部長 

平成15年４月 当社常勤監査役就任（現任） 

500

監査役   松本 博 昭和24年５月23日生

昭和59年２月 税理士登録 

昭和59年４月 松本博税理士事務所開業 

平成４年４月 当社監査役就任（現任） 

400



（注） 監査役松本 博、吉田太三及び森 真二は、株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第18条第１項に定める社

外監査役であります。 

  

役名 職名 氏名 生年月日 略歴
所有株式数
（株） 

監査役   吉田 太三 昭和25年３月25日生

昭和54年１月 税理士登録 

昭和54年２月 吉田税理士事務所開業 

平成11年４月 当社監査役就任（現任） 

1,000

監査役   森 真二 昭和21年５月22日生

昭和47年４月 最高裁判所司法研修所入所 

昭和49年４月 横浜地方裁判所裁判官任官 

平成元年４月 大阪弁護士会登録（中央総合法

律事務所入所） 

平成13年４月 当社監査役就任（現任） 

－

        計 1,272,800



６【コーポレート・ガバナンスの状況】 

(1) コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 

当社は、健全な企業活動とコンプライアンスを徹底し、経営の透明性と効率性を高めることにより株主、顧客、取引先、従

業員等の各ステークホルダーとの円滑な関係を構築し企業価値の増大に努めることをコーポレート・ガバナンスの基本的な考

え方としております。 

  

  (2) 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況等 

① 会社の機関の基本説明 

  当社は監査役制度採用会社であり、監査役会は常勤監査役１名及び非常勤監査役３名（すべて社外監査役）の４名で構成

されております。経営上の最高の意思決定機関である取締役会は毎月１回開催しております。また、常務以上の役付取締役

に、営業統轄部長、経営企画部長を加えた経営会議を毎週１回開催し、重要な事項についての審議を行い、社長及び取締役

会の迅速な意思決定をサポートする体制をとっております。 

    

② 当社のコーポレート・ガバナンス体制の模式図は次のとおりであります。 

  

 

  



 ③ リスク管理体制の整備の状況 

   コンプライアンス（法令遵守及び社会規範）に関する基本事項を盛り込んだ「リスク管理基本規程」に基づき、社内各部

門毎のリスク項目に対するコンプライアンスの状況を自主的にチェックする「コンプライアンス監査」を毎年２月及び８月

に実施し、その結果への対策を、社長を委員長とする「リスク管理委員会」にて検討しております。また、法令違反等への

抑止効果を強化する目的で「内部通報制度規程」を制定し、通報窓口「ダイドー・コンプラホットライン」の名称で「内部

通報制度」を設けております。個人情報の管理につきましては、「個人情報保護規程」を制定し、個人情報の厳正な取扱い

を期しております。そのほか、コンプライアンスに対する社員の具体的な行動規範を示した「コンプライアンス行動指針」

の配布、コンプライアンスに関する情報等を掲載した「コンプライアンス通信」の発行等により全社員の意識向上を図って

おります。 

  

④ 内部監査及び監査役監査の状況 

 内部監査は、社長直轄組織である監査部（人員18名）が主に社内各部門の業務活動が法令、諸規程等に準拠し、適正かつ

効果的に運営され、会社財産が保全されているか監査しております。 

     監査役は、全員が取締役会に出席しております。さらに常勤監査役は経営会議をはじめとする社内の重要会議に出席して

取締役の職務執行状況を監視しております。さらにグループ内各組織の責任者からの聴取により状況把握するほか、監査部

や会計監査人とも連携して会社業務の執行状況をチェックしております。 

  

⑤ 会計監査人の状況 

 当社の会計監査人であるあずさ監査法人には、通常の会計監査を受けるほか、必要に応じて会計上の問題について指導・

助言を受けております。 

 ・業務を執行した公認会計士 

       あずさ監査法人の園木 宏〔継続監査年数19年（株式公開後５年)〕、新井一雄〔継続監査年数８年（株式公開後５

年)〕、黒木賢一郎の３名であります。 

・監査業務に係る補助者の構成 

  公認会計士 ５名、会計士補 ４名 

  

⑥ 社外取締役及び社外監査役との関係 

当社に社外取締役はおりません。当社と社外監査役との間には、特別の利害関係はありません。 

  

 （3） 役員報酬の内容 

     当連結会計年度において、当社の取締役及び監査役に対して支払った役員報酬は、以下のとおりであります。 

  取締役に支払った報酬  183百万円 

  監査役に支払った報酬   18百万円 

  

 （4） 監査報酬の内容 

     公認会計士法第２条第１項に規定する業務に基づく報酬  25百万円 

     その他の報酬                     －百万円 



第５【経理の状況】 

  

１．連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について 

(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵省令第28号。以下「連結

財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。 

 ただし、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成16年１月30日内閣府令

第５号）附則第２項のただし書きにより、改正前の連結財務諸表規則に基づいて作成しております。 

  

(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等

規則」という。）に基づいて作成しております。 

 ただし、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成16年１月30日内閣府令

第５号）附則第２項のただし書きにより、改正前の財務諸表等規則に基づいて作成しております。 

  

２．監査証明について 

 当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前連結会計年度（平成16年１月21日から平成17年１月20日まで）及び当連結

会計年度（平成17年１月21日から平成18年１月20日まで）の連結財務諸表並びに第30期事業年度（平成16年１月21日から平成17

年１月20日まで）及び第31期事業年度（平成17年１月21日から平成18年１月20日まで）の財務諸表について、あずさ監査法人に

より監査を受けております。 

  

  



１【連結財務諸表等】 

(1）【連結財務諸表】 

①【連結貸借対照表】 

   
前連結会計年度

（平成17年１月20日） 
当連結会計年度 

（平成18年１月20日） 

区分 
注記
番号 

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．現金及び預金 ※１  13,540 16,530 

２．受取手形及び売掛金   14,330 14,435 

３．有価証券   22,006 18,009 

４．債権信託受益権   1,000 1,000 

５．たな卸資産   5,323 5,922 

６．前払費用   971 860 

７．未収入金   762 803 

８．繰延税金資産   856 688 

９．その他   561 461 

貸倒引当金   △17 △19 

流動資産合計   59,335 59.3 58,690 56.1

Ⅱ 固定資産     

１．有形固定資産 
※２、
３ 

   

(1) 建物及び構築物   2,590 2,462 

(2) 機械装置及び運搬具   1,302 1,140 

(3) 工具、器具及び備品   308 303 

(4) 土地   3,391 3,392 

(5) 建設仮勘定   10 － 

有形固定資産合計   7,602 7.6 7,298 7.0

２．無形固定資産   1,494 1.5 1,321 1.2

３．投資その他の資産     

(1）投資有価証券 ※４  25,671 31,918 

(2）関係会社長期貸付金   443 346 

(3）長期前払費用   2,121 2,161 

(4）敷金及び保証金   2,431 2,376 

(5）繰延税金資産   512 50 

(6) その他 ※１  494 573 

貸倒引当金   △23 △33 

投資その他の資産合計   31,652 31.6 37,393 35.7

固定資産合計   40,749 40.7 46,012 43.9

資産合計   100,084 100.0 104,703 100.0

      



  

  

   
前連結会計年度

（平成17年１月20日） 
当連結会計年度 

（平成18年１月20日） 

区分 
注記
番号 

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．支払手形及び買掛金   20,703 21,059 

２．一年内返済長期借入金   49 49 

３．未払金   5,893 5,480 

４．未払法人税等   2,464 2,834 

５．未払費用   1,672 1,746 

６．賞与引当金   707 866 

７．その他   369 404 

流動負債合計   31,860 31.8 32,442 31.0

Ⅱ 固定負債     

１．長期借入金   154 104 

２．預り保証金   2,661 2,703 

３．退職給付引当金   121 319 

４．役員退職慰労引当金   268 270 

５．繰延税金負債   － 39 

固定負債合計   3,206 3.2 3,437 3.3

負債合計   35,067 35.0 35,879 34.3

      

（少数株主持分）     

少数株主持分   421 0.4 624 0.6

      

（資本の部）     

Ⅰ 資本金 ※５  1,924 1.9 1,924 1.8

Ⅱ 資本剰余金   1,464 1.5 1,464 1.4

Ⅲ 利益剰余金   61,509 61.5 64,293 61.4

Ⅳ その他有価証券評価差額
金 

  △301 △0.3 517 0.5

Ⅴ 自己株式 ※６  △0 △0.0 △0 △0.0

資本合計   64,595 64.6 68,199 65.1

負債、少数株主持分及び
資本合計 

  100,084 100.0 104,703 100.0

      



②【連結損益計算書】 

  

  

   
前連結会計年度

（自 平成16年１月21日 
至 平成17年１月20日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年１月21日 
至 平成18年１月20日） 

区分 
注記
番号 

金額（百万円）
百分比
（％） 

金額（百万円） 
百分比
（％） 

Ⅰ 売上高   153,585 100.0 155,347 100.0

Ⅱ 売上原価 ※２  74,955 48.8 75,223 48.4

売上総利益   78,629 51.2 80,123 51.6

Ⅲ 販売費及び一般管理費 
※1、
２ 

 71,867 46.8 73,089 47.1

営業利益   6,762 4.4 7,033 4.5

Ⅳ 営業外収益    

１．受取利息  429 436  

２．有価証券売却益  1 25  

３．持分法による投資利益  59 51  

４．その他  162 651 0.4 156 670 0.4

Ⅴ 営業外費用    

１．支払利息  3 2  

２．商品廃棄損  193 505  

３．資材廃棄損  65 71  

４．その他 ※３ 85 347 0.2 95 674 0.4

経常利益  
 

7,066 4.6 7,030 4.5

Ⅵ 特別損失   

１．新紙幣対応費用 ※４ 1,128 －  

２．鮮度管理強化対策費用 ※５ 193 －  

３．退職給付会計基準変更
時差異償却 

 91 1,413 0.9 91 91 0.1

税金等調整前当期純利
益 

  5,653 3.7 6,938 4.4

法人税、住民税及び事
業税 

 3,105 3,146  

法人税等調整額  △259 2,846 1.8 111 3,258 2.1

少数株主利益   246 0.2 211 0.1

当期純利益   2,560 1.7 3,468 2.2

     



③【連結剰余金計算書】 

  

  

   
前連結会計年度

（自 平成16年１月21日 
至 平成17年１月20日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年１月21日 
至 平成18年１月20日） 

区分 
注記
番号 

金額（百万円） 金額（百万円） 

（資本剰余金の部）  

Ⅰ 資本剰余金期首残高    1,464 1,464 

Ⅱ 資本剰余金期末残高  1,464 1,464 

   

（利益剰余金の部）  

Ⅰ 利益剰余金期首残高  59,463 61,509 

Ⅱ 利益剰余金増加高  

１．当期純利益  2,560 2,560 3,468 3,468 

Ⅲ 利益剰余金減少高  

１．配当金  497 662

２．役員賞与  16 513 21 684 

Ⅳ 利益剰余金期末残高  61,509 64,293 

   



④【連結キャッシュ・フロー計算書】 

   
前連結会計年度

（自 平成16年１月21日 
至 平成17年１月20日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年１月21日 
至 平成18年１月20日） 

区分 
注記
番号 

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 

 5,653 6,938 

減価償却費  963 1,084 

役員退職慰労引当金の
増加額 

 26 1 

貸倒引当金の増減額
（△は減少） 

 △3 11 

賞与引当金の増減額
（△は減少） 

 △44 159 

受取利息及び配当金  △431 △439 

支払利息  3 2 

持分法による投資利益  △59 △51 

新紙幣対応費用  1,128 － 

鮮度管理強化対策費用  193 － 

有価証券売却益  △1 △25 

売上債権の増加額  △459 △104 

たな卸資産の増加額  △411 △599 

仕入債務の増加額  2,421 356 

未払金の増減額（△は
減少） 

 △587 208 

役員賞与の支払額  △17 △23 

その他の資産の減少額  254 275 

その他の負債の増加額  260 455 

小計  8,887 8,249 

利息及び配当金の受取
額 

 501 457 

利息の支払額  △2 △3 

新紙幣対応による支払
額 

 △506 △622 

鮮度管理強化対策によ
る支払額 

 △181 △12 

法人税等の支払額  △2,846 △2,883 

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 5,852 5,185 



  

  

  次へ 

   
前連結会計年度

（自 平成16年１月21日 
至 平成17年１月20日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年１月21日 
至 平成18年１月20日） 

区分 
注記
番号 

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 

 △363 △507 

定期預金の払戻しによ
る収入 

 182 335 

有価証券の取得による
支出 

 △26,714 △19,499 

有価証券の売却による
収入 

 20,716 27,203 

有形・無形固定資産の
取得による支出 

 △2,068 △948 

有形固定資産の売却に
よる収入 

 3 26 

投資有価証券の取得に
よる支出 

 △11,386 △18,270 

投資有価証券の売却に
よる収入 

 7,097 8,353 

長期貸付金の回収によ
る収入 

 213 49 

その他  △11 △0 

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 △12,330 △3,257 

Ⅲ 財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 

長期借入れによる収入  250 － 

長期借入金の返済によ
る支出 

 △45 △49 

配当金の支払額  △497 △662 

少数株主への配当金の
支払額 

 △7 △7 

自己株式の取得による
支出額 

 △0 － 

財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 △300 △720 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係
る換算差額 

 △0 0 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増
減額（△は減少） 

 △6,779 1,209 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期
首残高 

 27,384 20,604 

Ⅶ 現金及び現金同等物の期
末残高 

 20,604 21,813 

   



連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

  
前連結会計年度

（自 平成16年１月21日 
至 平成17年１月20日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年１月21日 
至 平成18年１月20日） 

１．連結の範囲に関する事項 連結子会社は大同薬品工業㈱、㈱ダイ

ドービバレッジ静岡、㈱ダイドービバレ

ッジ東京、イー・ドリンコ四国㈱、㈱宝

泉社及び㈱ダイドービバレッジ埼玉の６

社であります。 

 ㈱ダイドービバレッジ埼玉について

は、当連結会計年度において新たに設立

したことにより、連結の範囲に含めるこ

とといたしました。 

なお、平成16年11月21日より㈱センタ

ンビバレッジは、イー・ドリンコ四国㈱

に商号を変更いたしました。 

 連結子会社は、大同薬品工業㈱、㈱ダ

イドービバレッジ静岡、㈱ダイドービバ

レッジ東京、イー・ドリンコ㈱、㈱ダイ

ドービバレッジ埼玉及び㈱ダイドービバ

レッジ大阪の６社であります。 

 ㈱ダイドービバレッジ大阪について

は、当連結会計年度において新たに設立

したことにより、連結の範囲に含めるこ

とといたしました。 

 また、イー・ドリンコ四国㈱はイー・

ドリンコ㈱（平成17年2月2日、㈱宝泉社

が商号変更）と平成17年11月21日をもっ

て合併し、イー・ドリンコ㈱に商号を変

更いたしました。 

２．持分法の適用に関する事

項 

 持分法適用の関連会社はダイドー・タ

ケナカビバレッジ㈱の１社であります。 

同左 

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、㈱ダイドービバレ

ッジ静岡、イー・ドリンコ四国㈱及び㈱

宝泉社の決算日は11月20日であります。 

 連結財務諸表の作成に当たっては、同

決算日現在の財務諸表を使用しておりま

す。ただし、11月21日から翌年１月20日

までの期間に発生し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。 

 ㈱ダイドービバレッジ東京は決算期変

更により、連結財務諸表上、平成15年11

月21日より平成17年1月20日までの14ヶ

月となっております。 

連結子会社のうち、㈱ダイドービバレ

ッジ静岡及びイー・ドリンコ㈱の決算日

は11月20日であります。 

イー・ドリンコ㈱の合併前の会社であ

るイー・ドリンコ四国㈱とイー・ドリン

コ㈱の決算日は11月20日であります。 

 連結財務諸表の作成に当たっては、同

決算日現在の各社の財務諸表を使用して

おります。ただし、11月21日から翌年１

月20日までの期間に発生した重要な取引

については、連結上必要な調整を行って

おります。 

  

４．会計処理基準に関する事

項 

    

(1）重要な資産の評価基準

及び評価方法 

① 有価証券 ① 有価証券 

 満期保有目的の債券  満期保有目的の債券 

   償却原価法（定額法） 同左 

  その他有価証券 その他有価証券 

  時価のあるもの 時価のあるもの 

   決算日の市場価格等に基づく時

価法（評価差額は全部資本直入法

により処理し、売却原価は移動平

均法により算定） 

同左 

  時価のないもの 時価のないもの 

   移動平均法による原価法 同左 



  
前連結会計年度

（自 平成16年１月21日 
至 平成17年１月20日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年１月21日 
至 平成18年１月20日） 

  ② たな卸資産 ② たな卸資産 

  (イ)商品 (イ)商品 

   移動平均法による原価法 

 ただし、一部の連結子会社につい

ては最終仕入原価法 

同左 

  (ロ)製品・原材料 (ロ)製品・原材料 

   総平均法による原価法 同左 

  (ハ)貯蔵品 (ハ)貯蔵品 

   最終仕入原価法 同左 

(2）重要な減価償却資産の

減価償却の方法 

① 有形固定資産 ① 有形固定資産 

 定率法 

 ただし、一部の連結子会社について

は、平成10年４月１日以降取得した建

物(建物附属設備を除く)については定

額法 

 なお、耐用年数及び残存価額につい

ては、主として法人税法に規定する方

法と同一の基準によっております。 

同左 

  ② 無形固定資産 ② 無形固定資産 

   定額法 

 ただし、ソフトウェア（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 

同左 

(3）重要な引当金の計上基

準 

① 貸倒引当金 ① 貸倒引当金 

 債権の貸倒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。 

同左 

  ② 賞与引当金 ② 賞与引当金 

   従業員に対する賞与の支給に備える

ため、将来の支給見込額のうち、当期

対応分相当額を計上しております。 

同左 



  
前連結会計年度

（自 平成16年１月21日 
至 平成17年１月20日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年１月21日 
至 平成18年１月20日） 

  ③ 退職給付引当金 ③ 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

及び年金資産の見込額に基づき計上し

ております。 

 会計基準変更時差異については、５

年による按分額を費用処理しておりま

す。 

 数理計算上の差異については、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

（５年）による定額法により按分した

額をそれぞれ発生の翌連結会計年度よ

り費用処理することとしております。 

同左 

  ④ 役員退職慰労引当金 ④ 役員退職慰労引当金 

   役員退職慰労金の支給に備えるた

め、内規に基づく期末要支給額を計上

しております。 

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）その他連結財務諸表作

成のための重要な事項 

① 消費税等の会計処理 ① 消費税等の会計処理 

 税抜方式によっております。 同左 

５．連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項 

 連結子会社の資産及び負債の評価につ

きましては、全面時価評価法を採用して

おります。 

同左 

６．連結調整勘定の償却に関

する事項 

 連結調整勘定は発生年度の損益として

処理しております。 

同左 

７．利益処分項目等の取扱い

に関する事項 

 連結剰余金計算書は、連結会社の利益

処分について、連結会計年度中に確定し

た利益処分に基づいて作成しておりま

す。 

同左 

８．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（現金及び現金同等物）は、手許

現金、随時引き出し可能な預金及び容易

に換金可能であり、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ヵ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 



追加情報 

  

  

  次へ 

前連結会計年度
（自 平成16年１月21日 
至 平成17年１月20日） 

当連結会計年度
（自 平成17年１月21日 
至 平成18年１月20日） 

  法人事業税の外形標準課税 

────── 

  

「地方税法等の一部を改正する法律」（平成15年法律

第9号）が平成15年3月31日に公布され、平成16年4月1日

以後に開始する事業年度より外形標準課税が導入された

ことに伴い、当連結会計年度から「法人事業税における

外形標準課税部分の損益計算書上の表示についての実務

上の取扱い」（平成16年2月13日 企業会計基準委員会

実務対応報告第12号）に従い法人事業税の付加価値割及

び資本割については、販売費及び一般管理費に計上して

おります。 

 この結果、販売費及び一般管理費が107百万円増加

し、営業利益、経常利益、税金等調整前当期純利益が同

額減少しております。 



注記事項 

（連結貸借対照表関係） 

  

前連結会計年度
（平成17年１月20日） 

当連結会計年度
（平成18年１月20日） 

※１ 担保に供している資産 ※１ 担保に供している資産 
  
定期預金 274百万円 定期預金 271百万円

このうち24百万円は、解約した賃借不動産の賃料

保証をするものであり、250百万円は長期借入金

204百万円（うち一年内返済長期借入金49百万

円）の担保に供しているものであります。 

このうち21百万円は、解約した賃借不動産の賃料

保証をするものであり、250百万円は長期借入金

154百万円（うち一年内返済長期借入金49百万

円）の担保に供しているものであります。 

※２ 有形固定資産の減価償却累計額 ※２ 有形固定資産の減価償却累計額 

5,964百万円 6,529百万円 

※３        ────── ※３ 収用等に伴い有形固定資産から直接控除した圧縮

記帳額 

  9百万円 

※４ 持分法適用関連会社に関するものは次のとおりで

あります。 

※４ 持分法適用関連会社に関するものは次のとおりで

あります。 
  

投資有価証券（株式） 136百万円 投資有価証券（株式） 193百万円

※５ 当社の発行済株式総数は、普通株式16,568,500株

であります。 

※５ 当社の発行済株式総数は、普通株式16,568,500株

であります。 

※６ 当社が保有する自己株式の数は、普通株式383株

であります。 

※６ 当社が保有する自己株式の数は、普通株式383株

であります。 



（連結損益計算書関係） 

  

前連結会計年度
（自 平成16年１月21日 
至 平成17年１月20日） 

当連結会計年度
（自 平成17年１月21日 
至 平成18年１月20日） 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は次のとおりであります。 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は次のとおりであります。 
  

発送配達費 4,644百万円

広告宣伝費 4,501 

販売促進費 12,666 

自販機維持管理費 3,325 

給与手当 12,335 

従業員賞与 3,410 

賞与引当金繰入額 673 

退職給付費用 754 

役員退職慰労引当金繰入額 34 

リース料 14,236 

減価償却費 542 

発送配達費 4,549百万円

広告宣伝費 3,591 

販売促進費 13,881 

自販機維持管理費 3,241 

給与手当 13,091 

従業員賞与 2,843 

賞与引当金繰入額 814 

退職給付費用 890 

役員退職慰労引当金繰入額 36 

リース料 14,521 

減価償却費 600 

※２ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発

費 

※２ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発

費 

942百万円 866百万円 

※３         ────── 

  

※３ 貸倒引当金繰入額21百万円を含んでおります。 

  

※４ 新紙幣対応費用は新紙幣を自販機で使用可能にす

るための自販機改修費であります。 

※４        ────── 

  
※５ 鮮度管理強化対策費用は商品の賞味期限に関する

管理をより厳格にしたために発生した商品の入れ

替え・廃棄に係る費用であります。 

※５        ────── 



（連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

  

  

  次へ 

前連結会計年度
（自 平成16年１月21日 
至 平成17年１月20日） 

当連結会計年度
（自 平成17年１月21日 
至 平成18年１月20日） 

 １ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に記載されている科目の金額との関係 

 １ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に記載されている科目の金額との関係 

（平成17年１月20日現在） （平成18年１月20日現在） 
  

現金及び預金勘定 13,540百万円 

有価証券勘定 7,299  

預入期間が３ヵ月を超える定期
預金 

△235  

現金及び現金同等物 20,604  

現金及び預金勘定 16,530百万円 

有価証券勘定 5,599  

預入期間が３ヵ月を超える定期
預金 

△316  

現金及び現金同等物 21,813  

    



（リース取引関係） 

  

  

  次へ 

前連結会計年度
（自 平成16年１月21日 
至 平成17年１月20日） 

当連結会計年度
（自 平成17年１月21日 
至 平成18年１月20日） 

１．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（借主側） 

１．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（借主側） 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額及び期末残高相当額 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額及び期末残高相当額 
  

  
取得価額相
当額 
（百万円） 

減価償却累
計額相当額
（百万円） 

期末残高相
当額 
（百万円）

機械装置及び
運搬具 

3,394 1,882 1,512

工具、器具及
び備品 

58,887 30,134 28,752

合計 62,282 32,017 30,264

取得価額相
当額 
（百万円）

減価償却累
計額相当額
（百万円） 

期末残高相
当額 
（百万円） 

機械装置及び
運搬具 

2,678 1,303 1,375 

工具、器具及
び備品 

56,282 28,876 27,405 

合計 58,960 30,179 28,781 

(2）未経過リース料期末残高相当額 (2）未経過リース料期末残高相当額 
  

１年内 13,298百万円

１年超 17,834 

合計 31,133 

１年内 13,048百万円

１年超 16,732 

合計 29,781 

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相

当額 

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相

当額 
  

支払リース料 17,249百万円

減価償却費相当額 15,299 

支払利息相当額 1,869 

支払リース料 17,085百万円

減価償却費相当額 15,196 

支払利息相当額 1,778 

(4）減価償却費相当額の算定方法 (4）減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする

定額法によっております。 

同左 

(5）利息相当額の算定方法 (5）利息相当額の算定方法 

リース料総額とリース物件の取得価額相当額との

差額を利息相当額とし、各期への配分方法につい

ては、利息法によっております。 

同左 

２．オペレーティング・リース取引（借主側） ２．オペレーティング・リース取引（借主側） 

未経過リース料 未経過リース料 
  

１年内 405百万円

１年超 886 

合計 1,291 

１年内 494百万円

１年超 955 

合計 1,449 



（有価証券関係） 

  

前連結会計年度（平成17年１月20日） 

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの 

  

２．その他有価証券で時価のあるもの 

 （注） 減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には全て減損処理を行い、30％～50％

程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理を行うことと

しております。 

  

  種類 
連結貸借対照表計上
額（百万円） 

時価（百万円） 差額（百万円） 

時価が連結貸借対照表計
上額を超えるもの 

(1) 国債・地方債等 － － － 

(2) 社債 － － － 

(3）その他 200 201 1 

小計 200 201 1 

時価が連結貸借対照表計
上額を超えないもの 

(1) 国債・地方債等 － － － 

(2) 社債 － － － 

(3) その他 100 97 △2 

小計 100 97 △2 

合計 300 299 △0 

  種類 取得原価(百万円)
連結貸借対照表計
上額（百万円） 

差額（百万円） 

連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの 

(1）株式 369 1,047 678 

(2）債券

① 国債・地方債等 11,426 11,451 25 

② 社債 2,606 2,622 15 

③ その他 2,999 3,021 21 

(3) その他 796 826 30 

小計 18,198 18,969 771 

連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの 

(1) 株式 21 16 △4 

(2）債券

① 国債・地方債等 13,399 13,394 △4 

② 社債 401 397 △3 

③ その他 11,389 10,139 △1,250 

(3）その他 802 788 △14 

小計 26,015 24,737 △1,277 

合計 44,213 43,706 △506 



３．当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自平成16年１月21日 至平成17年１月20日） 

  

４．時価評価されていない主な有価証券の内容 

  

５．その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額 

  

売却額（百万円） 売却益の合計額（百万円） 売却損の合計額（百万円） 

4,900 28 27 

  連結貸借対照表計上額（百万円） 

その他有価証券 

キャッシュ・リザーブ・ファンド 2,500 

フリー・ファイナンシャル・ファンド 500 

コマーシャルペーパー 499 

非上場株式（店頭売買株式を除く） 34 

  
１年以内 
（百万円） 

１年超５年以内
(百万円） 

５年超10年以内
（百万円） 

10年超（百万円）

１．債券 

(1) 国債・地方債等 16,306 8,340 200 － 

(2) 社債 101 2,418 499 － 

(3) その他 1,499 3,580 199 7,881 

２．その他 

投資信託受益証券 101 － － － 

合計 18,008 14,339 898 7,881 



当連結会計年度（平成18年１月20日） 

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの 

  

２．その他有価証券で時価のあるもの 

 （注） 減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には全て減損処理を行い、30％～50％

程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理を行うことと

しております。 

  

  種類 
連結貸借対照表計上
額（百万円） 

時価（百万円） 差額（百万円） 

時価が連結貸借対照表計
上額を超えるもの 

(1) 国債・地方債等 － － － 

(2) 社債 － － － 

(3) その他 － － － 

小計 － － － 

時価が連結貸借対照表計
上額を超えないもの 

(1) 国債・地方債等 － － － 

(2) 社債 － － － 

(3) その他 2,600 2,473 △126 

小計 2,600 2,473 △126 

合計 2,600 2,473 △126 

  種類 取得原価(百万円)
連結貸借対照表計
上額（百万円） 

差額（百万円） 

連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの 

(1) 株式 377 1,889 1,512 

(2）債券

① 国債・地方債等 10,505 10,519 13 

② 社債 3,002 3,009 7 

③ その他 1,800 1,810 10 

(3) その他 1,138 1,185 46 

小計 16,824 18,415 1,591 

連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの 

(1) 株式 3 2 △0 

(2）債券

① 国債・地方債等 12,595 12,582 △13 

② 社債 1,603 1,595 △8 

③ その他 8,599 7,919 △680 

(3) その他 600 582 △18 

小計 23,401 22,681 △720 

合計 40,225 41,096 871 



３．当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自平成17年１月21日 至平成18年１月20日） 

  

４．時価評価されていない主な有価証券の内容 

  

５．その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額 

  

  

  次へ 

売却額（百万円） 売却益の合計額（百万円） 売却損の合計額（百万円） 

16,256 145 120 

  連結貸借対照表計上額（百万円） 

その他有価証券 

キャッシュ・リザーブ・ファンド 2,500 

フリー・ファイナンシャル・ファンド 2,000 

キャッシュ・ファンド 1,000 

コマーシャルペーパー 499 

非上場株式 37 

  
１年以内 
（百万円） 

１年超５年以内
(百万円） 

５年超10年以内
（百万円） 

10年超（百万円）

１．債券 

(1) 国債・地方債等 10,105 12,996 － － 

(2) 社債 1,503 2,704 396 － 

(3) その他 299 2,704 500 8,825 

合計 11,909 18,405 896 8,825 



（デリバティブ取引関係） 

 前連結会計年度（自平成16年１月21日 至平成17年１月20日）及び当連結会計年度（自平成17年１月21日 至平成18年１月

20日）において、デリバティブ取引を利用していないので、該当事項はありません。 

  

  

  次へ 



（退職給付関係） 

１．採用している退職給付制度の概要 

 当社グループは適格退職年金制度を採用しております。 

 ただし、一部の連結子会社は、中小企業退職金共済制度に加入しております。 

  

２．退職給付債務及びその内訳 

  

３．退職給付費用の内訳 

 (注)中小企業退職金共済制度への拠出額は勤務費用に含まれております。 

  

  
前連結会計年度

（平成17年１月20日） 
当連結会計年度 

（平成18年１月20日） 

(1）退職給付債務（百万円） △8,293 △8,329 

(2）年金資産（百万円） 7,227 7,967 

(3）未積立退職給付債務(1)＋(2)（百万円） △1,066 △362 

(4) 会計基準変更時差異の未処理額（百万円） 91 － 

(5) 未認識数理計算上の差異（百万円） 852 42 

(6) 未認識過去勤務債務（百万円） － － 

(7）連結貸借対照表計上額純額(3)＋(4)＋(5)
＋(6)（百万円） 

△121 △319 

(8）前払年金費用（百万円） － － 

(9）退職給付引当金(7)－(8)（百万円） △121 △319 

  
前連結会計年度

（自 平成16年１月21日 
至 平成17年１月20日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年１月21日 
至 平成18年１月20日） 

退職給付費用（百万円） 877 1,018 

(1) 勤務費用（百万円） 569 606 

(2) 利息費用（百万円） 175 162 

(3) 期待運用収益（百万円） △64 △70 

(4）過去勤務債務の費用処理額（百万円） － － 

(5）数理計算上の差異の費用処理額 
（百万円） 

105 228 

(6）会計基準変更時差異の費用処理額 
（百万円） 

91 91 



４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

  

  
前連結会計年度

（平成17年１月20日） 
当連結会計年度 

（平成18年１月20日） 

(1）割引率（％） 2.0 2.0 

(2）期待運用収益率（％） 1.0 1.0 

(3）退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 同左 

(4)過去勤務債務の額の処理年数 － － 

(5)数理計算上の差異の処理年数（年） 

（発生時の平均残存勤務期間内の一定の

年数による定額法により、翌連結会計

年度から費用処理することとしており

ます。） 

５ 

  

  

  

５ 

  

  

  

(6）会計基準変更時差異の処理年数（年） ５ ５ 



（税効果会計関係） 

  

  

前連結会計年度
（平成17年１月20日） 

当連結会計年度
（平成18年１月20日） 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 
  
繰延税金資産   

その他有価証券評価差額金 204百万円

未払事業税 195  

役員退職慰労引当金 109  

減価償却限度超過額 114  

投資有価証券評価損 29  

賞与引当金繰入限度超過額 283  

繰延資産償却限度超過額 10  

一括償却資産 32  

その他 446  

繰延税金資産合計 1,427  

繰延税金負債   

特別償却準備金 △26  

買換資産圧縮積立金 △31  

繰延税金負債合計 △58  

繰延税金資産の純額 1,369  

繰延税金資産   

繰越欠損金 265百万円

未払事業税 200  

役員退職慰労引当金 110  

減価償却限度超過額 177  

賞与引当金繰入限度超過額 351  

その他 390  

小計 1,494  

評価性引当額 △398  

繰延税金資産合計 1,096  

繰延税金負債   

その他有価証券評価差額金 

特別償却準備金 

△353

△14

 

買換資産圧縮積立金 △29  

繰延税金負債合計 △397  

繰延税金資産の純額 699  

平成17年１月20日現在の繰延税金資産の純額は連結

貸借対照表の以下の項目に含まれております。 

平成18年１月20日現在の繰延税金資産の純額は連結

貸借対照表の以下の項目に含まれております。 
  

流動資産－繰延税金資産 856百万円

固定資産－繰延税金資産 512  

流動負債－繰延税金負債 －  

固定負債－繰延税金負債 －  

流動資産－繰延税金資産 688百万円

固定資産－繰延税金資産 50  

流動負債－繰延税金負債 －  

固定負債－繰延税金負債 39  

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳 
  

  

法定実効税率 41.8％ 

（調整）   

交際費等永久に損金に算入され
ない項目 

1.5  

受取配当金等永久に益金に算入
されない項目 

△0.0  

留保金税額 3.3  

住民税均等割 1.6  

その他 1.9  

税効果会計適用後の法人税等の
負担率 

50.3  

法定実効税率 40.4％ 

（調整）   

交際費等永久に損金に算入され
ない項目 

1.2  

受取配当金等永久に益金に算入
されない項目 

△0.0  

留保金税額 1.9  

住民税均等割 1.3  

その他 1.9  

税効果会計適用後の法人税等の
負担率 

46.9  



（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

 前連結会計年度（自平成16年１月21日至平成17年１月20日）及び当連結会計年度（自平成17年１月21日 至平成18年１月20

日）において、飲料事業以外に事業の種類がないため、該当事項はありません。 

  

【所在地別セグメント情報】 

 前連結会計年度（自平成16年１月21日至平成17年１月20日）及び当連結会計年度（自平成17年１月21日 至平成18年１月20

日）において、本邦以外の国または地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 

  

【海外売上高】 

 前連結会計年度（自平成16年１月21日至平成17年１月20日）及び当連結会計年度（自平成17年１月21日 至平成18年１月20

日）において海外売上高がないため、該当事項はありません。 

  
  



【関連当事者との取引】 

 前連結会計年度（自平成16年１月21日至平成17年１月20日）及び当連結会計年度（自平成17年１月21日 至平成18年１月20

日）において、該当事項はありません。 

  

（１株当たり情報） 

 （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。 

  

（重要な後発事象） 

 該当事項はありません。 

  

  

前連結会計年度
（自 平成16年１月21日 
至 平成17年１月20日） 

当連結会計年度
（自 平成17年１月21日 
至 平成18年１月20日） 

  
１株当たり純資産額 3,897.48円 

１株当たり当期純利益 153.23円 

１株当たり純資産額 4,114.91円 

１株当たり当期純利益 207.98円 

 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。 

 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。 

  
前連結会計年度

（自 平成16年１月21日 
至 平成17年１月20日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年１月21日 
至 平成18年１月20日） 

当期純利益（百万円） 2,560 3,468 

普通株主に帰属しない金額（百万円） 21 22 

（うち利益処分による役員賞与金） （21） （22） 

普通株式に係る当期純利益（百万円） 2,538 3,445 

期中平均株式数（株） 16,568,159 16,568,117 



⑤【連結附属明細表】 

【社債明細表】 

 該当事項はありません。 

  

【借入金等明細表】 

（注）１．平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。 

２．長期借入金（1年以内に返済予定のものを除く。）の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりでありま

す。 

  

  

 当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行2行と特定融資枠契約を締結しております。 

  

(2）【その他】 

 該当事項はありません。 

  

  

区分 
前連結会計年度末残
高（百万円） 

当連結会計年度末残
高（百万円） 

平均利率
（％） 

返済期限 

短期借入金 － － － － 

1年以内に返済予定の長期借入金 49 49 0.7 － 

長期借入金（1年以内に返済予定の
ものを除く。） 

154 104 0.7 平成20年 

その他の有利子負債 － － － － 

計 204 154 － － 

    
1年超2年以内
（百万円） 

2年超3年以内
（百万円） 

3年超4年以内
（百万円） 

4年超5年以内 
（百万円） 

  長期借入金 49 49 4 － 

  特定融資枠の総額 7,500百万円  

  当連結会計年度末残高 －   

  当連結会計年度契約手数料 7百万円  



２【財務諸表等】 

(1）【財務諸表】 

①【貸借対照表】 

   
第30期

（平成17年１月20日） 
第31期 

（平成18年１月20日） 

区分 
注記
番号 

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．現金及び預金 ※１  7,615 8,584 

２．受取手形   2,501 2,190 

３．売掛金 ※４  11,402 12,484 

４．有価証券   22,006 18,009 

５．債権信託受益権   1,000 1,000 

６．商品   4,758 5,076 

７．貯蔵品   76 138 

８．前払費用   926 836 

９．関係会社短期貸付金   － 86 

10．未収入金 ※４  1,477 1,927 

11．繰延税金資産   732 584 

12．その他   458 307 

貸倒引当金   △4 △4 

流動資産合計   52,952 58.3 51,222 54.0

Ⅱ 固定資産    

１．有形固定資産 
※５、
６ 

  

(1）建物   822 819 

(2）構築物   43 40 

(3）機械及び装置   2 6 

(4）車両運搬具   0 0 

(5）工具、器具及び備品   254 235 

(6）土地   2,186 2,187 

有形固定資産合計   3,310 3.6 3,288 3.5

２．無形固定資産    

(1）借地権   27 27 

(2）商標権   45 65 

(3）電話加入権   53 51 

(4）ソフトウェア   1,353 1,156 

無形固定資産合計   1,479 1.6 1,300 1.4



   
第30期

（平成17年１月20日） 
第31期 

（平成18年１月20日） 

区分 
注記
番号 

金額（百万円）
構成比
（％） 

金額（百万円） 
構成比
（％） 

３．投資その他の資産    

(1）投資有価証券   25,507 31,673 

(2）関係会社株式   1,834 1,884 

(3）出資金   2 0 

(4）関係会社長期貸付金   490 710 

(5）破産債権、更生債権
等 

  17 28 

(6）長期前払費用   2,078 2,116 

(7）敷金及び保証金   2,377 2,303 

(8）繰延税金資産   441 － 

(9）その他   279 362 

貸倒引当金   △17 △29 

投資その他の資産合計   33,011 36.5 39,049 41.1

固定資産合計   37,801 41.7 43,638 46.0

資産合計   90,753 100.0 94,860 100.0

     

（負債の部）    

Ⅰ 流動負債    

１．支払手形   1,056 1,502 

２．買掛金 ※４  18,531 18,531 

３．未払金   5,246 5,019 

４．未払法人税等   1,753 2,319 

５．未払消費税等   210 232 

６．未払費用   1,410 1,390 

７．預り金   307 321 

８．賞与引当金   668 809 

９．その他   33 23 

流動負債合計   29,217 32.2 30,149 31.8

Ⅱ 固定負債    

１．預り保証金   2,627 2,523 

２．退職給付引当金   94 300 

３．役員退職慰労引当金   184 208 

４．繰延税金負債   － 39 

固定負債合計   2,906 3.2 3,072 3.2

負債合計   32,123 35.4 33,221 35.0

     



  

  

   
第30期

（平成17年１月20日） 
第31期 

（平成18年１月20日） 

区分 
注記
番号 

金額（百万円）
構成比
（％） 

金額（百万円） 
構成比
（％） 

（資本の部）    

Ⅰ 資本金 ※２  1,924 2.1 1,924 2.0

Ⅱ 資本剰余金    

１．資本準備金  1,464 1,464  

資本剰余金合計   1,464 1.6 1,464 1.5

Ⅲ 利益剰余金    

１．利益準備金  137 137  

２．任意積立金    

(1）特別償却準備金  57 39  

(2）別途積立金  53,250 54,650  

３．当期未処分利益  2,104 2,926  

利益剰余金合計   55,550 61.2 57,752 61.0

Ⅳ その他有価証券評価差額
金 

  △307 △0.3 498 0.5

Ⅴ 自己株式 ※３  △0 △0.0 △0 △0.0

資本合計   58,629 64.6 61,639 65.0

負債及び資本合計   90,753 100.0 94,860 100.0

     



②【損益計算書】 

   
第30期

（自 平成16年１月21日 
至 平成17年１月20日） 

第31期 
（自 平成17年１月21日 
至 平成18年１月20日） 

区分 
注記
番号 

金額（百万円）
百分比
（％） 

金額（百万円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高   141,807 100.0 141,372 100.0

Ⅱ 売上原価    

１．期首商品たな卸高  4,463 4,758  

２．当期商品仕入高  71,080 72,292  

合計  75,544 77,051  

３．他勘定振替高 ※１ － 603  

４．期末商品たな卸高  4,758 70,785 49.9 5,076 71,370 50.5

売上総利益   71,021 50.1 70,001 49.5

Ⅲ 販売費及び一般管理費 
※２、 
３ 

 66,046 46.6 64,630 45.7

営業利益   4,975 3.5 5,371 3.8

Ⅳ 営業外収益    

１．受取利息  32 20  

２．有価証券利息  401 414  

３．受取配当金  46 46  

４．有価証券売却益  1 25  

５．その他  91 572 0.4 108 615 0.4

Ⅴ 営業外費用    

１．支払利息  1 0  

２．商品廃棄損  189 503  

３．資材廃棄損  63 69  

４．その他 ※４ 75 330 0.2 81 654 0.5

経常利益  
 

5,217 3.7 5,332 3.7

Ⅵ 特別損失   

１．新紙幣対応費用 ※５ 1,128 －  

２．鮮度管理強化対策費用 ※６ 193 －  

３．退職給付会計基準変更
時差異償却 

 86 1,408 1.0 86 86 0.1



  

  

   
第30期

（自 平成16年１月21日 
至 平成17年１月20日） 

第31期 
（自 平成17年１月21日 
至 平成18年１月20日） 

区分 
注記
番号 

金額（百万円）
百分比
（％） 

金額（百万円） 
百分比
（％） 

     

税引前当期純利益   3,808 2.7 5,245 3.6

法人税、住民税及び事
業税 

 1,992 2,285  

法人税等調整額  △206 1,785 1.3 79 2,364 1.7

当期純利益   2,022 1.4 2,880 1.9

前期繰越利益   81 45 

当期未処分利益   2,104 2,926 

     



③【利益処分計算書】 

  

  

  次へ 

   
第30期

株主総会承認日 
（平成17年４月19日） 

第31期 
株主総会承認日 

（平成18年４月18日） 

区分 
注記
番号 

金額（百万円） 金額（百万円） 

Ⅰ 当期未処分利益  2,104 2,926 

Ⅱ 任意積立金取崩額  

１．特別償却準備金取崩額  18 18 18 18 

合計  2,123 2,944 

Ⅲ 利益処分額  

１．配当金  662 828

２．役員賞与金  14 17

（うち監査役賞与金）  （0） （0）

３．任意積立金  

(1）別途積立金  1,400 2,077 1,000 1,846 

Ⅳ 次期繰越利益  45 1,098 

   



重要な会計方針 

項目 
第30期

（自 平成16年１月21日 
至 平成17年１月20日） 

第31期 
（自 平成17年１月21日 
至 平成18年１月20日） 

１．有価証券の評価基準及び

評価方法 

(1）子会社株式及び関連会社株式 (1）子会社株式及び関連会社株式 

移動平均法による原価法 同左 

  (2) 満期保有目的の債券 (2) 満期保有目的の債券 

  償却原価法（定額法） 同左 

  (3）その他有価証券 (3）その他有価証券 

  時価のあるもの 時価のあるもの 

   決算日の市場価格等に基づく時価

法（評価差額は全部資本直入法によ

り処理し、売却原価は移動平均法に

より算定） 

同左 

  時価のないもの 時価のないもの 

   移動平均法による原価法 同左 

２．たな卸資産の評価基準及

び評価方法 

(1）商品 (1）商品 

 移動平均法による原価法 同左 

  (2）貯蔵品 (2）貯蔵品 

   最終仕入原価法 同左 

３．固定資産の減価償却の方

法 

(1）有形固定資産 (1）有形固定資産 

 定率法 

 なお、耐用年数及び残存価額につい

ては、主として法人税法に規定する方

法と同一の基準によっております。 

同左 

  (2）無形固定資産 (2）無形固定資産 

   定額法 

 ただし、ソフトウェア（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 

同左 

４．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 (1）貸倒引当金 

   債権の貸倒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。 

同左 

  (2）賞与引当金 (2）賞与引当金 

   従業員に対する賞与の支給に備える

ため、将来の支給見込額のうち、当期

対応分相当額を計上しております。 

同左 



  

表示方法の変更 

  

項目 
第30期

（自 平成16年１月21日 
至 平成17年１月20日） 

第31期 
（自 平成17年１月21日 
至 平成18年１月20日） 

  (3）退職給付引当金 (3）退職給付引当金 

   従業員の退職給付に備えるため、当

期末における退職給付債務及び年金資

産の見込額に基づき計上しておりま

す。 

 会計基準変更時差異については、５

年による按分額を費用処理しておりま

す。 

 数理計算上の差異については、各事

業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(５年)

による定額法により按分した額をそれ

ぞれ発生の翌事業年度より費用処理す

ることとしております。 

同左 

  (4）役員退職慰労引当金 (4）役員退職慰労引当金 

   役員退職慰労金の支給に備えるた

め、内規に基づく期末要支給額を計上

しております。 

同左 

５．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 

６．その他財務諸表作成のた

めの重要な事項 

(1）消費税等の会計処理 (1）消費税等の会計処理 

 税抜方式によっております。 同左 

第30期 
（自 平成16年１月21日 
至 平成17年１月20日） 

第31期
（自 平成17年１月21日 
至 平成18年１月20日） 

  （損益計算書） 

────── 前事業年度まで、「当期商品仕入高」に含めて表示し

ておりました「他勘定振替高」は、明瞭性の観点から、

当事業年度より区分掲記することに変更いたしました。 

 なお、前事業年度において「当期商品仕入高」に含め

ておりました他勘定振替高は610百万円であります。 



追加情報 

  

  

  次へ 

第30期 
（自 平成16年１月21日 
至 平成17年１月20日） 

第31期
（自 平成17年１月21日 
至 平成18年１月20日） 

  法人事業税の外形標準課税 

────── 

  

「地方税法等の一部を改正する法律」（平成15年法律

第9号）が平成15年3月31日に公布され、平成16年4月1日

以降に開始する事業年度より外形標準課税が導入された

ことに伴い、当事業年度から「法人事業税における外形

標準課税部分の損益計算書上の表示についての実務上の

取扱い」（平成16年2月13日 企業会計基準委員会 実

務対応報告第12号）に従い法人事業税の付加価値割及び

資本割については、販売費及び一般管理費に計上してお

ります。 

 この結果、販売費及び一般管理費が107百万円増加

し、営業利益、経常利益、税引前当期純利益が同額減少

しております。 



注記事項 

（貸借対照表関係） 

  

第30期 
（平成17年１月20日） 

第31期
（平成18年１月20日） 

※１ 担保に供している資産 ※１ 担保に供している資産 
  
定期預金 24百万円 定期預金 21百万円

上記は、解約した賃借不動産の賃料保証をするも

のであります。 

上記は、解約した賃借不動産の賃料保証をするも

のであります。 

※２ 授権株式数及び発行済株式総数 ※２ 授権株式数及び発行済株式総数 
  
授権株式数 普通株式 23,800,000株

発行済株式総数 普通株式 16,568,500株

授権株式数 普通株式 23,800,000株

発行済株式総数 普通株式 16,568,500株

※３ 自己株式 ※３ 自己株式 

当社が保有する自己株式は、普通株式383株であ

ります。 

当社が保有する自己株式は、普通株式383株であ

ります。 

※４ 関係会社項目 ※４ 関係会社項目 

関係会社に対する資産及び負債には区分掲記され

たもののほか次のものがあります。 

関係会社に対する資産及び負債には区分掲記され

たもののほか次のものがあります。 
  

  

売掛金 1,168百万円

買掛金 323 

売掛金 1,919百万円

未収入金 1,110 

買掛金 178 

※５ 有形固定資産の減価償却累計額 ※５ 有形固定資産の減価償却累計額 

1,984百万円 2,040百万円 

※６       ────── ※６ 収用等に伴い有形固定資産から直接控除した圧縮

記帳額 

 9百万円 



（損益計算書関係） 

  

  

  次へ 

第30期 
（自 平成16年１月21日 
至 平成17年１月20日） 

第31期
（自 平成17年１月21日 
至 平成18年１月20日） 

※１        ────── ※１ 他勘定振替高の内訳 

  

  

  

他勘定振替高は、主として商品を見本品等として

使用したもの及び廃棄による振替分であり、次の

科目に振り替えております。 

  販売費及び一般管理費  

販売促進費 184百万円

その他 56 

小計 240 

営業外費用   

商品廃棄損 363 

合計 603 

※２ 販売費に属する費用のおおよその割合は89％、一

般管理費に属する費用のおおよその割合は11％で

あります。 

主要な費目及び金額は次のとおりであります。 

※２ 販売費に属する費用のおおよその割合は88％、一

般管理費に属する費用のおおよその割合は12％で

あります。 

主要な費目及び金額は次のとおりであります。 
  

発送配達費 4,368百万円

広告宣伝費 4,441 

販売促進費 11,184 

自販機維持管理費 3,212 

給与手当 11,211 

従業員賞与 3,142 

賞与引当金繰入額 668 

退職給付費用 698 

役員退職慰労引当金繰入額 21 

リース料 13,233 

減価償却費 518 

発送配達費 4,329百万円

広告宣伝費 3,497 

販売促進費 11,744 

自販機維持管理費 3,046 

給与手当 11,496 

従業員賞与 2,477 

賞与引当金繰入額 809 

退職給付費用 851 

役員退職慰労引当金繰入額 23 

リース料 12,882 

減価償却費 564 

※３ 一般管理費に含まれる研究開発費 ※３ 一般管理費に含まれる研究開発費 

688百万円 608百万円 

※４         ────── 

  

※４ 貸倒引当金繰入額21百万円を含んでおります。 

  

※５ 新紙幣対応費用は新紙幣を自販機で使用可能にす

るための自販機改修費であります。 

※５         ────── 

  

※６ 鮮度管理強化対策費用は商品の賞味期限に関する

管理をより厳格にしたために発生した商品の入れ

替え・廃棄に係る費用であります。 

※６         ────── 

  



（リース取引関係） 

  

  

  次へ 

第30期 
（自 平成16年１月21日 
至 平成17年１月20日） 

第31期
（自 平成17年１月21日 
至 平成18年１月20日） 

１．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（借主側） 

１．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（借主側） 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額及び期末残高相当額 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額及び期末残高相当額 
  

  
取得価額相
当額 
（百万円） 

減価償却累
計額相当額 
（百万円） 

期末残高相
当額 
（百万円）

車両運搬具 1,957 813 1,144

工具、器具及
び備品 

58,793 30,087 28,705

合計 60,751 30,900 29,850

取得価額相
当額 
（百万円）

減価償却累
計額相当額 
（百万円） 

期末残高相
当額 
（百万円） 

車両運搬具 2,003 947 1,055 

工具、器具及
び備品 

56,176 28,818 27,357 

合計 58,179 29,766 28,412 

(2）未経過リース料期末残高相当額 (2）未経過リース料期末残高相当額 
  

１年内 13,083百万円

１年超 17,608 

合計 30,691 

１年内 12,898百万円

１年超 16,500 

合計 29,398 

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相

当額 

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相

当額 
  

支払リース料 16,938百万円

減価償却費相当額 15,027 

支払利息相当額 1,844 

支払リース料 16,818百万円

減価償却費相当額 14,958 

支払利息相当額 1,762 

(4）減価償却費相当額の算定方法 (4）減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする

定額法によっております。 

同左 

(5）利息相当額の算定方法 (5）利息相当額の算定方法 

リース料総額とリース物件の取得価額相当額との

差額を利息相当額とし、各期への配分方法につい

ては、利息法によっております。 

同左 

２．オペレーティング・リース取引（借主側） ２．オペレーティング・リース取引（借主側） 

未経過リース料 未経過リース料 
  

１年内 323百万円

１年超 707 

合計 1,030 

１年内 337百万円

１年超 664 

合計 1,001 



（有価証券関係） 

 前期末（平成17年１月20日現在）及び当期末（平成18年１月20日現在）における子会社株式及び関連会社株式で時価のある

ものはありません。 

  



（税効果会計関係） 

  

第30期 
（平成17年１月20日） 

第31期
（平成18年１月20日） 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 
  
繰延税金資産   

その他有価証券評価差額金 209百万円

未払事業税 139  

役員退職慰労引当金 74  

投資有価証券評価損 61  

繰延資産償却限度超過額 29  

賞与引当金繰入限度超過額 270  

減価償却限度超過額 10  

一括償却資産 29  

その他 373  

繰延税金資産合計 1,200  

繰延税金負債   

特別償却準備金 △26  

繰延税金負債合計 △26  

繰延税金資産の純額 1,173  

  

繰延税金資産   

未払事業税 163百万円

役員退職慰労引当金 84  

減価償却限度超過額 

賞与引当金繰入限度超過額 

48

327

 

その他 274  

繰延税金資産合計 898  

繰延税金負債 

その他有価証券評価差額金 

 

△339

 

特別償却準備金 △14  

繰延税金負債合計 △353  

繰延税金資産の純額 545  

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳 
  
法定実効税率 41.8％ 

（調整）   

交際費等永久に損金に算入され
ない項目 

2.2  

受取配当金等永久に益金に算入
されない項目 

△0.4  

留保金税額 3.1  

住民税均等割 2.4  

その他 △2.2  

税効果会計適用後の法人税等の
負担率 

46.8  

法定実効税率 40.4％ 

（調整）   

交際費等永久に損金に算入され
ない項目 

1.6  

受取配当金等永久に益金に算入
されない項目 

△0.3  

留保金税額 1.8  

住民税均等割 1.6  

その他 △0.2  

税効果会計適用後の法人税等の
負担率 

45.0  



（１株当たり情報） 

 （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。 

  

（重要な後発事象） 

 該当事項はありません。 

  

  

第30期 
（自 平成16年１月21日 
至 平成17年１月20日） 

第31期
（自 平成17年１月21日 
至 平成18年１月20日） 

  
１株当たり純資産額 3,537.81円 

１株当たり当期純利益 121.19円 

１株当たり純資産額 3,719.27円 

１株当たり当期純利益 172.78円 

 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。 

 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。 

  
第30期

（自 平成16年１月21日 
至 平成17年１月20日） 

第31期 
（自 平成17年１月21日 
至 平成18年１月20日） 

当期純利益（百万円） 2,022 2,880 

普通株主に帰属しない金額（百万円） 14 17 

（うち利益処分による役員賞与金） （14） （17） 

普通株式に係る当期純利益（百万円） 2,007 2,862 

期中平均株式数（株） 16,568,159 16,568,117 



④【附属明細表】 

【有価証券明細表】 

【株式】 

  

  

銘柄 株式数（株）
貸借対照表計上額 
（百万円） 

投資有価証
券 

その他有
価証券 

㈱りそなホールディングス 2,487 1,029 

オリックス㈱ 12,000 353 

㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グルー
プ 

145 221 

富士電機ホールディングス㈱ 263,541 160 

㈱Ｔ＆Ｄホールディングス 4,400 34 

ゴールドパック㈱ 10,000 28 

㈱ＣＦＳコーポレーション 18,870 16 

㈱サークルＫサンクス 3,801 11 

日本電信電話㈱ 10 5 

ヤマエ久野㈱ 3,106 3 

その他（７銘柄） 17,970 13 

小計 336,332 1,877 

計 336,332 1,877 



【債券】 

銘柄 券面総額（百万円）
貸借対照表計上額 
（百万円） 

有価証券 
その他有
価証券 

第390回割引短期国債 3,000 2,999 

第388回割引短期国債 1,000 999 

第392回割引短期国債 1,000 999 

第386回割引短期国債 500 499 

第373回割引短期国債 500 499 

第384回割引短期国債 500 499 

第217回利付国債（2年） 300 300 

第2回運輸施設整備事業団債券 200 200 

第1回国際協力銀行債券 200 200 

第221回利付国債（2年） 200 200 

第6回国民生活金融公庫債券 200 200 

第218回利付国債（2年） 200 200 

中部電力㈱ ユーロ円債 200 199 

名古屋市第12回公債 100 102 



銘柄 券面総額（百万円）
貸借対照表計上額 
（百万円） 

有価証券 
その他有
価証券 

三菱電機㈱第33回無担保社債 100 100 

第138回中小企業金融公庫債券 100 100 

ソニー㈱第11回無担保社債 100 100 

東京都第6回公債 100 100 

第15回利付国債（5年） 100 100 

キリンビール㈱第5回無担保社債 100 100 

ＪＦＥスチール㈱第38回無担保社債 100 100 

第160回中小企業金融公庫債券 100 100 

㈱日本製紙グループ本社第4回無担保
社債 

100 100 

北陸電力㈱第265回一般担保付社債 100 100 

トヨタファイナンス㈱第3回無担保社
債 

100 100 

アサヒビール㈱第18回無担保社債 100 100 

第5回国民生活金融公庫債券 100 100 

旭硝子㈱第9回無担保社債 100 100 

九州電力㈱第362回一般担保付社債 100 100 

セコム㈱第1回無担保社債 100 100 

沖縄電力㈱第5回一般担保付社債 100 100 

東京電力㈱第484回一般担保付社債 100 100 

第158回 中小企業金融公庫債券 100 100 

㈱ＮＴＴドコモ第9回無担保社債 100 100 

第14回利付国債（5年） 100 100 

東京電力㈱第481回一般担保付社債 100 100 

第41回預金保険機構債券 100 100 

第222回利付国債（2年） 100 100 

第51回預金保険機構債券 100 100 

第47回預金保険機構債券 100 100 

第111回預金保険機構債券 100 100 

第12回利付国債（5年） 100 100 

第36回預金保険機構債券 100 100 

第103回預金保険機構債券 100 100 

第220回利付国債（2年） 100 100 

第219回利付国債（2年） 100 100 

第117回預金保険機構債券 100 100 



銘柄 券面総額（百万円）
貸借対照表計上額 
（百万円） 

有価証券 
その他有
価証券 

第118回預金保険機構債券 100 100 

第96回預金保険機構債券 100 100 

第93回預金保険機構債券 100 100 

第4回社会福祉・医療事業団債券 100 100 

住友コーポレーション・キャピタル・
ヨーロッパPLC ユーロ円債 

100 99 

小計 11,900 11,909 

投資有価証
券 

満期保有
目的の債
券 

ＫＢＣファイナンシャル・プロダク
ツ・インターナショナル・リミテッド 
ユーロ円債 

400 400 

UBS AG ユーロ円債 300 300 

ロイズＴＳＢ銀行 ユーロ円債 300 300 

ノルウェー地方金融公社 ユーロ円債 200 200 

日立インターナショナル・トレジャリ
ー・リミテッド ユーロ円債 

200 200 

ホライズンⅡインターナショナル・リ
ミテッド ユーロ円債 

200 200 

メリルリンチ・アンド・カンパニー・
インク ユーロ円債 

100 100 

ドイツ銀行 ユーロ円債 100 100 

ルクセンブルグ国立貯蓄銀行 ユーロ
円債 

100 100 

カリヨン・フィナンシャル・プロダク
ツ・ガーンジー・リミテッド ユーロ
円債 

100 100 

ＩＮＧ銀行ＮＶ ユーロ円債 100 100 

オメガ第11回クラスＡ１社債 ユーロ
円債 

100 100 

コミュナルクレジット・オーストリア
ＡＧ ユーロ円債 

100 100 

ルクセンブルク・ジェネラル銀行 ユ
ーロ円債 

100 100 

ＢＮＰパリバ銀行 ユーロ円債 100 100 

コンパニィ・ドウ・フィノンスモン・
フォンシエ ユーロ円債 

100 100 

小計 2,600 2,600 

その他有
価証券 

ＢＮＰパリバ銀行 ユーロ円債 700 668 

メリルリンチ・アンド・カンパニー・
インク ユーロ円債 

700 651 

ＡＲＶインターナショナル ユーロ円
債 

600 542 

ＪＰモルガン・インターナショナル・
デリバティブズ・リミテッド ユーロ
円債 

500 497 

ノルウェー輸出金融公社 ユーロ円債 500 485 

フォアアールベルグ州立抵当銀行 ユ
ーロ円債 

500 462 

ノルウェー地方金融公社 ユーロ円債 500 461 



銘柄 券面総額（百万円）
貸借対照表計上額 
（百万円） 

投資有価証
券 

その他有
価証券 

国際金融公社 ユーロ円債 500 447 

ロイズＴＳＢ銀行 ユーロ円債 500 434 

ドイツ銀行 ユーロ円債 400 406 

第237回利付国債（2年） 400 400 

第233回利付国債（2年） 400 399 

第26回利付国債（5年） 400 399 

第27回利付国債（5年） 400 398 

第43回利付国債（5年） 400 397 

ＪＰモルガン・チェース銀行 ユーロ
円債 

400 352 

ロイヤル・バンク・オブ・スコットラ
ンド ユーロ円債 

400 337 

Eirles Four limited 85 ユーロ円債 300 303 

第37回利付国債（5年） 300 302 

第35回利付国債（5年） 300 301 

第236回利付国債（2年） 300 300 

第232回利付国債（2年） 300 299 

第239回利付国債（2年） 300 299 

ＫＢＣファイナンシャル・プロダク
ツ・インターナショナル・リミテッド 
ユーロ円債 

300 299 

第49回利付国債（5年） 300 297 

アビー・ナショナル・トレジャリー・
サービス ＰＬＣ ユーロ円債 

300 271 

ＭＡＲＣファイナンス・リミテッド 
ユーロ円債 

300 260 

スウェーデン輸出信用銀行 ユーロ円
債 

300 259 

北欧投資銀行 ユーロ円債 300 251 

日本電信電話㈱第45回一般担保付社債 200 201 

第41回利付国債（5年） 200 200 

アメリカン・ホンダ・ファイナンス・
コーポレーション ユーロ円債 

200 200 

第44回利付国債（5年） 200 200 

第40回利付国債（5年） 200 200 

日立クレジット・アメリカ・コーポレ
ーション ユーロ円債 

200 200 

第231回利付国債（2年） 200 199 

第234回利付国債（2年） 200 199 

第235回利付国債（2年） 200 199 

第42回利付国債（5年） 200 199 



銘柄 券面総額（百万円）
貸借対照表計上額 
（百万円） 

投資有価証
券 

その他有
価証券 

三菱商事㈱第51回無担保社債 200 199 

第68回預金保険機構債券 200 199 

第8回日本政策投資銀行債券 200 199 

第21回国民生活金融公庫債券 200 199 

第5回首都高速道路公団債券 200 199 

第7回国際協力銀行債券 200 199 

第46回利付国債（5年） 200 198 

第47回利付国債（5年） 200 198 

第8回銀行等保有株式取得機構債券 200 197 

UBS AG ユーロ円債 200 189 

国際復興開発銀行 ユーロ円債 200 181 

横浜市第9回公債 100 103 

第201回利付国債（10年） 100 103 

第200回利付国債（10年） 100 103 

㈱ＮＴＴドコモ第11回一般担保付社債 100 101 

トヨタ自動車㈱第6回無担保社債 100 100 

㈱リコー第4回無担保社債 100 100 

㈱ＮＴＴドコモ第13回無担保社債 100 100 

第31回利付国債（5年） 100 100 

第2回農林漁業金融公庫債券 100 100 

㈱ＮＴＴデータ第18回無担保社債 100 100 

第3回国際協力銀行債券 100 100 

第33回利付国債（5年） 100 100 

東京電力㈱第512回普通社債 100 100 

第19回利付国債（5年） 100 100 

東京電力㈱第509回普通社債 100 100 

第3回福祉医療機構債券 100 100 

第28回利付国債（5年） 100 100 

アサヒビール㈱第22回無担保社債 100 100 

オリックス㈱第80回無担保社債 100 100 

第21回利付国債（5年） 100 100 

三菱商事㈱第57回償還条項付社債 100 100 

中部電力㈱第465回一般担保付社債 100 100 



銘柄 券面総額（百万円）
貸借対照表計上額 
（百万円） 

投資有価証
券 

その他有
価証券 

第2回日本学生支援機構債券 100 100 

日本郵船㈱第18回無担保社債 100 100 

第2回国民生活金融公庫債券 100 100 

第104回預金保険機構債券 100 100 

第2回中小企業金融公庫債券 100 100 

セレナ・ファイナンス・リミテッド 
ユーロ円債 

100 100 

中部電力㈱第459回一般担保付社債 100 100 

第34回利付国債（5年） 100 100 

第9回銀行等保有株式取得機構債券 100 100 

第23回日本政策投資銀行債券 100 100 

第4回都市再生機構債券 100 100 

第88回預金保険機構債券 100 100 

Corsair(Jersey)No.2 Limited 38 ユ
ーロ円債 

100 100 

第5回国際協力銀行債券 100 100 

第23回利付国債（5年） 100 100 

第23回国民生活金融公庫債券 100 100 

㈱デンソー第3回普通社債 100 100 

第3回中小企業金融公庫債券 100 100 

デクシア・バンク・インターナショナ
ル・ルクセンブルグ ユーロ円債 

100 100 

第4回中小企業金融公庫債券 100 100 

第1回環境事業団債券 100 100 

第6回日本政策投資銀行債券 100 100 

東日本旅客鉄道㈱第30回無担保社債 100 100 

住友商事㈱第17回無担保社債 100 100 

第61回預金保険機構債券 100 100 

第7回中小企業金融公庫債券 100 100 

第25回利付国債（5年） 100 100 

アメリカン・ホンダ・ファイナンス・
コーポレーション ユーロ円債 

100 100 

第4回国民生活金融公庫債券 100 100 

東京都第10回公債 100 100 

第230回利付国債（2年） 100 100 

東京電力㈱第503回普通社債 100 100 

第5回都市基盤整備公団債券 100 99 



銘柄 券面総額（百万円）
貸借対照表計上額 
（百万円） 

投資有価証
券 

その他有
価証券 

第126回預金保険機構債券 100 99 

第129回預金保険機構債券 100 99 

第40回関西国際空港債券 100 99 

第74回預金保険機構債券 100 99 

第29回利付国債（5年） 100 99 

第45回関西国際空港債券 100 99 

第95回預金保険機構債券 100 99 

第132回預金保険機構債券 100 99 

サマン・キャピタル・リミテッド ユ
ーロ円債 

100 99 

第19回国民生活金融公庫債券 100 99 

第3回日本鉄道建設公団債券 100 99 

東京電力㈱第504回一般担保付社債 100 99 

北海道第14-5回公債 100 99 

日本郵船㈱第20回無担保社債 100 99 

横浜市第15回公債 100 99 

第142回預金保険機構債券 100 99 

東宝㈱第1回普通社債 100 99 

第120回預金保険機構債券 100 99 

三菱地所㈱第63回普通社債 100 99 

日産自動車㈱第43回無担保社債 100 99 

日立キャピタル（UK）PLC ユーロ円債 100 99 

第5回国民生活金融公庫債券 100 99 

第145回預金保険機構債券 100 99 

スパークⅡリミテッド ユーロ円債 100 99 

第3回社会福祉・医療事業団債券 100 99 

神奈川県第5回公債 100 99 

クロスウェイ第1回クラスＣ1Ｊ円貨建
て社債 ユーロ円債 

100 99 

オリックス㈱第92回無担保社債 100 99 

三井物産ＵＳＡ ユーロ円債 100 99 

三菱コーポレーション・ファイナンス
PLC ユーロ円債 

100 99 

三菱電機㈱第39回普通社債 100 99 

第4回福祉医療機構債券 100 99 

第1回都市再生機構債券 100 99 



  

  

銘柄 券面総額（百万円）
貸借対照表計上額 
（百万円） 

投資有価証
券 

その他有
価証券 

第4回地域振興整備公団債券 100 99 

三菱重工業㈱第14回無担保社債 100 99 

神奈川県第6回公債 100 99 

静岡県第15-2回公債 100 99 

神戸市第3回公債 100 99 

大阪府第5回公債 100 99 

第6回銀行等保有株式取得機構債券 100 99 

第141回預金保険機構債券 100 99 

オメガ第10回クラスＢ円貨社債 ユー
ロ円債 

100 98 

第63回預金保険機構債券 100 98 

東京電力㈱第501回一般担保付社債 100 97 

三菱重工業㈱第15回無担保社債 100 97 

ニュー・サウス・ウェールズ財務公社 
ユーロ円債 

100 89 

AIG-FP Matched Funding Corp ユーロ
円債 

100 79 

小計 26,200 25,527 

計 40,700 40,036 



【その他】 

種類及び銘柄 投資口数等
貸借対照表計上額 
（百万円） 

有価証券 
その他有
価証券 

（コマーシャルペーパー） (百万円)

オリックス㈱ 500 499 

（投資信託受益証券） (口)

野村アセットマネジメント㈱

キャッシュ・リザーブ・ファンド 2,500,000,000 2,500 

日興アセットマネジメント㈱

フリー・ファイナンシャル・ファンド 1,000,003,200 1,000 

三菱ＵＦＪ投信㈱ 

キャッシュ・ファンド 1,000,001,440 1,000 

野村アセットマネジメント㈱

フリー・ファイナンシャル・ファンド 1,000,000,000 1,000 

メロン・グローバル・インベストメン
ツ・ジャパン㈱ 
メロン・キャッシュ・プラス・公社
債オープン 

100,000,000 99 

小計 － 6,099 

投資有価証
券 

その他有
価証券 

（投資信託受益証券） (口)

アーカス・インベストメント・リミテ
ッド 
アーカスジャパンロング/ショート
ファンド 

10,000 320 

第一勧業アセットマネジメント㈱

ＤＫＡ物価連動国債ファンド 188,808,539 197 

日興アセットマネジメント㈱

日興ワールドＲＥＩＴファンド 10,000 143 

ドイチェ・アセット・マネジメント㈱

ＤＢクオンタル・ジャパン・ファンド 1,000 105 

ＤＢトーラス・ジャパン・ファンド 1,000 104 

三菱ＵＦＪ投信㈱ 

ＵＦＪパートナーズ償還条件付利回
り追求ファンド 05-06 

98,449,422 103 

日興アセットマネジメント㈱

利回り財産三分法ファンド（不動
産・債券・株式） 

84,643,574 102 

三菱ＵＦＪ投信㈱ 

ＵＦＪパートナーズ償還条件付利回
り追求ファンド 05-05 

98,449,422 102 

リーマン・ブラザーズ・オルタナティ
ブ・インベストメント・マネジメン
ト・エルエルシー 



  

  

  

種類及び銘柄 投資口数等
貸借対照表計上額 
（百万円） 

投資有価証
券 

その他有
価証券 

リーマン・ブラザーズ・オフショ
ア・ダイバーシファイド・アービト
ラージ・トラスト 

1,000 102 

パシフィック・インベストメント・マ
ネジメント・カンパニー・エルエルシ
ー 

日興・ピムコ・円ＬＩＢＯＲプラス 10,000 100 

興銀第一ライフ・アセットマネジメン
ト㈱ 

ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コ
ース） 

100,000,000 99 

日興アセットマネジメント㈱

日興グローバル・ボンド＆カレンシ
ー・ロング・ショート2005-06 

10,000 97 

ドイチェ・アセット・マネジメント㈱

ドイチェ・マネーマーケット・アー
ビトラージ・ファンド 

10,000 87 

小計 570,403,957 1,667 

計 － 7,767 



【有形固定資産等明細表】 

 （注） 長期前払費用欄の（内数）はリース料、自販機設置協賛金の前払い（当期増加額）または期間配分（当期減少額）に係る

もので、減価償却資産と性格が異なるため、償却累計額及び当期償却額はありません。 

  

資産の種類 
前期末残高 
（百万円） 

当期増加額 
（百万円） 

当期減少額
（百万円） 

当期末残高
（百万円） 

当期末減価償
却累計額又は
償却累計額 
(百万円) 

当期償却額 
（百万円） 

差引当期末残
高（百万円） 

有形固定資産   

建物 1,910 87 36 1,962 １,142 67 819

構築物 205 0 2 204 164 4 40

機械及び装置 58 3 － 62 56 0 6

車両運搬具 3 － 2 1 1 － 0

工具、器具及び備品 929 43 62 910 675 48 235

土地 2,186 17 16 2,187 － － 2,187

有形固定資産計 5,295 152 118 5,328 2,040 120 3,288

無形固定資産   

借地権 27 － － 27 － － 27

商標権 67 37 9 96 30 8 65

電話加入権 53 － 1 51 － － 51

ソフトウェア 2,392 226 125 2,493 1,336 423 1,156

無形固定資産計 2,540 264 136 2,668 1,367 431 1,300

長期前払費用 2,134 866 846 2,154 38 11 2,116

  (2,041) (845) (810) (2,076) (－) (－) (2,076)

繰延資産        

－ － － － － － － －

繰延資産計 － － － － － － －



【資本金等明細表】 

 （注）１．当期末における自己株式数は、383株であります。 

２．当期増加額及び当期減少額は、前期決算の利益処分によるものであります。 

  

【引当金明細表】 

 （注） 貸倒引当金の当期減少額のその他は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。 

  

  

区分 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高 

資本金（百万円） 1,924 － － 1,924

資本金のうち
既発行株式 

普通株式（注）１ (株) (16,568,500) (－) (－) (16,568,500)

普通株式 (百万円) 1,924 － － 1,924

計 (株) (16,568,500) (－) (－) (16,568,500)

計 (百万円) 1,924 － － 1,924

資本準備金及
びその他資本
剰余金 

（資本準備金）    

株式払込剰余金 (百万円) 1,464 － － 1,464

計 (百万円) 1,464 － － 1,464

利益準備金及
び任意積立金 

（利益準備金） (百万円) 137 － － 137

（任意積立金）    

特別償却準備金 
（注）２ 

(百万円) 57 － 18 39

別途積立金
（注）２ 

(百万円) 53,250 1,400 － 54,650

計 (百万円) 53,445 1,400 18 54,826

区分 
前期末残高 
（百万円） 

当期増加額
（百万円） 

当期減少額
（目的使用） 
（百万円） 

当期減少額 
（その他） 
（百万円） 

当期末残高 
（百万円） 

貸倒引当金 21 21 9 0 33

賞与引当金 668 809 668 － 809

役員退職慰労引当金 184 23 － － 208



(2）【主な資産及び負債の内容】 

① 現金及び預金 

  

② 受取手形 

(イ)相手先別内訳 

  

(ロ)期日別内訳 

  

区分 金額（百万円）

現金 1,154 

預金の種類 

当座預金 6,714 

普通預金 688 

定期預金 26 

小計 7,429 

合計 8,584 

相手先 金額（百万円）

㈱サンベンディング東北 304 

㈱富士清ほりうち 281 

㈱ユカ 165 

(資)川平商会 72 

カイジョー㈱ 71 

その他 1,295 

合計 2,190 

期日別 金額（百万円）

平成18年１月 737 

２月 1,273 

３月 179 

４月 0 

合計 2,190 



③ 売掛金 

(イ)相手先別内訳 

  

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況 

  

④ 商品 

  

⑤ 貯蔵品 

  

相手先 金額（百万円）

㈱ダイドードリンコ北陸 965 

三井食品㈱ 792 

㈱ダイドービバレッジ静岡 728 

㈱ダイドービバレッジ大阪 413 

㈱ダイドービバレッジ東京 371 

その他 9,211 

合計 12,484 

前期繰越高 
（百万円） 

当期発生高 
（百万円） 

当期回収高 
（百万円） 

次期繰越高
（百万円） 

回収率（％） 滞留期間（日）

(A) (B) (C) (D)
(C) 

───── 
(A) ＋ (B) 

× 100 

(A) ＋ (D) 
───── 
２ 

────── 
(B) 

───── 
365 

11,402 148,442 147,359 12,484 92.2% 29 

品目 金額（百万円）

飲料 5,076 

合計 5,076 

品目 金額（百万円）

自販機及び関連部品・用品 45 

販促品 1 

その他 90 

合計 138 



⑥ 支払手形 

(イ)相手先別内訳 

  

(ロ)期日別内訳 

  

⑦ 買掛金 

  

⑧ 未払金 

  

(3）【その他】 

 該当事項はありません。 

  

相手先 金額（百万円）

日本果実工業㈱ 758 

㈱えひめ飲料 645 

白金運輸㈱ 58 

山岸運送㈱ 36 

㈱加ト吉 3 

合計 1,502 

期日別 金額（百万円）

平成18年２月 512 

３月 501 

４月 488 

合計 1,502 

相手先 金額（百万円）

大和製罐㈱ 3,553 

㈱日本キャンパック 3,003 

北海製罐㈱ 2,094 

東洋製罐㈱ 2,058 

静岡ジェイエイフーズ㈱ 1,861 

その他 5,961 

合計 18,531 

区分 金額（百万円）

広告宣伝費 1,555 

販売促進費 1,191 

発送配達費 563 

自販機代金 379 

手数料 169 

その他 1,160 

合計 5,019 



第６【提出会社の株式事務の概要】 

  

  

決算期 １月20日 

定時株主総会 ４月中 

基準日 １月20日 

株券の種類 100株券 1,000株券 10,000株券

中間配当基準日 ７月20日 

１単元の株式数 100株 

株式の名義書換え  

取扱場所 
大阪市中央区高麗橋二丁目６番10号
日本証券代行株式会社 大阪支店 

代理人 
東京都中央区日本橋茅場町一丁目２番４号
日本証券代行株式会社 

取次所 日本証券代行株式会社 本・支店

名義書換手数料 無料 

新券交付手数料 印紙税相当額

株券喪失登録に伴う手数料 
１．喪失登録   １件につき 8,000円
２．喪失登録株券 １枚につき  110円 

単元未満株式の買取り  

取扱場所 
大阪市中央区高麗橋二丁目６番10号
日本証券代行株式会社 大阪支店 

代理人 
東京都中央区日本橋茅場町一丁目２番４号
日本証券代行株式会社 

取次所 日本証券代行株式会社 本・支店

買取手数料 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額 

公告掲載新聞名 日本経済新聞

株主に対する特典 

毎年、１月20日現在及び７月20日現在の株主名簿及び実質株主名簿に記
載された１単元（100株）以上保有の株主・実質株主に対し、3,000円相
当の自社商品を１月20日現在の株主・実質株主には４月下旬、７月20日
現在の株主・実質株主には10月下旬にそれぞれ贈呈 



第７【提出会社の参考情報】 

  

１【提出会社の親会社等の情報】 

 当社は、親会社等はありません。 

  

２【その他の参考情報】 

 当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

(1）有価証券報告書及びその添付書類 

 事業年度（第30期）（自 平成16年１月21日 至 平成17年１月20日）平成17年４月20日近畿財務局長に提出 

(2)半期報告書 

 （第31期中）（自 平成17年１月21日 至 平成17年７月20日）平成17年10月14日近畿財務局長に提出 

  



第二部【提出会社の保証会社等の情報】 

  

 該当事項はありません。 

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

独立監査人の監査報告書 

    平成17年４月19日

ダイドードリンコ株式会社     

  取締役会 御中   

  あ ず さ 監 査 法 人   

  
代表社員 

関与社員 

  
  
公認会計士 園木  宏  印 

  関与社員   公認会計士 新井 一雄  印 

  関与社員   公認会計士 黒木賢一郎  印 

          

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているダ

イドードリンコ株式会社の平成16年１月21日から平成17年１月20日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、

連結貸借対照表、連結損益計算書、連結剰余金計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表について

監査を行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対

する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、

当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試

査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も

含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のた

めの合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、

ダイドードリンコ株式会社及び連結子会社の平成17年１月20日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計

年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

  

 会社と当監査法人又は関与社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以 上 

（注）上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提出

会社）が別途保管しております。 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

独立監査人の監査報告書 

    平成18年４月18日

ダイドードリンコ株式会社     

  取締役会 御中   

  あ ず さ 監 査 法 人   

  
指 定 社 員 

業務執行社員 

  
  
公認会計士 園木  宏  印 

  
指 定 社 員 

業務執行社員 
  公認会計士 新井 一雄  印 

  
指 定 社 員 

業務執行社員 
  公認会計士 黒木賢一郎  印 

          

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているダ

イドードリンコ株式会社の平成17年１月21日から平成18年１月20日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、

連結貸借対照表、連結損益計算書、連結剰余金計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表について

監査を行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対

する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、

当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試

査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も

含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のた

めの合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、

ダイドードリンコ株式会社及び連結子会社の平成18年１月20日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計

年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

  

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以 上 

（注）上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提出

会社）が別途保管しております。 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

独立監査人の監査報告書 

    平成17年４月19日

ダイドードリンコ株式会社     

  取締役会 御中   

  あ ず さ 監 査 法 人   

  
代表社員 

関与社員 

  
  
公認会計士 園木  宏  印 

  関与社員   公認会計士 新井 一雄  印 

  関与社員   公認会計士 黒木賢一郎  印 

          

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているダ

イドードリンコ株式会社の平成16年１月21日から平成17年１月20日までの第30期事業年度の財務諸表、すなわち、貸

借対照表、損益計算書、利益処分計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者に

あり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、

当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を

基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め

全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理

的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ダイ

ドードリンコ株式会社の平成17年１月20日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての

重要な点において適正に表示しているものと認める。 

  

 会社と当監査法人又は関与社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以 上 

（注）上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提出

会社）が別途保管しております。 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

独立監査人の監査報告書 

    平成18年４月18日

ダイドードリンコ株式会社     

  取締役会 御中   

  あ ず さ 監 査 法 人   

  
指 定 社 員 

業務執行社員 
  公認会計士 園木  宏  印 

  
指 定 社 員 

業務執行社員 
  公認会計士 新井 一雄  印 

  
指 定 社 員 

業務執行社員 
  公認会計士 黒木賢一郎  印 

          

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているダ

イドードリンコ株式会社の平成17年１月21日から平成18年１月20日までの第31期事業年度の財務諸表、すなわち、貸

借対照表、損益計算書、利益処分計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者に

あり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、

当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を

基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め

全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理

的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ダイ

ドードリンコ株式会社の平成18年１月20日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての

重要な点において適正に表示しているものと認める。 

  

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以 上 

（注）上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提出

会社）が別途保管しております。 
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