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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金額については、第86期から第88期までは転換社債を発行している

が、調整計算の結果、１株当たり当期純利益金額が減少しないため、第89期および第90期は潜在株式が存在

しないため記載しておりません。 

３．従業員数は就業人員数を表示しております。 

４．第87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）および「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。 

回次 第86期 第87期 第88期 第89期 第90期 

決算年月 平成14年12月 平成15年12月 平成16年12月 平成17年12月 平成18年12月 

売上高 (百万円) 101,523 100,969 99,231 99,027 99,587 

経常利益 (百万円) 3,260 3,519 3,595 2,675 1,558 

当期純利益 (百万円) 2,227 2,143 2,372 1,409 1,860 

純資産額 (百万円) 45,910 46,166 48,229 47,592 48,887 

総資産額 (百万円) 113,076 96,230 90,615 87,938 95,418 

１株当たり純資産額 (円) 316.77 325.77 340.69 356.83 364.63 

１株当たり当期純利益 (円) 15.34 14.51 16.59 10.04 13.96 

潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益 
(円) ― ― ― ― ― 

自己資本比率 (％) 40.6 48.0 53.2 54.1 50.9 

自己資本利益率 (％) 5.0 4.7 5.0 2.9 3.9 

株価収益率 (倍) 11 16 15 43 25 

営業活動による 

キャッシュ・フロー 
(百万円) 8,633 6,661 1,100 1,193 1,952 

投資活動による 

キャッシュ・フロー 
(百万円) 10,355 △1,050 13,988 △2,481 △2,449 

財務活動による 

キャッシュ・フロー 
(百万円) △12,995 △12,636 △10,719 △2,272 1,831 

現金および現金 

同等物の期末残高 
(百万円) 9,921 2,955 7,404 3,845 5,214 

従業員数 

（外、平均臨時雇用者

数） 

(名) 
1,302 

(233) 

1,319 

(280) 

1,290 

(264) 

1,251 

(283) 

1,300 

(325) 



(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金額については、第86期から第88期までは転換社債を発行している

が、調整計算の結果、１株当たり当期純利益金額が減少しないため、第89期および第90期は潜在株式が存在

しないため記載しておりません。 

３．従業員数は就業人員数を表示しております。 

４．第87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）および「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。 

回次 第86期 第87期 第88期 第89期 第90期 

決算年月 平成14年12月 平成15年12月 平成16年12月 平成17年12月 平成18年12月 

売上高 (百万円) 97,629 97,065 94,150 93,613 92,256 

経常利益 (百万円) 2,351 3,165 2,861 3,434 1,246 

当期純利益 (百万円) 1,627 1,760 3,063 2,344 1,790 

資本金 (百万円) 20,972 20,972 20,972 20,972 20,972 

発行済株式総数 (株) 145,270,303 145,270,303 145,270,303 133,689,303 133,689,303 

純資産額 (百万円) 44,068 44,323 47,098 46,903 47,698 

総資産額 (百万円) 107,677 90,514 85,209 84,504 90,072 

１株当たり純資産額 (円) 303.66 312.32 332.26 351.43 357.76 

１株当たり配当額 

（内１株当たり中間配当

額） 

(円) 

(円) 

5.00 

(―) 

5.00 

(―) 

5.00 

(―) 

5.00 

(―) 

5.00 

(―)  

１株当たり当期純利益 (円) 11.21 11.83 21.44 16.80 13.43 

潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益 
(円) ― ― ― ― ― 

自己資本比率 (％) 40.9 49.0 55.3 55.5 53.0 

自己資本利益率 (％) 3.8 4.0 6.7 5.0 3.8 

株価収益率 (倍) 16 19 12 26 26 

配当性向 (％) 44.6 40.3 23.3 29.8 37.2 

従業員数 

（外、平均臨時雇用者

数） 

(名) 
961 

(207) 

907 

(188) 

875 

(180) 

870 

(202) 

882 

(183) 



２【沿革】 

 当社は「味の素」の副産物を利用する研究に端を発し、その結果、発酵法によるアルコール製造技術の確立と、ア

ルコールを原料とする合成清酒製造技術を基礎に昭和９年12月に設立されました。以来蓄積した発酵技術をもとに酒

類の総合メーカーとしてのみならず、ライフサイエンスを中心とする医薬、農薬、工業化学製品、更に飼料部門等と

事業範囲も拡大発展しております。 

昭和９年12月 資本金200万円をもって昭和酒造株式会社を設立。本社を東京に置く。 

昭和12年５月 熊本県八代市に八代工場を建設。 

昭和16年11月 社名を昭和農産化工株式会社と改称。 

昭和24年５月 株式を東京証券取引所へ上場。 

昭和24年６月 社名を三樂酒造株式会社と改称。 

昭和32年11月 愛知醗酵工業株式会社を合併。 

昭和36年５月 日清醸造株式会社を合併し、メルシヤン勝沼ワイナリーを開設。 

昭和36年12月 大和醸造株式会社を合併し、藤沢工場を開設。 

昭和37年７月 オーシヤン株式会社を合併し、軽井沢ウイスキー蒸留所、磐田工場を開設。社名を三楽オー

シヤン株式会社と改称。 

昭和39年８月 丸三運輸株式会社（現 連結子会社メルテックサービス株式会社）を設立。 

昭和40年４月 東邦酒類株式会社を合併し、流山工場を開設。 

昭和58年１月 日魯漁業株式会社苫小牧工場を買収し飼料の製造を開始（苫小牧工場を開設）。 

昭和60年４月 社名を三楽株式会社と改称。 

昭和63年１月 マーカムヴィニヤーズ（米国カリフォルニア州のワインメーカー）（現 連結子会社）を買

収。 

昭和63年５月 エムピーケー株式会社（現 連結子会社メルコム株式会社）を設立。 

昭和63年８月 フランスのワイナリー、シャトーレイソン（現 連結子会社）を買収。 

昭和63年10月 三桜産業株式会社（現 連結子会社）を設立。 

平成元年４月 三楽ファインケミカル株式会社（現 連結子会社）を設立。 

平成元年７月 月桂冠株式会社、味の素株式会社と合弁で米国月桂冠株式会社を設立。 

平成２年３月 中国深圳製薬厰、香港万聨行有限公司と合弁で深圳萬楽薬業有限公司を設立。 

平成２年９月 社名をメルシャン株式会社と改称。 

平成３年７月 沖縄オーシャン株式会社および百万両新泉株式会社を合併。 

平成５年１月 メルシャンフィード株式会社（現 連結子会社）および株式会社メルシャンクリンテック

（現 連結子会社）を設立。 

平成５年10月 遠州グリーンファーム株式会社（現 連結子会社メルシャンバイオグリーン株式会社）を設

立。 

平成６年６月 紹興市醸酒総公司と合弁で紹興古越龍山酒業有限公司を設立。 

平成６年12月 株式会社メルシャン軽井沢美術館（現 連結子会社）を設立。 

平成10年８月 南紀串本水産株式会社（現 連結子会社）を設立。 

平成15年７月 メルシャンケミカル株式会社（現 連結子会社）を設立。 

平成18年３月 日本リカー株式会社（現 連結子会社）を買収。 

平成18年12月 麒麟麦酒株式会社との業務提携によりキリングループの一員となる。 



３【事業の内容】 

 当企業集団は、当連結会計年度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㈱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。 



 以上述べた事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。 

  麒麟麦酒株式会社は当社との業務提携によって、当連結会計年度より親会社となっております。 
 日本リカー㈱は株式の追加取得によって、当連結会計年度より連結子会社となっております。 
丸三運輸㈱は平成18年４月１日付で社名を「メルテックサービス㈱」へ変更しました。 
㈱葡萄ラボは新規設立により、当連結会計年度より関連会社となっております。 
㈱福田農場ワイナリーは当社の所有割合が減少し、当連結会計年度より関連会社から外れました。 
神東共同精米㈱は平成18年８月14日付で解散したことにより、関連会社から外れました。 

  



４【関係会社の状況】 

 （注）１．主要な事業の内容欄には、事業の種類別セグメントの名称を記載しております。 

２．上記子会社は、特定子会社に該当いたしません。 

３．上記子会社の売上高は、連結売上高の10％以下のため主要な損益情報等を記載しておりません。 

４．有価証券報告書の提出会社であります。 

５．（ ）内は、間接所有割合を内数で記載したものであり、直接所有者は三桜産業㈱であります。 

名称 住所 

資本金 
または 
出資金 
（百万円） 

主要な事業
の内容 

議決権の 
所有（被所有）

割合 
関係内容 

所有 
割合
（％） 

被所有
割合
（％） 

役員の兼任 

資金援助 
（百万円） 

営業上 
の取引 

設備の 
賃貸借 

当社 
役員 
（人） 

当社 
従業員 
（人） 

（親会社）                     

麒麟麦酒㈱ 

（注）４ 

東京都 

中央区 
102,045 

酒類・医薬

品等の製

造・販売 

50.3 ― 0 0 ― なし なし 

（連結子会社）                     

メルシャン 

フィード㈱ 

北海道 

苫小牧市 
50 飼料事業 100.0 ― 0 4 ― 

当社の飼料

製品の販売 

事務所設備

の賃貸 

㈱メルシャン 

クリンテック 

東京都 

中央区 
100 

その他の 

事業 
100.0 ― 2 2 

30 

（運転資金）

環境衛生機

器等の購入 

事務所設備

の賃貸 

マーカム 

ヴィニヤーズ 

アメリカ

合衆国 

カリフォ

ルニア州 

千米ドル 

1,389 
酒類事業 100.0 ― 2 2 ― 

米国産品の

購入 
なし 

シャトーレイソン 
フランス

ボルドー 

千ユーロ 

4,985 
酒類事業 100.0 ― 0 0 ― 

仏国産品の

購入 
なし 

㈱メルシャン 

軽井沢美術館 

長野県 

北佐久郡 
30 

その他の 

事業 
86.0 ― 2 3 ― 広報の委託 

美術館他 

設備の賃貸 

三桜産業㈱ 
東京都 

中央区 
113 

その他の 

事業 
100.0 ― 1 0 ― 

保険代理店

不動産管理 

事務所設備

の賃貸 

メルテックサービス㈱ 

（注）５ 

熊本県 

八代市 
10 

その他の 

事業 

100.0 

(39.5)
― 0 3 ― 

当社製品の

配送保管 

事務所設備

の賃借 

メルコム㈱ 
東京都 

中央区 
50 酒類事業 100.0 ― 1 2 

70 

（運転資金）

当社の酒類

製品の販売 

事務所設備

の賃貸 

三楽ファイン 

ケミカル㈱ 

山口県 

周南市 
50 

医薬・ 

化学品事業 
55.0 ― 0 3 

30 

（運転資金）

当社の化学

品の購入 
なし 

メルシャンバイオ 

グリーン㈱ 

静岡県 

磐田市 
10 

医薬・ 

化学品事業 
100.0 ― 1 2 ― 

構内作業の

外注他 

事務所設備

の賃貸 

日本リカー㈱ 
東京都 

港区 
325 酒類事業 51.0 ─ 1 2 

60 

（運転資金）

当社の酒類

製品の販売 
なし 

南紀串本水産㈱ 
和歌山県

西牟婁郡 
30 飼料事業 50.0 ― 0 3 

290 

（運転資金）

当社の飼料

製品の販売 
なし 

メルシャンケミカル㈱ 
東京都 

中央区 
92 

医薬・ 

化学品事業 
58.7 ─ 1 3 

100 

（運転資金）

当社の化学

品の購入 
なし 

（持分法適用関連会社）                     

日本合成 

アルコール㈱ 

東京都 

港区 
480 酒類事業 33.3 0.0 2 0 ― 

当社の酒類

原料の購入 
なし 

深圳萬楽薬業有限公司 
中国 

広東省 

千中国元 

26,277 

医薬・ 

化学品事業 
34.2 ─ 0 2 ― 

当社の医薬

品の販売 
なし 



５【従業員の状況】 

(1）連結会社の状況 

 （注）１．従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は（ ）内に年間の平均人員を外数で記載しております。 

２．全社（共通）として記載されている従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門に所属している

ものであります。 

(2）提出会社の状況 

 （注）１．従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は（ ）内に年間の平均人員を外数で記載しております。 

２．上記平均年間給与は、賞与および基準外賃金を含んでおります。 

(3）労働組合の状況 

 特記すべき事項はありません。 

  平成18年12月31日現在

事業の種類別セグメントの名称 従業員数（名） 

酒類 748（145）  

医薬・化学品 123 （46）  

飼料 88 （19）  

その他 254（105）  

全社（共通） 87 （10）  

合計 1,300（325）  

  平成18年12月31日現在

従業員数（名） 平均年齢（歳） 平均勤続年数（年） 平均年間給与（千円） 

 882（183） 40.7 17.3 6,665 



第２【事業の状況】 

１【業績等の概要】 

(1）業績 

 当連結会計年度のわが国経済は、企業収益が改善し生産や設備投資の拡大を中心に緩やかな回復が続きました。

その一方で、所得の伸びには勢いが見られず、個人消費は低調にとどまりました。 

 酒類業界では、消費の減少傾向と低価格志向が続くなか、企業間の販売競争に拍車が掛かり、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、年度末には、麒麟麦酒株式会社との業務提携が成

立し、将来に亘る事業の成長と収益の拡大を実現するための布石を打つことができました。 

 以上の結果、当連結会計年度の売上高は995億８千７百万円（前期比0.6％増）となりました。利益面では、営業

利益は、原材料の高騰、為替円安の影響などにより、14億４千８百万円（前期比44.2％減）となり、経常利益は、

15億５千８百万円（前期比41.8％減）となりました。また、当期純利益は遊休地売却による特別利益および後述の

養魚用飼料回収対応による特別損失の発生などにより、18億６千万円（前期比32.0％増）となりました。 

 事業別の状況は、次のとおりであります。 

(洋酒事業) 

 当連結会計年度のワイン市場は、５月に酒税改定があったものの上期については、国産・輸入ともに好調に推移

しました。下期に入り社会問題にもなった飲酒運転の問題が業務用市場、量販市場に大きく影響を及ぼしました

が、市場は前期を上回りました。 

 国産ワイン事業は、国産ぶどうを100％使用した「シャトー・メルシャン」シリーズの売上が、市場の国産ファ

インワインに対する関心の高まりから前期売上を大きく上回りました。特にボルドー大学との共同開発により話題

を呼んだ「甲州きいろ香」の新ヴィンテージが好評で同シリーズ全体を牽引しました。健康系デイリーワインでも

「おいしい酸化防止剤無添加ワイン」のリニューアルやアイテム追加が貢献しました。また、「甘熟ぶどうのおい

しいワイン」、「やさしくはじけるおいしいワイン」も、甘口でぶどうの素材そのままの味わいと微発泡のフルー

ティな味わいが、それぞれ消費者に受入れられ伸長しました。一方、発売10周年を迎えた「ボン・ルージュ」や

「ビストロ」は“10周年感謝キャンペーン”などの施策を行いましたが、減少傾向に歯止めを掛けることができず

前期を下回りました。以上のとおり国産ワイン全体では、新旧商品の入替はあったものの前期を上回りました。 

 輸入ワインは、年初より中高級ワインおよびスパークリングワインが好調に推移しました。スクリューキャップ

を採用したカリフォルニアワインの「ウッドブリッジ」やチリNo.１ワインメーカー、コンチャ・イ・トロ社の

「フロンテラ」も売上を伸ばしました。ボージョレ・ヌーヴォーは、店頭試飲の自粛などが影響して盛り上がりに

欠け厳しい状況となりましたが、前期を上回る結果となりました。さらに、今期より連結子会社とした日本リカー

株式会社の売上が加わったため、輸入ワイン全体では前期を大きく上回りました。また、加工食品向けワインも、

新規大口ユーザーの獲得や既存ユーザーの伸長が寄与し増収となり、ワイン事業全体の売上は前期を上回りまし

た。 

 低アルコール飲料市場では、競合各社の新商品投入が相次ぎ、厳しい販売競争が展開されましたが、全体では前

期並みに推移しました。市場の成熟に伴い“こだわり・品質”あるいは“価格”を求めるニーズの二極化がより一

層強まるなか、当社グループは“こだわり・品質”を求める顧客層をターゲットとして、高付加価値商品の「本搾

りチューハイ」を上期にリニューアルし、その後“四季柑”、“はっさく”のアイテム追加と期間限定によるプレ

ミアムアイテム３種を発売することにより、シリーズ全体の売上が前期を大幅に上回りました。また、“奄美産黒

糖焼酎”をベースに人気の果実をブレンドした「黒あまチューハイ」やシャンパンを原料の一部として使用したプ

レミアム限定カクテル「ウィンターカクテルストーリー」など、付加価値の高い新商品が浸透し堅調に売上を伸ば

しましたが、低価格商品のアイテム整理が響き、低アルコール飲料全体では前期に及びませんでした。 

 梅酒はリニューアルやアイテム追加を行ったものの、市場の伸びに追いつくことができず前期並みで推移し、国

産ウイスキーも同様となりました。デ・カイパー社のリキュール「ピーチツリー」は着実に売上を伸ばしました

が、輸入ウイスキーは引き続き減少しました。 

 これらの結果、洋酒事業の売上高は、429億３千９百万円（前期比5.2％増）となりました。 

(和酒事業) 

 焼酎市場では、甲類焼酎が大型容器商品の価格競争に歯止めが掛からず前期割れとなり、乙類焼酎は、選択・淘

汰のステージへと変化し前期並みとなりました。甲乙混和焼酎は、品質の向上などにより拡大基調で推移しまし

た。 

  当社グループの甲類焼酎は、大型容器商品の低価格競争と一線を画したため数量が減少し、前期を大きく下回り

ました。乙類焼酎は「白水」を中心に伸び悩む家庭用市場から業務用市場に移行し、ブランド再構築を目指しまし

たが前期に及びませんでした。甲乙混和焼酎は、市場が拡大基調にあるなかで「いも焼酎 火唐(ぽから)黒パッ

ク」、「むぎ焼酎 火の麦パック」を家庭用市場向けに投入し、前期を大幅に上回りました。合成清酒は、大幅増



税の影響により前期割れとなり、紹興酒「古越龍山」を主体とする中国酒も、業務用市場の低迷により前期を大き

く下回りました。 

 加工用酒類市場は天候不順による季節商品の不振や原材料費の値上がりにより、全般的に厳しい環境となりまし

た。当社グループでは、主力のみりんが加工用途で伸長し、アルコール製剤も工業用アルコールの自由化を受けて

売上を伸ばしました。その一方で発酵調味料は、大口ユーザーの減少により前期を下回りました。このような厳し

い市場環境のもとで堅実な営業活動が功を奏し、加工用酒類全体では前期を上回る結果となりました。 

 アルコール事業は、工業用アルコールの自由化や酒税改定の影響を受け、厳しい年となりました。当社グループ

では、酒類原料用アルコールの販売に注力し、工業用アルコール減少のカバーに努めましたが、売上は前期に及び

ませんでした。 

 これらの結果、和酒事業の売上高は、352億１千１百万円（前期比4.3％減）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・欧州向けともに順調に推移しました。抗腫瘍性抗生物質「ピラルビシ

ン」も中国内でジェネリック医薬品と競合しましたが、国内・輸出向けともにほぼ前期並みとなりました。その他

の制癌剤も増加し、溶剤などの商品も新規商材の導入により売上を伸ばしました。 

 これらの結果、医薬・化学品事業の売上高は、54億６千１百万円（前期比6.8％増）となりました。 

(飼料事業) 

 畜産部門では、生乳の生産調整により市場が縮小しているところ、差別化商品の拡売に努めましたが、配合飼

料、サプリメントともに前期を下回りました。水産部門では、原料高騰に伴う値上げが顧客離れを起したほか、製

造委託していた養魚用飼料「ソフトＥＰ」の一部から残留規制がある合成色素が検出されたため、直ちに流通在庫

を回収するとともに、当該飼料の供与により規制を超える合成色素が残留した可能性のある養殖魚が市場に流通す

ることを防ぐ対策を取りました。これにより、売上が大幅に減少するとともに特別損失が発生しました。当社は、

この事態を受けて養魚用飼料の原料・製造工程について、品質管理体制をさらに強化するなどの再発防止措置を講

じました。一方、その他の飼料の売上が貢献し、水産部門全体では前期並みとなりました。 

 これらの結果、飼料事業の売上高は、137億６千１百万円（前期比1.8％減）となりました。 

(その他の事業) 

 その他の事業の売上高は、22億１千３百万円（前期比1.7％減）となりました。 

  

 (2）キャッシュ・フローの状況 

  当連結会計年度における連結ベースの現金および現金同等物は、前連結会計年度末に比べ、13億６千８百万円 

 増加し、当連結会計年度末には、52億１千４百万円となりました。 

  当連結会計年度における営業活動、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） 

  営業活動の結果獲得した資金は19億５千２百万円（前期比63.6％増）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、固定資産の取得により、投資活動の結果使用した資金は24億４千９百万円（前期比1.3％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、長期借入れによる収入により、財務活動の結果獲得した資金は18億３千１百万円（前期は22億７千２

 百万円の使用）となりました。 



２【生産、受注および販売の状況】 

(1）生産実績 

 当連結会計年度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。 

 （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 

 当連結会計年度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。 

 （注）１．セグメント間の取引は除外しております。 

２．主要な相手先別の販売実績および当該販売実績の総販売実績に対する割合 

     ３．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

事業の種類別セグメントの名称 
当連結会計年度 

（平成18年１月１日から 
平成18年12月31日まで） 

前年同期比（％） 

酒類（百万円） 55,045 △0.7 

医薬・化学品（百万円） 3,135 △7.5 

飼料（百万円） 10,533 9.1 

合計（百万円） 68,714 0.3 

事業の種類別セグメントの名称 
当連結会計年度 

（平成18年１月１日から 
平成18年12月31日まで） 

前年同期比（％） 

酒類（百万円）   78,150 0.7 

（洋酒） ワイン 29,454 9.3 

  低アルコール 8,676 △5.4 

  その他洋酒 4,808 2.0 

洋酒 計 42,939 5.2 

（和酒） 焼酎 20,397 △7.0 

  その他和酒 14,813 △0.5 

和酒 計 35,211 △4.3 

医薬・化学品（百万円） 5,461 6.8 

飼料（百万円） 13,761 △1.8 

その他（百万円） 2,213 △1.7 

合計（百万円） 99,587 0.6 

相手先 
前連結会計年度 当連結会計年度 

販売高（百万円） 割合（％） 販売高（百万円） 割合（％） 

国分㈱ 14,274 14.4 14,420 14.5 



３【対処すべき課題】 

 今後のわが国経済は、回復基調にあった設備投資や輸出がやや減速するものの、消費が緩やかに増加していくもの

と予想されます。 

 酒類業界においては、消費者の健康・安全性志向の高まりや生活様式の変化による嗜好の多様化が進むとともに、

少子高齢化による酒類総需要の伸び悩みが企業間の競争をますます激化させるものと思われます。 

 このような環境のもとで当社は、強みであるワインおよび加工用酒類の両事業に経営資源を集中することとして、

麒麟麦酒株式会社との業務提携を行いました。業務提携の最大の目的は、国内最強の総合酒類グループを目指し、お

互いの強い事業分野をそれぞれに統合しワイン、焼酎、低アルコール飲料などにおいてNo.１あるいはそれに準じる

地位を獲得することにあります。 

 当社は今後、麒麟麦酒株式会社のワイン事業を集約・一元化し、国産・輸入ワインの製造・調達・販売のトップ企

業を目指します。また、当社の焼酎・低アルコール事業は麒麟麦酒株式会社に集約します。それぞれの事業を集約す

ることにより、両社の強みを活かした商品開発や販売活動の推進、生産・物流拠点の有効活用等により最大限のシナ

ジー効果を実現します。 

 もう一つの柱となる加工用酒類事業についても“食”との密接な関係のなかで、ますます市場拡大を見込める分野

です。消費者の嗜好に合わせた加工食品や外食産業の多様化は、今後の加工用酒類の潜在需要を大きく引き出すもの

であり、当社はこの分野の先駆けとしてトップポジションを確立します。そのために、市場や業態別・顧客別のきめ

細かい販売戦略に基づいた営業活動を行い、調味料としての酒類の用途提案や新規開拓に注力し、新鋭工場を活用し

た差別化商品、高付加価値商品の開発を行います。 

  医薬・化学品事業においては、当社グループが永年培ってきた発酵・醸造の技術を微生物研究、バイオテクノロジ

ー研究に活かし、他社とは異なった事業展開を目指します。 

  飼料事業についても、畜産・水産事業それぞれが独自の技術力で付加価値の高い商品を展開することにより安定し

た収益を生み出す事業として、継続発展させるよう努めます。 

 これらに加えて、引き続き取り組むべき全社共通の主な課題としては、 

・ 原材料価格の上昇および為替変動への円滑な対応 

・ 徹底的なコストダウンによる一層の競争力強化 

・ 消費者に安全・安心をお届けするトレーサビリティの体制整備 

・ 環境に配慮した企業活動の実践 

があげられ、キリングループの一員として全社一丸となって課題を達成し、会社の発展に努力してまいります。 

  



４【事業等のリスク】 

 当社グループの経営成績および財務状況等に影響を及ぼすと考えられるリスクには、次のようなものがあげられま

す。当社グループは、リスク管理委員会を設けてこれらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避および発

生した場合の対応に努める所存であります。 

 なお、記載中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであり、予想を

超える事態が発生する場合もあり、当社グループに関する全てのリスクを網羅したものではありません。 

(1）為替変動リスク 

 当社グループでは、欧州、米国を中心に商品・原材料の輸入を外貨建にて行なっております。一方、輸出は極め

て少ないことから、外貨債務のみを負っており、円安のリスクを受けやすい状況にあります。一般に、円安は当社

グループの事業にマイナスの影響を及ぼす要因となります。一部の輸入取引においては、為替予約によるリスクヘ

ッジを行い、為替レートの変動による悪影響を最小限に止めるよう努力をしております。 

(2）法的規制等のリスク 

 当社グループは、酒税法、食品衛生法、薬事法、環境・リサイクル関連法規等、多方面において法的規制の適用

を受けております。これらの法規が改正された場合、経営成績に影響を受ける可能性があります。特に酒税制度の

見直しが実施され、ワインの増税が行われた場合などは、増税幅によっては需要に影響が出て、当社グループの主

力商品であるワインの市場の停滞を長引かせるなどの可能性があります。 

(3）事業展開地域における天変地異や社会的事件などのリスク 

 当社グループの事業展開を行う地域において、次のような事象が発生した場合、当社グループの経営成績に影響

を受ける可能性があります。 

① 地震や台風などによる自然災害の発生 

 主要工場が神奈川県藤沢市及び静岡県磐田市に所在するとともに、物流拠点を神奈川県川崎市に置いている当

社グループとしては、東海地震などの大型地震が発生した場合、その震源地、規模によっては製・商品の生産、

供給能力が一時的に低下し、当社グループの業績および財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。 

② 天候不順によるぶどうなど原料の収穫不良 

 国内および海外での主要原材料の高騰が予想され、製造コストが上昇し、当社グループの業績及び財務状況に

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】 

 該当する事項はありません。 



６【研究開発活動】 

 当連結会計年度の研究開発活動は、優位性の高い技術の確立と新商品の創出を目指し、酒類および医薬・化学品分

野の事業戦略の上で急務になっている課題に取り組みました。 

 当連結会計年度における当社グループの研究開発費の総額は873百万円です。 

 当社の研究開発活動は、酒類事業分野および医薬・化学品事業分野に特化した２グループの領域研究所（商品開発

研究所／加工用酒類研究所、生物資源研究所／バイオ技術開発センター）を中心に行っております。 

〔酒類事業〕 

 商品開発研究所では、当社の主力であるワイン事業において、甲州種を中心としたブドウ品種特有の香味を引き出

す栽培、醸造技術の研究を行い、04年、甲州種からソーヴィニオン・ブランの香成分の一つである３－メルカプトヘ

キサノールの特徴を引き出した「シャトー・メルシャン甲州きいろ香」を開発しました。その後、安定的にこの特徴

を発現させるための技術改良を行うとともに、同品種に“ブルガリアン・ローズ”に含まれる香気成分であるβ―ダ

マセノンが存在することを確認し、この特徴を活かした味わい豊かな甲州ワインである「シャトー・メルシャン甲州

グリ・ド・グリ」の醸造に成功いたしました。 

 この成果は、フランスのワイン専門誌「La  journee Vinicole」に紹介され世界的に注目されたほか、06年日本ブ

ドウ・ワイン学会大会で発表賞を受賞いたしました。 

 消費者の皆様の安心・安全への意識の高まりからご好評の「おいしい酸化防止剤無添加ワイン」では、更なる品質

の向上技術の開発にも取り組み、8月には、よりフレッシュな香り・味わいでリニューアル発売するとともに、濃厚

なブドウの果実味を特徴とする新製品「ふくよか」を開発、追加発売いたしました。 

 一方で、より多くの皆様にワインの楽しさ、美味しさを提案するため、「甘熟ぶどうのおいしいワイン」、「やさ

しくはじけるおいしいワイン」などを商品化しました。 

 以前から取り組んでいるブドウや他の果実に含まれる健康機能性成分については、血栓予防、抗癌作用、血糖値の

低下などの効果が確認されているブドウ中のレスベラトロールを高含有する技術やカシス中のポリサッカライドの抗

腫瘍効果や免疫賦活効果などの研究を行い、機能性商品への応用が期待されます。 

 ワイン以外の事業では、市場に定着した糖類・香料・酸味料無添加の「本搾りシリーズ」に、プレミアムシリーズ

の「初搾り柑橘」「和歌山みかん」などを追加開発し、「ギュギュっと搾った果実のお酒」では、果実の味わい豊か

なアイテムとして「シトラスグアヴァ」や「黄金桃」などを開発しました。梅酒では、ワインの製造技術や多様な漬

込の製造技術を活かして「薫る果実のお酒」「濃厚梅酒三年熟成古酒」などを開発、商品化しました。 

 焼酎では、焙煎したゴマの芳ばしい香味特徴を活かした「黒胡宝」や熊本八代の地場性にこだわりながら考案した

独自製法である“一醪三釜仕込み”による「麦焼酎 どぎゃん」など、八代工場・不知火蔵における原酒製造技術の

基礎になる研究などを行いました。 

 加工用酒類研究所では、飲用主体の商品開発研究所とは異なり、料理に使用するお酒および食品の開発を中心に取

り組んでおり、研究対象アイテムは、みりん、発酵調味料、ワイン、洋酒および日持ち向上剤であるアルコール製剤

等、多岐に及びます。 

 加工用酒類研究所は、藤沢の商品開発室と新日本橋の事業本部に併設されているカスタマーセンターの二つの組織

から成りますが、このうち、商品開発室では、先に述べました各アイテムの商品開発をはじめ、加工用酒類ならでは

の「おいしさを科学する」研究分野である調理科学を基礎研究として位置付けております。 

 最近の成果としましては、「匠の技の工業化」をコンセプトに、厨房での職人技を商品に盛り込んだ「煮切りみり

ん」が、他社にはない差別化商品として高く支持され、シリーズ化が計られております。 

 一方、カスタマーセンターは、営業支援チームとして当社のお酒および食品を利用したメニュ・レシピを開発し、

お客様サイドでの提案型の勉強会やプレゼンを実施しております。また、年間数百件にも及ぶお客様から頂いた課題

を解決するための技術的なノウハウの供与（テクニカルサービス）をスピーディーに展開しております。 

 最近の話題としましては、「肉の臭みのマスキングや物性の改善」に注目したプレゼンを頻繁に開催し、説得性の

高い調理科学データをご紹介することで、商品の採用実績の増加に貢献しております。 

 加工用酒類研究所は、商品開発および調理アプリケーションが一体となって機能することが不可欠で、商品開発室

とカスタマーセンターは、この両機能を補完すべく協調して、質の高い活動を展開しております。 

以上の結果、酒類事業の研究開発費は412百万円となりました。 

〔医薬・化学品事業〕 

 医薬品・化学品事業分野では、生物資源研究所およびバイオ技術開発センターで、天然物資源からの有用生理活性

物質の探索研究、および微生物変換法・発酵法・化学合成法による有用化合物の製造技術研究を行っております。探

索研究は製薬企業や外部研究機関との共同で行っており、微生物由来資源の供給先の一部では新薬候補物質も発見さ

れています。資源の多様性拡大を目的に、インドネシア・BPPT研究所と開始しましたプロジェクトでは、インドネシ

アで分離された微生物の培養抽出物の調製が順調に進められており、サンプル提供を開始しました。この活動につい

ては、二度に渡りテレビ放映され反響を得ました。今年度は、（独）新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）



の大型創薬プロジェクトである「化合物などを活用した生物システム制御基盤技術開発」にも参画し、当研究所の微

生物由来資源を提供することになりました。 

 微生物変換のコア技術となる水酸化反応につきましては、原核微生物由来のP450水酸化酵素遺伝子の大腸菌発現ラ

イブラリーおよび真核微生物由来のP450遺伝子のライブラリーについても完成し、国内外で水酸化スクリーニングに

利用していただいています。これらの水酸化遺伝子あるいは当社独自の水酸化微生物を適用して、開発医薬品の中間

体等として有用な水酸化体の製造プロセス研究を継続しており、特異な基質に対しての水酸化の実績が得られていま

す。また、大腸菌での発現系の改良にも取り組み、水酸化活性の高いシステムを構築することによって、水酸化スク

リーニングの効率を大きく向上させることができました。今年度は、NEDOの研究協力事業助成金の交付を得て、大阪

大学・広島大学・産業総合研究所・NECとの共同でP450酵素の高機能化・多様化技術の研究開発も開始しました。 

制癌剤・抗生物質・その他の新規医薬品化合物の共同研究開発も進めております。エーザイ株式会社と共同で見出し

た新規制癌剤候補であるPladienolide物質（エーザイ社；開発コード「E7107」）につきましては、癌の遺伝子の発

現を抑制する強い薬効を示したことから毒性評価などを終え、来年度のはじめに欧米にて臨床試験に入る予定です。

その製造方法においても高度に改変された水酸化遺伝子を組み入れた生産菌株を利用した効率的な製造技術を確立し

ています。 

 当社の発酵技術と発酵製造設備の有効利用を目的に立ち上げました受託発酵事業につきましては、商業生産を目指

した製造技術検討を行っており、一品目については八代工場への移管をほぼ完了して、来年度には商業生産に入る予

定です。また、自社で製造研究を行ってきた新規品目に関しても工業化技術を確立し、ビジネス展開を待つ状態とな

りました。さらに、これに続く複数の候補化合物について継続的に新規に販売できるよう計画し研究開発を行ってい

ます。 

以上の結果、医薬・化学品事業の研究開発費は414百万円となりました。 

  

〔飼料事業〕 

 畜産飼料分野では外部研究機関との共同で、機能性を有した高付加価値飼料の開発を主体に行っております。 

 当年度は乳牛の最大の生産病である乳房炎対策用サプリメント飼料の開発を行い、機能性成分給与試験により予

防・改善効果が確認されました。現段階では飼養環境別の改善効果について評価試験を行っております。 

 次に、抗生物質未使用である安全な畜産物へのニーズが高まる中、抗生物質の代替となる免疫賦活効果を有した飼

料の開発に取り組みました。モデル動物を用いて、効果のある素材のスクリーニングを実施いたしました。 

 またファフィア酵母など既存の原料素材についての新たな機能性を解明し、家畜生産性の向上や畜産物の高付加価

値化といった側面から、飼料への応用検討を行いました。 

 水産飼料分野では「健康で美味しい魚づくり」を目指し、嗜好性の良い差別化商品開発を行っております。 

 年初から顕著になった主要原料である魚粉の価格高騰に対応するべく、代替蛋白原料を用いた飼料開発を積極的に

行い、特に特許製品であるソフトタイプのエクストルードペレット飼料においては、一部製品化いたしました。特長

ある代替原料の一つとして、有用栄養成分を豊富に含むビール酵母を活用した製品の飼養試験も開始しております。

また今後有望なマグロ類養殖市場へ参入すべく、新形状の包餡型ペレットによるクロマグロの飼養試験も継続して行

いました。次年度は試験魚を定期的に市場へ出荷し、肉質面についても評価の得られる飼料の開発をめざします。 

 以上の結果から飼料事業の研究開発費は46百万円となりました。 



７【財政状態および経営成績の分析】 

(1）重要な会計方針および見積もり 

 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き作成されて

おります。この連結財務諸表の作成にあたり、見積もりが必要な事項につきましては、合理的な基準に基づき、会

計上の見積もりを行っております。詳細につきましては、「第５［経理の状況］１［連結財務諸表等］連結財務諸

表作成のための基本となる重要な事項」に記載したとおりであります。 

(2）経営成績の分析 

① 売上高 

 当連結会計年度の当社グループの売上高は、995億８千７百万円（前期比0.6％増）となりました。売上高につ

いては、「第２［事業の状況］１［業績等の概要］(1）業績」に記載しておりますが、主として、洋酒事業の売

上増加によるものであります。 

② 売上総利益 

 売上総利益は、287億２千４百万円（前期比3.5％減）となりました。売上総利益率は28.8％（前期30.1％）で

あり、売上総利益の減少は、主として原材料の高騰および為替円安の影響によるものであります。 

③ 販売費および一般管理費、営業利益 

 販売費および一般管理費は、272億７千５百万円（前期比0.3％増）となりました。物流費および販売促進費が

減少しましたが、車両費および人件費の増加により増加しております。 

 この結果、営業利益は、14億４千８百万円（前期比44.2％減）となりました。 

④ 営業外損益、経常利益 

 営業外損益は差引１億９百万円（前期７千９百万円）となりました。支払利息が増加しましたが、受取配当金

が増加したことなどにより増加しております。 

 この結果、経常利益は、15億５千８百万円（前期比41.8％減）となりました。 

⑤ 特別損益、税金等調整前当期純利益 

 特別利益は、49億８千４百万円（前期比29.8％増）となりました。川崎、勝沼の遊休地売却による売却益によ

るものであります。 

 特別損失は、31億９千８百万円（前期比20.3％減）となりました。養魚用飼料回収対応費用および公開買付対

応費用が発生しましたが、前期計上しました固定資産の圧縮記帳がなくなったことにより減少しております。 

 この結果、税金等調整前当期純利益は、33億４千４百万円（前期比33.7％増）となりました。 

⑥ 法人税等（法人税、住民税および事業税、法人税等調整額）、少数株主利益、当期純利益 

 税金等調整前当期純利益の増加により、法人税等は14億２千５百万円（前期比31.0％増）となりました。 

 税金等調整前当期純利益に対する法人税等の負担率は、42.6％（前期43.5％）であります。 

 少数株主利益は、57百万円（前年同期３百万円）となりました。 

 この結果、当期純利益は、18億６千万円（前期比32.0％増）となりました。 



(3）財政状態の分析 

① 資産、負債および純資産の状況 

 当連結会計年度末の総資産は954億１千８百万円（前期比8.5％増）となりました。主として、棚卸資産の増加

によるものであります。 

 負債は465億３千万円（前期比15.5％増）となりました。主として、日光工場の新設・八代工場の増設などの

設備資金のための長期借入金の増加よるものであります。 

 純資産は488億８千７百万円（前連結会計年度の資本合計は475億９千２百万円）となりました。 

 この結果、自己資本比率は50.9％、１株当たり純資産額は364円63銭となりました。 

② キャッシュ・フローの状況 

 当連結会計年度末残高の現金および現金同等物は52億１千４百万円（前期比35.6％増）となりました。詳細に

つきましては、「第２［事業の状況］１［業績等の概要］(2）キャッシュ・フローの状況」に記載したとおりで

あります。 



第３【設備の状況】 

１【設備投資等の概要】 

 当連結会計年度において実施しました設備投資は、8,153百万円であります。 

 事業の種類別セグメントでは、酒類6,312百万円、医薬・化学品860百万円、飼料302百万円、その他30百万円、全

社（共通）646百万円であります。 

 当連結会計年度に完成した主なものは、当社日光工場新築工事および当社八代工場乙類焼酎製造棟新築でありま

す。 

 当連結会計年度に売却した主なものは、当社川崎工場土地およびクレールド横浜寮であります。 

 当連結会計年度に除却した主なものは、当社流山工場および川崎工場設備であります。 

 なお、生産能力に重大な影響を及ぼすような売却、撤去等はありません。 

 （注） 「設備の状況」に記載された金額には、消費税等は含まれておりません。 

２【主要な設備の状況】 

(1）提出会社 

 （注） 上記の他、主要な設備のうち連結会社以外から賃借している設備の内容は、下記のとおりであります。 

(2）在外子会社 

 （注） 帳簿価額のうち「その他」は、工具器具備品であり、建設仮勘定を含んでおりません。 

３【設備の新設、除却等の計画】 

(1）重要な設備の新設、拡充等 

(2）重要な設備の除却、売却等 

    該当する事項はありません。 

  平成18年12月31日現在

事業所名 
（所在地） 

事業の種類別 
セグメントの 
名称 

設備の内容 

帳簿価額（百万円） 
従業員数 
（名） 建物および

構築物 
機械装置 
および運搬具 

土地 
（面積千㎡）

その他 合計 

藤沢工場 

（神奈川県藤沢市） 
酒類 製造設備他 5,711 10,379 

12 

(35)
152 16,256 62 

八代工場 

（熊本県八代市） 

酒類・飼料 

医薬・化学品 
製造設備他 4,323 13,600 

16 

(330)
284 18,225 78 

事業所名 
（所在地） 

事業の種類別 
セグメントの 

名称 
設備の内容 年間賃借料（百万円） 

本社 

（東京都中央区） 
全社（共通） 本社機能 288 

宇和島工場 

（愛媛県宇和島市） 
飼料 製造設備他 65 

  平成18年12月31日現在

会社名 
事業所名 
（所在地） 

事業の種類別
セグメント 
の名称 

設備の内容 

帳簿価額（百万円） 
従業員数 
（名） 建物および

構築物 
機械装置 
および運搬具 

土地 
（面積千㎡）

その他 合計 

マーカム 

ヴィニヤーズ 

アメリカ合衆国 

カリフォルニア州 
酒類 ぶどう畑他 852 346 

150 

(792)
187 1,537 25 

会社名 
事業所名 
（所在地） 

事業の種類別 
セグメントの名称 

設備の内容 
投資予定額 
総額 

（百万円） 

資金調達方
法  

着手年月 完了予定年月 

八代工場 酒類  製造設備  506 自己資金  平成19年７月  平成20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】 

 (注)「株式の消却が行われた場合には、これに相当する株式数を減ずる」旨を定款に定めております。 

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) 【ライツプランの内容】 

該当事項はありません。 

(4）【発行済株式総数、資本金等の推移】 

 （注）１．平成15年３月28日開催の定時株主総会における資本準備金減少決議に基づくその他資本剰余金への振替であ

ります。 

 ２．平成17年12月９日開催の取締役会決議に基づく自己株式消却による発行済株式総数の減少であります。 

種類 発行可能株式総数（株） 

普通株式 488,419,000 

計 488,419,000 

種類 
事業年度末現在 
発行数（株） 

（平成18年12月31日） 

提出日現在 
発行数（株） 

（平成19年３月28日） 

上場証券取引所名または
登録証券業協会名 

内容 

普通株式 133,689,303 133,689,303 

東京証券取引所 

（市場第一部） 

大阪証券取引所 

（市場第一部） 

完全議決権株式であり、権

利内容に何ら限定のない当

社における標準となる株式 

計 133,689,303 133,689,303 ― ― 

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15年５月12日 

（注）１ 
― 145,270,303 ― 20,972 △14,700 5,343 

平成17年12月21日 

（注）２ 
△11,581,000 133,689,303 ― 20,972 ― 5,343 



(5）【所有者別状況】 

 （注）１．期末現在の自己株式数は365,529株であり、「個人その他」に365単元および「単元未満株式の状況」に529

株含まれております。 

なお、自己株式365,529株は株主名簿記載上の株式数であり、期末現在の実保有残高は364,529株でありま

す。 

 ２．上記「その他の法人」の中には、証券保管振替機構名義の株式が11単元含まれております。 

  平成18年12月31日現在 

区分 

株式の状況（１単元の株式数1,000株） 
単元未満 
株式の状況
（株） 

 政府 
および 
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） － 53 38 248 81 4 15,517 15,941 － 

所有株式数
（単元） 

－ 17,336 1,093 71,290 12,226 9 30,304 132,258 1,431,303 

所有株式数 
の割合
（％） － 13.11 0.83 53.9 9.24 0.01 22.91 100.0 － 



(6）【大株主の状況】 

  

  （注）１．前事業年度末現在主要株主であった味の素㈱は、当事業年度末では主要株主ではなくなりました。 

     ２．当事業年度に麒麟麦酒株式会社は当社との業務提携によって、主要株主となっております。 

  

  平成18年12月31日現在

氏名または名称 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（％） 

麒麟麦酒株式会社 東京都中央区新川二丁目10番１号 67,000 50.12 

日本マスタートラスト信託銀行 

株式会社信託口 
東京都港区浜松町二丁目11番３号 8,185 6.12 

シービーエヌワイデイエフエイイン

ターナショナルキャップバリューポ

ートフォリオ 

（常任代理人 シティバンク、エヌ

エイ東京支店） 

東京都品川区二丁目３番14号 3,193 2.39 

味の素株式会社 東京都中央区京橋一丁目15番１号 2,293 1.72 

日本トラスティ・サービス信託銀行

株式会社信託口 
東京都中央区晴海一丁目８番11号 2,285 1.71 

バークレイズ バンク ピーエルシ

ー バークレイズ キャピタル セキ

ュリティーズ エスビーエル/ピービ

ーアカウント 

（常任代理人 スタンダードチャー

タード銀行） 

東京都千代田区永田町二丁目11番１号 

山王パークタワー21階 
1,377 1.03 

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

ポレート銀行兜町証券決済業務室） 

（東京中央区日本橋兜町６番７号） 1,336 1.00 

鈴木 忠雄 東京都品川区 924 0.69 

ゴールドマン・サックス・アンド・

カンパニー レギュラーアカウント 

（常任代理人 ゴールドマン・サッ

クス証券株式会社） 

東京都港区六本木六丁目10番１号 

六本木ヒルズ森タワー 
878 0.66 

第一生命保険相互会社 

（常任代理人 資産管理サービス 

信託銀行株式会社） 

東京都千代田区有楽町一丁目13番１号 

（東京都中央区晴海一丁目８番12号 

晴海アイランドトリトンスクエア 

Ｚ棟） 

857 0.64 

計 ― 88,329 66.07 



(7）【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

 （注） 上記「完全議決権株式（その他）」の中には、証券保管振替機構名義の株式が11千株（議決権11個）含まれて

おります。単元未満株式には当社所有の自己株式529株が含まれております。 

②【自己株式等】 

 （注） 上記のほか株主名簿上は当社名義となっておりますが、実質的に保有していない株式が1,000株（議決権１

個）あります。なお、当該株式数は上記「発行済株式」の「完全議決権株式（その他）」の中に含まれており

ます。 

(8）【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12月31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） 

（自己保有株式） 

普通株式  364,000 
― 

権利内容に何ら限定の

ない当社における標準

となる株式 
（相互保有株式） 

普通株式   34,000 

完全議決権株式（その他） 普通株式 131,860,000 131,860 同上 

単元未満株式 普通株式  1,431,303 ― 同上 

発行済株式総数 133,689,303 ― ― 

総株主の議決権 ― 131,860 ― 

  平成18年12月31日現在

所有者の氏名 
または名称 

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（％） 

メルシャン株式会社 

（自己保有株式） 

東京都中央区京橋

１―５―８ 
364,000 － 364,000 0.27 

日本合成アルコール株式会社 

（相互保有株式） 

東京都港区赤坂 

７―１―16 
34,000 － 34,000 0.03 

計 ― 398,000 － 398,000 0.30 



２【自己株式の取得等の状況】 

【株式の種類等】 旧商法第221条第６項の規定に基づく単元未満株式の買取請求による普通株式の取得ならびに

会社法第155条第７号に該当する普通株式の取得 

  

(1）【株主総会決議による取得の状況】 

  該当する事項はありません。 

  

(2）【取締役会決議による取得の状況】 

  該当する事項はありません。 

  

(3）【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】 

  旧商法第221条第６項および会社法第192条第１項の規定に基づく単元未満株式の買取請求による取得 

（注）当期間における取得自己株式には平成19年３月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取に

よる株式数は含めておりません。 

(4）【取得自己株式の処理状況及び保有状況】 

   （注）当期間における取得自己株式には平成19年３月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取に

よる株式数は含めておりません。 

  

区分 株式数（株） 価額の総額（円） 

当事業年度における取得自己株式 74,103 25,121,567 

当期間における取得自己株式 16,617 5,621,180 

区分 

当事業年度 当期間 

株式数（株） 
処分価額の総額
（円） 

株式数（株） 
処分価額の総額 
（円） 

引き受ける者の募集を行った取得自己株式 － － － － 

消却の処分を行った取得自己株式 － － － － 

合併、株式交換、会社分割に係る移転を行っ

た取得自己株式 
－ － － － 

その他 

 (持分法関連会社保有の自己株式の売却) 
72,000 26,640,000 － － 

その他 

（単元未満株式の買増請求による売渡） 
5,646 1,608,952 407 119,041 

保有自己株式数 375,862 － 380,739 － 



３【配当政策】 

 当社は、株主に対し、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。 

  当社は、期末配当の年１回の剰余金の配当を行なうことを基本方針としており、これらの剰余金の配当の決議決定

機関は、株主総会であります。 

 また、利益水準を勘案しつつ、自己株式取得による機動的な資本政策の遂行、株主還元を行っております。 

 一方、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ものとして、内部留保の充

実強化にも心掛けてまいります。 

 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円と致しました。 

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） 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。 

(2）【最近６月間の月別最高・最低株価】 

 （注） 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86期 第87期 第88期 第89期 第90期 

決算年月 平成14年12月 平成15年12月 平成16年12月 平成17年12月 平成18年12月 

最高（円） 227 251 306 456 427 

最低（円） 148 158 212 246 259 

月別 平成18年７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 

最高（円） 304 287 326 318 364 379 

最低（円） 259 265 278 379 261 338 



５【役員の状況】 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期 

所有 

株式数 

(千株) 

代表取締役 

社長ＣＥＯ 
  岡部有治 （昭和17年８月25日）

昭和41.４ 味の素㈱入社 

２年  3 

平成４.７ 同社福岡支店長 

〃 ７.６ 同社取締役東京支店長兼広域営業本部副本

部長 

〃 ９.６ 同社取締役広域営業本部長 

〃 11.６ 同社常務取締役 

〃 13.１ 同社取締役 

〃 13.１ メルシャン㈱顧問 

〃 13.３ 専務取締役 

〃 13.３ 酒類副カンパニー長 

〃 15.３ 酒類カンパニー長 

〃 16.１ 代表取締役社長ＣＯＯ 

〃 18.３ 代表取締役社長ＣＥＯ（現） 

代表取締役 

専務執行役員 
  前田仁 （昭和25年２月１日）

昭和48.４ 麒麟麦酒㈱入社  

２年  － 

平成９.９  同社マーケティング本部商品開発部長 

〃 13.10  同社酒類営業本部マーケティング部長 

〃 16.３  同社執行役員酒類営業本部マーケティング

部長 

〃 16.９  同社執行役員酒類営業本部企画部長 

〃 18.３  同社執行役員国内酒類カンパニー戦略企画

部長 

〃 19.３  同社常務執行役員（現） 

〃 19.３ メルシャン㈱代表取締役専務執行役員

（現） 

代表取締役 

専務執行役員 

酒類 

カンパニー長 
高井昌秀 （昭和21年９月12日）

昭和44.４ 三楽オーシャン㈱（現メルシャン㈱）入社 

２年  2 

平成４.４ 東北支社長 

〃 ８.２ 和酒事業部長 

〃 ９.３ 取締役 

〃 12.７ ワイン事業部長 

〃 13.３ 常務執行役員 

〃 14.４ ワイン事業本部長 

〃 15.７ ワイン事業本部長兼広告部長 

〃 16.３ 酒類事業本部長兼広告部長 

〃 17.３ 取締役常務執行役員 

〃 17.４ 酒類カンパニー長（現） 

〃 19.３ 代表取締役専務執行役員（現） 

取締役 

常務執行役員 

医薬・化学品 

カンパニー長 
坂本恭輝 （昭和24年４月１日）

昭和47.４ 三楽オーシャン㈱（現メルシャン㈱）入社 

２年  23 

平成５.３ 酒類技術センター長 

〃 10.９ 理事酒類製造統括部長兼酒類技術センター

長 

〃 11.３ 取締役 

〃 13.３ 常務執行役員 

〃 13.３ 酒類製造部長 

〃 15.３ 常務取締役 

〃 16.３ 取締役常務執行役員（現） 

〃 18.３ 医薬・化学品カンパニー長（現） 

取締役 

常務執行役員 
  大野潤 （昭和23年３月16日）

昭和45.４ 三楽オーシャン㈱（現メルシャン㈱）入社 

２年  6 

平成９.３  川崎工場長 

〃 10.９  酒類製造統括部和酒製造部長 

 〃 13.１  藤沢工場長兼軽井沢ウイスキー蒸留所工場

長 

〃 13.３  執行役員 

〃 17.３  常務執行役員 

〃 19.３ 取締役常務執行役員（現） 

取締役 

常務執行役員 

 飼料 

カンパニー長 
瀬島俊介 （昭和24年11月５日）

昭和51.４ 三楽オーシャン㈱（現メルシャン㈱）入社 

２年  6 

平成12.７  人事部長 

〃 13.３  執行役員 

〃 15.４  人事部長兼リアルエステート事業部長 

 〃 17.４  事業企画部長兼広告部長 

〃 18.３  飼料カンパニー長（現） 

〃 19.３ 取締役常務執行役員（現） 

 



 （注）１．取締役椎名武雄、同三宅占二の両氏は、会社法第２条15号に定める社外取締役であります。 

２．監査役中島徹、同古元良治の両氏は、会社法第２条16号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 任期 

所有 

株式数 

(千株) 

取締役   椎名武雄 （昭和４年５月11日）

昭和28.６ 日本アイ・ビー・エム㈱入社 

２年  － 

〃 37.５ 同社取締役 

〃 50.２ 同社取締役社長 

平成５.１ 同社会長 

〃 ７.６ ＨＯＹＡ㈱取締役（現） 

〃 11.12 日本アイ・ビー・エム㈱最高顧問（現） 

〃 12.６ ㈱商船三井取締役 

〃 13.６ 明治製菓㈱取締役 

〃 17.３ メルシャン㈱取締役（現） 

取締役   三宅占二 （昭和23年１月26日）

昭和45.４ 麒麟麦酒㈱入社  

２年  － 

平成10.９  同社営業本部営業部長 

〃 12.３  同社首都圏営業本部広域営業部長 

〃 13.10  同社東海地区本部長 

〃 14.３  同社取締役東海地区本部長 

〃 15.３  同社執行役員東海地区本部長 

〃 16.３  同社常務執行役員首都圏地区本部長 

〃 18.３  同社常務執行役員国内酒類カンパニー社長 

 (現) 

〃 19.３ メルシャン㈱取締役（現） 

常勤監査役   菅野輝彦 （昭和13年３月20日）

昭和35.４ 三樂酒造㈱（現メルシャン㈱）入社 

１年 12 

平成２.７ 経営企画室部長兼経理部部長 

〃 ３.10 販売推進室部長 

〃 ４.７ 監査室長 

〃 ５.３ 監査役 

〃 ５.３ 三桜産業㈱監査役（現） 

〃 13.３ 常勤監査役（現） 

〃 14.３ 三楽ファインケミカル㈱監査役 

常勤監査役   佐藤昭雄 （昭和20年２月23日）

昭和43.４ 三楽オーシャン㈱（現メルシャン㈱）入社 

１年 13 

平成４.７ 経理部部長 

〃 ７.３ 経理部長兼ＢＣ班長 

〃 ７.３ ㈱メルシャンクリンテック監査役（現） 

〃 ７.３ メルシャンフィード㈱監査役 

〃 10.３ エムピーケー㈱（現メルコム㈱）監査役 

〃 12.５ 管理部長兼BC班長 

〃 12.７ 管理部部長 

〃 13.３ 常勤監査役（現） 

〃 13.６ 日本合成アルコール㈱監査役（現） 

監査役   中島徹 （昭和29年10月４日）

昭和53.４ 最高裁判所司法研修所入所 

３年 － 

〃 55.４ 長島・大野法律事務所入所 

〃 60.12 Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton,  

New York勤務 

〃 61.12 Wilson, Sonsini, Goodrich & Rosati,  

Palo Alto, California勤務 

〃 62.９ 長島・大野法律事務所（現 長島・大野・

常松法律事務所）復帰 

〃 63.10 同事務所パートナー（現） 

平成18.３ メルシャン㈱監査役（現） 

監査役   古元良治 （昭和25年1月30日） 

昭和48.４ 麒麟麦酒㈱入社 

１年 － 

平成14.４  同社酒類営業本部洋酒事業部長 

〃 14.７  同社酒類営業本部洋酒事業部長兼キリンデ

ィスティラリー㈱代表取締役社長 

〃 15.９  同社酒類営業本部長付兼キリンディスティ

ラリー㈱代表取締役社長 

〃 16.３  同社執行役員経営企画部長 

〃 18.３ 同社執行役員グループ戦略部長 

〃 19.３ 同社常務執行役員戦略企画部長（現） 

〃 19.３ メルシャン㈱監査役（現） 

 計   



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 

 平成18年５月に施行された会社法および同法施行規則に基づき、当社の業務全般の適正を確保するための体制

を整備し、透明性が高く強固な経営体制の確立に努めております。また、同年６月に金融商品取引法が成立した

ことにともない、財務報告に係わる内部統制の構築についても、同法の実施基準に則り、順次検討を進めており

ます。これらを通して、コーポレート・ガバナンスの一層の充実に取り組んでまいります。 

(2）コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況 

① 会社の機関の内容 

当社は、取締役の少人数化と社外取締役の招聘を実施し、取締役会の活性化を図るとともに、執行役員制度を

導入し、ＣＥＯ(最高経営責任者)、ＣＯＯ(最高執行責任者)を設けて、取締役による経営の意思決定・監督機能

と業務執行機能を分化した経営機構として、職務執行権を執行役員に委ね、担当業務の最終決定者とすること

で、業務執行の迅速化を図りました。同時に、役付取締役は会長、社長を除いて廃止しフラット化する一方、執

行役員の体系は前述のＣＥＯ、ＣＯＯをはじめ、複数の階層を設けております。 

平成18年度末現在は、役付取締役はＣＥＯを兼ねる社長のみとなり、ＣＯＯは空席となっております。取締役

は全部で９名、うち２名が社外取締役となっております。また、当社の監査体制は、監査役制度を採用してお

り、監査役は現在４名、うち社外監査役が２名となっております。 

② 内部統制システムの整備の状況 

当社は内部統制システムに関し、会社法および同法施行規則に基づき、以下のとおり業務の適正を確保する体

制を整備します。 

ア）取締役・使用人の職務執行が法令・定款に適合することを確保するための体制 

 コンプライアンスの徹底を図るため、行動規範を制定し内部通報制度(企業倫理ホットライン)を設け、体制

を確立するとともに教育・研修を実施する。 

イ）取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制  

 法令、社内規定に沿った文書等の情報を適切に保存・管理する体制を整備し、個人情報も社内方針である個

人情報取扱ガイドラインにより対応する。 

ウ）損失の危険の管理に関する規程その他の体制  

 リスク管理規程によりグループ内リスクを総括的に管理する体制を整備、経営会議はリスク管理体制の状況

を把握し、適切な管理体制構築のための対策を行う。また、監査部は責任部署のリスク管理状況を定期的に監

査する。 

エ）取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制  

 取締役の職務執行の効率化を図るため、適宜臨時取締役会を開催する。また、経営会議を定期開催し、執行

方針の設定と審議決済、業務執行の効率化を図る。取締役会に基づく業務執行は、社内規程にてそれぞれの責

任、執行範囲、手続の詳細を定める。 

オ）当社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 

グループの業務適正を確保するため、グループ会社管理規程を整備し、子会社の内部統制の実効性を高め

る。また、監査部は定期的に監査を行う。  

カ）監査役の職務を補助すべき使用人に関する体制ならびに当該使用人の取締役からの独立性に関する事項  

 監査役職務を補助すべき使用人に関する体制を整備し、当該使用人の独立性を確保する。 

キ）取締役および使用人が監査役に報告するための体制・その他の監査役への報告に関する体制および監査役の

監査が実効的に行われることを確保するための体制  

 取締役等は、監査役の内部監査状況を報告するための体制を整備するとともに経営会議への出席、重要情報

へのアクセス権を確保する。 

③ 内部監査および監査役監査、会計監査の状況 

内部監査は、社内規程に基づき前述の監査部が実施しております。監査部は、本社および重要な営業所におい

て業務および財産等の状況を調査し、指摘・提言等を行っております。 

 各監査役は、監査役会が定めた監査の方針、業務の分担に従い、取締役会、経営会議その他重要な会議に出席

し、取締役会等からその職務の執行状況を聴取しております。また、重要な決裁書類の閲覧、本社および重要な

営業所において業務および財産の状況を調査し、必要に応じて子会社に営業の報告を求め、取締役の職務執行

を、厳正に監査しております。 

 監査部と監査役の間では、定期的に会合を持ち、内部監査結果および指摘・提言事項等につき、相互に検討・

意見交換し、密接な連携を図っております。 

 監査役は会計監査人とも定期会合を持ち、情報交換を行なうなど連携を図っております。 

 会計監査につきましては、監査法人トーマツと監査契約を締結しており、会社法監査および証券取引法監査を



受けております。会計監査人は、独立の第三者としての立場から財務諸表監査を実施し、当社との間で監査結

果および内部統制等の検討課題改善項目等について適宜意見交換をしております。     

 また、当社からは情報・データを提供し、迅速かつ正確な監査が実施できる環境を整備しております。 

  

④  社外取締役および社外監査役との関係 

当社の社外取締役である稲盛俊介氏は、味の素株式会社の特別顧問であり、椎名武雄氏は日本アイ・ビー・エ

ム株式会社の最高顧問であります。また、当社の社外監査役である宮本貞和氏は味の素株式会社の顧問を務め、

中島徹氏は長島・大野・常松法律事務所の所属弁護士であります。当社は、いずれの会社または事務所とも、社

外取締役、社外監査役個人が直接利害関係を有する取引を行っておりません。 

(3)リスク管理体制の整備の状況  

当社のリスク管理体制は、「コンプライアンスに関するリスク」「品質・生産に関するリスク」「災害・事故

に関するリスク」の３つのリスクを重視し、リスクの未然防止や軽減の取組みおよび全社的な責任体制を明確に

し、全社的なリスク体制を構築するためにリスク管理規程を制定し、リスク管理委員会を設置しました。このリ

スク管理委員会が、取締役会への定期的報告を行う義務を負って、実際の活動を実施します。  

(4）役員報酬等の内容 

① 取締役および監査役に支払った報酬 

取締役 ８名  185百万円  （うち社外取締役 １名 12百万円） 

監査役 ４名  39百万円  （うち社外監査役 ２名 12百万円） 

② 利益処分による取締役賞与金および監査役賞与金の支給額 

取締役 ７名  19百万円  （うち社外取締役 －名 －百万円） 

監査役 ３名  ５百万円  （うち社外監査役 １名 １百万円） 

③ 当期中の株主総会決議により支給した役員退職慰労金 

取締役 －名  －百万円 

監査役 －名  －百万円 

(5）監査報酬等の内容 

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 24百万円 

上記以外の業務に基づく報酬の金額          ２百万円 

公認会計士の氏名等 所属する監査法人名 継続監査年数 補助者の構成 

指定社員 青木良夫 
監査法人トーマツ 

６年 公認会計士  ４名 

業務執行社員 松村浩司 ６年 会計士補   ２名 



第５【経理の状況】 

１ 連結財務諸表およ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、様式およ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。 

 なお、前連結会計年度（平成17年１月１日から平成17年12月31日まで）は、改正前の連結財務諸表規則に基づ

き、当連結会計年度（平成18年１月１日から平成18年12月31日まで）は、改正後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、様式およ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。 

 なお、前事業年度（平成17年１月１日から平成17年12月31日まで）は、改正前の財務諸表等規則に基づき、当事

業年度（平成18年１月１日から平成18年12月31日まで）は、改正後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17年１月１日から平成17年12月31日ま

で）および前事業年度（平成17年１月１日から平成17年12月31日まで）ならびに当連結会計年度（平成18年１月１日

から平成18年12月31日まで）および当事業年度（平成18年１月１日から平成18年12月31日まで）の連結財務諸表およ

び財務諸表について、監査法人トーマツ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12月31日） 
当連結会計年度 

（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
（％）

（資産の部）     

Ⅰ 流動資産     

１ 現金および預金   3,846 5,245 

２ 受取手形および売掛金 ※４ 33,841 34,134 

３ 有価証券   128 175 

４ たな卸資産 ※２ 16,513 19,844 

５ 繰延税金資産   1,062 1,885 

６ その他   1,964 2,289 

貸倒引当金   △18 △20 

流動資産合計   57,339 65.2 63,553 66.6

Ⅱ 固定資産     

１ 有形固定資産 ※５   

(1）建物および構築物 ※２ 21,402 20,389   

減価償却累計額   11,525 9,877 9,883 10,505 

(2）機械装置および 
運搬具 

※２ 36,203 36,351   

減価償却累計額   29,061 7,141 27,462 8,889 

(3）土地 ※２ 1,645 1,718 

(4）建設仮勘定   862 103 

(5）その他   3,616 3,274   

減価償却累計額   2,757 858 2,531 742 

有形固定資産合計   20,385 23.2 21,958 23.0

２ 無形固定資産   1,058 1.2 2,048 2.2

３ 投資その他の資産     

(1）投資有価証券 ※１ 5,200 4,260 

(2）前払年金費用   1,773 1,730 

  (3）繰延税金資産   111 31 

(4）その他 ※１ 2,224 1,974 

貸倒引当金   △153 △138 

投資その他の資産合計   9,156 10.4 7,858 8.2

固定資産合計   30,599 34.8 31,864 33.4

資産合計   87,938 100.0 95,418 100.0 

        
 



    
前連結会計年度 

（平成17年12月31日） 
当連結会計年度 

（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
（％）

（負債の部）     

Ⅰ 流動負債     

１ 支払手形および買掛金 ※４ 6,779 7,978 

２ 短期借入金 ※２ 4,087 5,531 

３ １年内返済予定長期 
借入金 

  56 22 

４ 未払金   10,479 12,212 

 ５ 未払費用   4,347 4,094 

６ 未払法人税等   458 639 

７ 預り金   2,935 2,956 

８ 賞与引当金   401 346 

９  固定資産圧縮特別勘定   2,136 － 

10 その他 ※４ 577 316 

流動負債合計   32,260 36.7 34,098 35.8

Ⅱ 固定負債     

１ 長期借入金   6,134 9,119 

２ 繰延税金負債   1,203 2,488 

３ 退職給付引当金   111 181 

４ 役員退職慰労引当金   523 575 

５ 長期預り金   53 46 

６ その他   7 21 

固定負債合計   8,034 9.1 12,432 13.0

負債合計   40,294 45.8 46,530 48.8

 



    
前連結会計年度 

（平成17年12月31日） 
当連結会計年度 

（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
（％）

（少数株主持分）     

少数株主持分   52 0.1 － －

      

（資本の部）     

Ⅰ 資本金   20,972 23.8 － －

Ⅱ 資本剰余金   16,825 19.1 － －

Ⅲ 利益剰余金   8,941 10.2 － －

Ⅳ その他有価証券評価差額金   956 1.1 － －

Ⅴ 為替換算調整勘定   26 0.0 － －

Ⅵ 自己株式 ※６ △131 △0.1 － －

資本合計   47,592 54.1 － －

負債、少数株主持分および
資本合計 

  87,938 100.0 － － 

      

（純資産の部）               

Ⅰ 株主資本               

１ 資本金     － －   20,972 22.0 

２ 資本剰余金     － －   16,834 17.6 

３ 利益剰余金     － －   10,109 10.6 

４ 自己株式     － －   △108 △0.1 

  株主資本合計     － －   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 

    － －   644 0.7 

２ 繰延ヘッジ損益     － －   7 0.0 

３ 為替換算調整勘定     － －   149 0.1 

  評価・換算差額等合計     － －   802 0.8 

Ⅲ 少数株主持分     － －   277 0.3 

純資産合計     － －   48,887 51.2 

負債純資産合計     － －   95,418 100.0 

        



②【連結損益計算書】 

    
前連結会計年度 

（平成17年１月１日から 
平成17年12月31日まで） 

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

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
百分比 
（％） 

金額（百万円） 
百分比 
（％） 

Ⅰ 売上高   99,027 100.0 99,587 100.0 

Ⅱ 売上原価 ※２ 69,250 69.9 70,863 71.2

売上総利益   29,777 30.1 28,724 28.8

Ⅲ 販売費および一般管理費 
※１, 
 ２ 

27,182 27.5 27,275 27.3

営業利益   2,595 2.6 1,448 1.5

Ⅳ 営業外収益     

１ 受取利息   1 3   

２ 受取配当金   40 89   

３ 持分法による投資利益   60 67   

４ 為替差益   63 60   

５ その他   136 303 0.3 156 379 0.4

Ⅴ 営業外費用     

１ 支払利息   177 220   

２ その他   46 223 0.2 49 269 0.3

経常利益   2,675 2.7 1,558 1.6

Ⅵ 特別利益     

１ 固定資産売却益 ※３ 3,611 4,894   

２ 投資有価証券売却益   0 18   

 ３ 国庫補助金受入額   68 60   

 ４ 移転補償金受入額   15 －   

 ５ 営業譲渡益   78 －   

６ その他 ※５ 64 3,839 3.9 10 4,984 5.0

      
 



    
前連結会計年度 

（平成17年１月１日から 
平成17年12月31日まで） 

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

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
百分比 
（％） 

金額（百万円） 
百分比 
（％） 

Ⅶ 特別損失     

１ 養魚用飼料回収対応費用   － 1,240   

２ 公開買付対応費用   － 461   

３ 固定資産処分損 ※４ 575 1,240   

 ４ 固定資産圧縮損   1,123 60   

 ５ 固定資産圧縮特別勘定 
   繰入額 

  2,136 －   

６ 投資有価証券売却損   5 －   

７ 投資有価証券評価損   20 80   

８ 貸倒引当金繰入額   － 4   

９ 早期退職者割増金   146 44   

10 その他 ※６ 4 4,013 4.1 65 3,198 3.2

税金等調整前当期純利益   2,501 2.5 3,344 3.4

法人税、住民税および事
業税 

  616 626   

法人税等調整額   471 1,088 1.1 799 1,425 1.4

少数株主利益   3 0.0 57 0.1

当期純利益   1,409 1.4 1,860 1.9

      



③【連結剰余金計算書および連結株主資本等変動計算書】 

連結剰余金計算書 

   
前連結会計年度 

（平成17年１月１日から 
平成17年12月31日まで） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 

（資本剰余金の部）  

Ⅰ 資本剰余金期首残高  20,043

Ⅱ 資本剰余金増加高  

１ 自己株式処分差益  10 10

Ⅲ 資本剰余金減少高  

１ 自己株式消却額  △3,228 △3,228

Ⅳ 資本剰余金期末残高  16,825

   

（利益剰余金の部）  

Ⅰ 利益剰余金期首残高  8,265

Ⅱ 利益剰余金増加高  

１ 当期純利益  1,409 1,409

Ⅲ 利益剰余金減少高  

１ 配当金  708

２ 役員賞与  24 732

Ⅳ 利益剰余金期末残高  8,941

   



連結株主資本等変動計算書 

 当連結会計年度（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



④【連結キャッシュ・フロー計算書】 

  
前連結会計年度 

（平成17年１月１日から 
平成17年12月31日まで） 

当連結会計年度 
（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） 

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 2,501 3,344

減価償却費 2,726 2,760

のれん償却額 － 42

貸倒引当金の増減額 △69 △20

賞与引当金の増減額 68 △66

退職給付引当金の増減額 2 △6

前払年金費用の増減額 △252 42

役員退職慰労引当金の増減額 △29 51

受取利息および受取配当金 △42 △93

支払利息 177 220

為替差益 － △33

持分法による投資利益 △60 △67

有価証券売却益 △2 △1

投資有価証券売却益 △0 △18

投資有価証券売却損 5 －

投資有価証券評価損 20 80

ゴルフ会員権評価損 0 30

有形固定資産除却・売却損 575 1,240

有形固定資産売却益 △3,611 △4,894

移転補償金受入額  △15 －

国庫補助金受入額 △68 △60

営業譲渡益 △78 －

固定資産圧縮損 1,123 60

固定資産圧縮特別勘定繰入額 2,136 －

売上債権の増減額 1,300 33

たな卸資産の増減額 △45 △2,418

その他資産の増減額 304 2,999

仕入債務の増減額 271 946

その他負債の増減額 △2,731 △2,068

役員賞与 △24 △27

小計 4,182 2,074

法人税等の支払額 △2,989 △121

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,193 1,952

 



  
前連結会計年度 

（平成17年１月１日から 
平成17年12月31日まで） 

当連結会計年度 
（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） 

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 △1 △21

定期預金の払戻収入 28 －

有価証券の取得による支出 △193 △227

有価証券の売却による収入 212 195

有形固定資産の取得による支出 △4,089 △6,607

有形固定資産の売却による収入 345 5,246

無形固定資産の取得による支出 － △1,132

営業譲渡による収入 1,517 －

投資有価証券の取得による支出 △414 △25

投資有価証券の売却による収入 213 97

子会社株式追加取得による収支 △0 23

貸付けによる支出 △57 △182

貸付金の回収による収入 20 126

利息および配当金の受取額 117 99

その他投資活動による支出 △179 △39

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,481 △2,449

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 33 △98

長期借入れによる収入 2,078 3,000

長期借入金の返済による支出 △1,023 △161

自己株式の売却収入 1 1

自己株式の取得による支出 △2,487 △25

配当金の支払額 △708 △666

利息の支払額 △167 △217

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,272 1,831

Ⅳ 現金および現金同等物に係る換算差額 2 34

Ⅴ 現金および現金同等物の増減額 △3,558 1,368

Ⅵ 現金および現金同等物の期首残高 7,404 3,845

Ⅶ 現金および現金同等物の期末残高 3,845 5,214

  



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17年１月１日から 
平成17年12月31日まで） 

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

１ 連結の範囲に関する事項 

  

(1）連結子会社数  12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、前連結会計年度にマーカムヴ

ィニヤーズにて吸収合併したラホタヴ

ィニヤードは、当連結会計年度に全て

の資産を譲渡いたしました。  

(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。 

  

  

(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    ３社 

日本合成アルコール㈱ 

深圳萬楽薬業有限公司 

日本リカー㈱ 

 なお、当連結会計年度に日本リカ

ー㈱の株式を新規取得し、持分法を

適用しております。 

(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 

 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。 

  

  

(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６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 

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。 

  (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 

 



項目 
前連結会計年度 

（平成17年１月１日から 
平成17年12月31日まで） 

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

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、平成17年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。 

 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。 

 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。 

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） 

(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） 

  

  

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 

 同左 

  

  

建物および構築物 15～45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 

 



項目 
前連結会計年度 

（平成17年１月１日から 
平成17年12月31日まで） 

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

  

  

(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）    ―――――― 

  

(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。 

  

  

(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。 

 



項目 
前連結会計年度 

（平成17年１月１日から 
平成17年12月31日まで） 

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

  

  

(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） 

(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） 

  

  

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 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。 

―――――― 

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 



（会計処理方法の変更） 

（表示方法の変更） 

前連結会計年度 
（平成17年１月１日から 
平成17年12月31日まで） 

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

―――――― 
  

（連結貸借対照表） 
 １. 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。 

 ２．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。 

前連結会計年度 
（平成17年１月１日から 
平成17年12月31日まで） 

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

（連結貸借対照表） 
 １.「繰延税金資産」（固定資産）は、前連結会計年度ま
で、投資その他の資産の「その他」に含めて表示して
おりましたが、当連結会計年度より区分掲記しており
ます。なお、前連結会計年度の「繰延税金資産」（固
定資産）は42百万円であります。 

 ２.「未払費用」は、前連結会計年度まで、流動負債の
「その他」に含めて表示しておりましたが、当連結会
計年度より区分掲記しております。なお、前連結会計
年度の「未払費用」は4,259百万円であります。 

 ３.「預り金」は、前連結会計年度まで、流動負債の「そ
の他」に含めて表示しておりましたが、当連結会計年
度より区分掲記しております。なお、前連結会計年度
の「預り金」は2,863百万円であります。 

―――――― 
  

（連結損益計算書） 
 １．「為替差益」は、前連結会計年度まで、営業外収益
の「その他」に含めて表示しておりましたが、当連結
会計年度において、営業外収益の100分の10を超えた
ため区分掲記しております。なお、前連結会計年度の
「為替差益」は９百万円であります。 

―――――― 

―――――― （連結キャッシュ・フロー計算書） 
 １．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。 



（追加情報） 

前連結会計年度 
（平成17年１月１日から 
平成17年12月31日まで） 

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

 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制度が導入されたこ
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および資本割に
ついては、販売費および一般管理費（150百万円）に計上し
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12月31日） 

当連結会計年度 

（平成18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） 1,444百万円

出資金 498 〃 

投資有価証券（株式）      1,112百万円

出資金 553 〃 

※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 278百万円 (－百万円)

建物および構築物 88 〃 (73 〃 )

機械装置および 

運搬具 
78 〃 (78 〃 )

土地 115 〃 (32 〃 )

合計 560百万円 (184百万円)

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)

担保付債務 担保付債務 

 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 324百万円 (4百万円)

合計 324百万円 (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    342百万円 (4百万円)

合計    342百万円 (4百万円)

 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㈱ 511百万円 

従業員 

（提携カードローン） 
64 〃 

従業員（住宅貸付金） 225 〃 

合計 802百万円 

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 

※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 

支払手形 

375百万円

1百万円

設備関係支払手形 171百万円

受取手形   422百万円

     

※５ 当社は平成17年12月に藤沢工場、川崎物流センタ

ー、八代工場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、1,055百万円であり、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、68百万円であります。 

※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。 

※６ 自己株式の保有数 ※６         ―――――― 

 連結会社、持分法を適用した関連会社が保有する

連結財務諸表提出会社の株式の数は、以下のとおり

であります。 

 

普通株式 379千株  



（連結損益計算書関係） 

前連結会計年度 
（平成17年１月１日から 
平成17年12月31日まで） 

当連結会計年度 
（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 5,474百万円

支払運賃 4,524 〃 

広告宣伝費 1,526 〃 

保管料 1,860 〃 

人件費 6,684 〃 

賞与引当金繰入額 281 〃 

退職給付費用 439 〃 

役員退職慰労引当金繰入額 54 〃 

減価償却費 371 〃 

試験研究費 819 〃 

たな卸資産処分損 443 〃 

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 〃 

※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、855百万円であります。 

※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、873百万円であります。 

※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・社宅他 212百万円

工場土地売却他 3,398百万円

寮・社宅他    2百万円

工場土地売却他      4,892百万円

※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 40百万円

機械装置・運搬具処分損 185 〃 

その他有形固定資産処分損 8 〃 

解体費、その他 341 〃 

合計 575百万円

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

※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 63百万円 貸倒引当金戻入益   4百万円

※６         ―――――― ※６ 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 〃 



（連結株主資本等変動計算書関係） 

当連結会計年度（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および株式数に関する事項 

      （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 

(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 

 
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 

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 

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



（連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

前連結会計年度 
（平成17年１月１日から 
平成17年12月31日まで） 

当連結会計年度 
（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 3,846百万円

預入れ期間が３ヶ月を超える 

定期預金 
△1 〃 

現金および現金同等物 3,845百万円

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

※ 当連結会計年度に営業の譲渡により減少した資産の

主な内訳は次のとおりであります。 

※         ―――――― 

流動資産 382百万円

固定資産 972 〃 

資産合計 1,354百万円

   

    

   

※         ――――――  ※ 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



（リース取引関係） 

前連結会計年度 
（平成17年１月１日から 
平成17年12月31日まで） 

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

１ 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 

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 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額および期末残高相当額 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額および期末残高相当額 

  
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 
および運搬具 

132 82 49

有形固定資産
その他 

982 729 253

無形固定資産 52 43 8

合計 1,167 855 311

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 
および運搬具 

134 87 46

有形固定資産
その他 

584 285 298

無形固定資産 17 12 4

合計 736 386 349

(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年以内 155百万円

１年超 155 〃 

合計 311百万円

１年以内    126百万円

１年超 222 〃 

合計    349百万円

なお、未経過リース料期末残高相当額の有形固定資

産および無形固定資産の期末残高等に対する比率が

低いため、「支払利子込み法」により算定しており

ます。 

なお、未経過リース料期末残高相当額の有形固定資

産および無形固定資産の期末残高等に対する比率が

低いため、「支払利子込み法」により算定しており

ます。 

(3）支払リース料および減価償却費相当額 (3）支払リース料および減価償却費相当額 

支払リース料 278百万円

減価償却費相当額 278百万円

支払リース料    164百万円

減価償却費相当額    164百万円

(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、残存価格を零とする定

額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   

未経過リース料 

１年以内 11百万円

１年超 11 〃 

合計 23百万円

２ オペレーティング・リース取引   

未経過リース料 

１年以内   17百万円

１年超 31 〃 

合計   48百万円



（有価証券関係） 

前連結会計年度（平成17年12月31日） 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

２ 前連結会計年度中に売却したその他有価証券（平成17年１月１日から 平成17年12月31日まで） 

３ 時価評価されていないその他有価証券 

  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 553 2,288 1,735 

(2）その他 79 113 34 

小計 632 2,402 1,769 

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 6 6 △0 

(2）その他 128 128 － 

小計 135 134 △0 

合計 767 2,537 1,769 

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） 

213 3 △5 

種類 連結貸借対照表計上額（百万円） 

その他有価証券   

(1）非上場株式 1,219 

(2）投資事業有限責任組合 127 

合計 1,347 



当連結会計年度（平成18年12月31日） 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

２ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券（平成18年１月１日から 平成18年12月31日まで） 

３ 時価評価されていないその他有価証券 

  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 558 1,785 1,226 

(2）その他 15 33 17 

小計 574 1,818 1,243 

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 10 8 △2 

(2）その他 － － － 

小計 10 8 △2 

合計 585 1,826 1,241 

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） 

292 18 － 

種類 連結貸借対照表計上額（百万円） 

その他有価証券   

(1）非上場株式 1,200 

(2）投資事業有限責任組合 120 

合計 1,320 



（デリバティブ取引関係） 

１ 取引の状況に関する事項 

２ 取引の時価等に関する事項 

デリバティブ取引の契約額等、時価および評価損益 

 前連結会計年度（平成17年12月31日） 

(1）金利関連 

 （注）１．時価の算定方法 

金利スワップ取引 

金利スワップ契約を締結している取引銀行から提示された価格によっております。 

２．上記金利スワップ契約における想定元本額は、この金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスク量を示す

ものではありません。 

 当連結会計年度（平成18年12月31日） 

(1）金利関連 

 （注）１．時価の算定方法 

金利スワップ取引 

金利スワップ契約を締結している取引銀行から提示された価格によっております。 

２．上記金利スワップ契約における想定元本額は、この金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスク量を示す

ものではありません。 

前連結会計年度 

（平成17年１月１日から 

平成17年12月31日まで） 

当連結会計年度 

（平成18年１月１日から 

平成18年12月31日まで） 

① 取引の内容および利用目的等 

当社の利用しているデリバティブ取引は、通貨関連

では為替相場の変動によるリスクを軽減するため為替

予約取引を、金利関連では市場金利の変動によるリス

クを軽減するため金利スワップを行っております。為

替予約は、外貨建金銭債権債務の円貨額を固定する取

引であります。金利スワップは変動金利（円）と固定

金利（円）または変動金利（円）を交換する取引であ

ります。 

① 取引の内容および利用目的等 

当社の利用しているデリバティブ取引は、通貨関連では

為替相場の変動によるリスクを軽減するため為替予約取

引および通貨オプション取引を、金利関連では市場金利

の変動によるリスクを軽減するため金利スワップを行っ

ております。為替予約は、外貨建金銭債権債務の円貨額

を固定する取引であります。金利スワップは変動金利

（円）と固定金利（円）または変動金利（円）を交換す

る取引であります。 

② 取引に対する取組方針 

当社のデリバティブ取引は、将来の為替・金利相場

の変動によるリスク回避のみを目的としており、投機

目的の取引は行わない方針であります。 

② 取引に対する取組方針 

同左 

③ 取引に係るリスクの内容 

当社のデリバティブ取引の契約先は、いずれも信用

度の高い金融機関であるため、相手先の契約不履行に

よるいわゆる信用リスクはほとんどないと判断してお

ります。 

③ 取引に係るリスクの内容 

同左 

④ 取引に係るリスク管理体制 

取引の決定に当たっては、その都度経理担当役員の

承認を得ることとしております。 

④ 取引に係るリスク管理体制 

同左 

 区分  種類 
契約額等 

（百万円） 

契約額等のうち

１年超 

（百万円） 

時価（百万円） 
評価損益 

（百万円） 

市場取引以

外の取引 

金利スワップ取引         

受取変動・支払変動 2,000 2,000 △8 3 

合計 2,000 2,000 △8 3 

 区分  種類 
契約額等 

（百万円） 

契約額等のうち

１年超 

（百万円） 

時価（百万円） 
評価損益 

（百万円） 

市場取引以

外の取引 

金利スワップ取引         

受取変動・支払変動 2,000 2,000 6 14 

合計 2,000 2,000 6 14 



（退職給付関係） 

前連結会計年度 

１ 採用している退職給付制度の概要 

 当社は、キャッシュバランスプラン型の確定給付企業年金制度を設けております。 

２ 退職給付債務に関する事項 

 （注） 国内連結子会社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。 

３ 退職給付費用に関する事項 

 （注）１．厚生年金基金に対する従業員拠出額を控除しております。 

２．簡便法を採用している連結子会社の退職給付費用は、「勤務費用」に計上しております。 

３．上記退職給付費用以外に早期退職者割増金146百万円を支払っており、特別損失として計上しております。 

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12月31日） 

退職給付債務 

年金資産 

未積立退職給付債務 

会計基準変更時差異の未処理額 

未認識数理計算上の差異 

未認識過去勤務債務（債務の減額） 

連結貸借対照表計上額純額 

前払年金費用 

退職給付引当金 

△11,141百万円

10,465 〃 

△675百万円

2,166 〃 

2,470 〃 

△2,298 〃 

1,661百万円

1,773 〃 

△111百万円

  
前連結会計年度 

（平成17年１月１日から 
平成17年12月31日まで） 

勤務費用 

利息費用 

期待運用収益 

過去勤務債務の費用処理額 

数理計算上の差異の費用処理額 

会計基準変更時差異の費用処理額 

退職給付費用 

308百万円

254 〃 

△244 〃 

△278 〃 

288 〃 

216 〃 

545百万円

  
前連結会計年度 

（平成17年12月31日） 

退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 

割引率 2.0％ 

期待運用収益率 2.5％ 

過去勤務債務の処理年数 10年 

数理計算上の差異の処理年数 10年 

会計基準変更時差異の処理年数 15年 



当連結会計年度 

１ 採用している退職給付制度の概要 

 当社は、キャッシュバランスプラン型の確定給付企業年金制度を設けております。 

２ 退職給付債務に関する事項 

 （注） 国内連結子会社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。 

３ 退職給付費用に関する事項 

 （注）１．厚生年金基金に対する従業員拠出額を控除しております。 

２．簡便法を採用している連結子会社の退職給付費用は、「勤務費用」に計上しております。 

３．上記退職給付費用以外に早期退職者割増金44百万円を支払っており、特別損失として計上しております。 

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

  
当連結会計年度 

（平成18年12月31日） 

退職給付債務 

年金資産 

未積立退職給付債務 

会計基準変更時差異の未処理額 

未認識数理計算上の差異 

未認識過去勤務債務（債務の減額） 

連結貸借対照表計上額純額 

前払年金費用 

退職給付引当金 

△11,299百万円

10,700 〃 

△599百万円

1,949 〃 

2,219 〃 

△2,020 〃 

1,549百万円

1,730 〃 

△181百万円

  
当連結会計年度 

（平成18年１月１日から 
平成18年12月31日まで） 

勤務費用 

利息費用 

期待運用収益 

過去勤務債務の費用処理額 

数理計算上の差異の費用処理額 

会計基準変更時差異の費用処理額 

退職給付費用 

396百万円

220 〃 

△313 〃 

△278 〃 

352 〃 

216 〃 

593百万円

  
当連結会計年度 

（平成18年12月31日） 

退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 

割引率 2.0％ 

期待運用収益率 3.0％ 

過去勤務債務の処理年数 10年 

数理計算上の差異の処理年数 10年 

会計基準変更時差異の処理年数 15年 



（ストック・オプション等関係） 

        当連結会計年度（自 平成18年１月１日 至平成18年12月31日） 

         該当事項はありません。 

  



（税効果会計関係） 

前連結会計年度 
（平成17年12月31日） 

当連結会計年度 
（平成18年12月31日） 

１ 繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因

別の内訳 

１ 繰延税金資産およ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（流動））  

割戻し金否認額 12百万円

賞与引当金繰入限度超過額 160 〃 

たな卸資産評価減否認額 780 〃 

未払金否認額 55 〃 

未払事業税 10 〃 

その他 57 〃 

繰延税金資産（流動）合計 1,076百万円

繰延税金負債（流動）との相殺額 △14百万円

繰延税金資産（流動）純額 1,062百万円

（繰延税金資産（流動））  

割戻し金否認額   10百万円

賞与引当金繰入限度超過額 138 〃 

たな卸資産評価減否認額 1,194 〃 

未払金否認額 465 〃 

未払事業税 62 〃 

その他 20 〃 

繰延税金資産（流動）合計 1,890百万円

繰延税金負債（流動）との相殺額 △5百万円

繰延税金資産（流動）純額 1,885百万円

（繰延税金資産（固定））  

繰越欠損金 71百万円

貸倒引当金繰入限度超過額 57 〃 

役員退職慰労引当金 213 〃 

減損損失 675 〃 

退職給付引当金繰入限度超過額 37 〃 

会員権評価減否認額 32 〃 

投資有価証券評価減否認額 25 〃 

その他 0 〃 

繰延税金資産（固定）小計 1,115百万円

評価性引当額 △251百万円

繰延税金資産（固定）合計 863百万円

繰延税金負債（固定）との相殺額 △752百万円

繰延税金資産（固定）純額 111百万円

繰延税金資産合計 1,173百万円

（繰延税金資産（固定））  

繰越欠損金 254百万円

貸倒引当金繰入限度超過額  49 〃 

役員退職慰労引当金 224 〃 

減損損失 646 〃 

退職給付引当金 37 〃 

会員権評価減否認額 31 〃 

投資有価証券評価減否認額 35 〃 

その他 1 〃 

繰延税金資産（固定）小計 1,282百万円

評価性引当額 △537百万円

繰延税金資産（固定）合計 744百万円

繰延税金負債（固定）との相殺額 △713百万円

繰延税金資産（固定）純額 31百万円

繰延税金資産合計 1,916百万円

（繰延税金負債（流動））  

その他 14百万円

繰延税金負債（流動）合計 14百万円

繰延税金資産（流動）との相殺額 △14百万円

繰延税金負債（流動）純額 －百万円

（繰延税金負債（流動））  

繰延ヘッジ損益 5百万円

その他 0 〃 

繰延税金負債（流動）合計 5百万円

繰延税金資産（流動）との相殺額 △5百万円

繰延税金負債（流動）純額 －百万円

（繰延税金負債（固定））  

固定資産圧縮積立金 417百万円

前払年金費用 721 〃 

その他有価証券評価差額金 629 〃 

減価償却差額 186 〃 

繰延税金負債(固定)合計額 1,955百万円

繰延税金資産(固定)との相殺額 △752百万円

繰延税金負債(固定)純額 1,203百万円

繰延税金負債合計 1,203百万円

（繰延税金負債（固定））  

固定資産圧縮積立金 1,884百万円

前払年金費用 704 〃 

その他有価証券評価差額金 433 〃 

減価償却差額 178 〃 

繰延税金負債(固定)合計額 3,201百万円

繰延税金資産(固定)との相殺額 △713百万円

繰延税金負債(固定)純額 2,488百万円

繰延税金負債合計  2,488百万円

 



前連結会計年度 
（平成17年12月31日） 

当連結会計年度 
（平成18年12月31日） 

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 40.7％

（調整内容）   

交際費等永久に損金に算入されない

項目 
5.0 

受取配当金等永久に益金に算入され

ない項目 
△0.5 

外国税額控除 △2.2 

研究開発減税 △2.9 

住民税均等割等 2.2 

評価性引当額 △0.7 

その他 1.9 

税効果会計適用後の法人税等の負

担率 
43.5％

法定実効税率 40.7％

（調整内容）   

交際費等永久に損金に算入されない

項目 
3.7 

受取配当金等永久に益金に算入され

ない項目 
△0.7 

外国税額控除 △3.4 

研究開発減税 △2.4 

住民税均等割等 1.6 

評価性引当額 8.6 

その他 △5.5 

税効果会計適用後の法人税等の負

担率 
42.6％



（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（平成17年１月１日から 平成17年12月31日まで） 

 （注）１．事業区分は、製品の種類・性質の類似性をもとに区分しております。 

２．各事業区分の主要製品 

３．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109億１百万円であり、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。 

４．営業費用の配分方法の変更 

 従来、事業の種類別セグメント情報の「消去または全社」の項目を含めていた配賦不能営業費用につき、当

連結会計年度より事業運営責任をより明確にするため実態に則した配賦基準の見直しを行い、全額を各事業へ

配賦することといたしました。この変更は平成13年３月のカンパニー制導入以来、各事業の業績把握を進める

中で、各セグメントに対する配賦基準算出方法が確立された事を契機として行ったものであります。 

 

  
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 
77,639 5,115 14,019 2,252 99,027 － 99,027 

(2）セグメント間の内部

売上高 
3 － － 0 3 (3) － 

計 77,643 5,115 14,019 2,252 99,031 (3) 99,027 

営業費用 76,510 4,476 13,374 2,076 96,436  (3) 96,432 

営業利益 1,132 639 645 176 2,595  0 2,595 

Ⅱ 資産、減価償却費 

  および資本的支出 
       

資産 58,653 6,127 10,618 1,638 77,037 10,901 87,938 

減価償却費 1,853 296 291 40 2,482 244 2,726 

資本的支出 4,154 265 292 234 4,946 413 5,360 

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 



当連結会計年度（平成18年１月１日から 平成18年12月31日まで） 

 （注）１．事業区分は、製品の種類・性質の類似性をもとに区分しております。 

２．各事業区分の主要製品 

３．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。 

  

【所在地別セグメント情報】 

前連結会計年度（平成17年１月１日から 平成17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。 

【海外売上高】 

前連結会計年度（平成17年１月１日から 平成17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。 

  
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 

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 



【関連当事者との取引】 

前連結会計年度（平成17年１月１日から 平成17年12月31日まで） 

１ 親会社および法人主要株主等 

 取引条件および取引条件の決定方針等 

  味の素㈱との取引は、市場価格を基礎として価格を決定しております。 

  

２ 役員および個人主要株主等 

取引条件および取引条件の決定方針等 

 賃借料については近隣の取引実勢に基づいて２年契約により所定金額を決定しております。 

３ 子会社等 

取引条件および取引条件の決定方針等 

(1)サンバイオ㈱との営業取引条件は一般取引先と同様であります。 

(2)サンバイオ㈱への債務保証は、銀行借入金に関するものであります。 

 （注） 上記１～３の金額については、消費税等の会計処理は税抜方式によっているため、債権・債務の期末残高には

消費税等の額を含んでおりますが、取引金額には消費税等の額を含んでおりません。 

属性 
会社等 
の名称 

住所 

資本金 
または 
出資金 
（百万円）

事業の内容
または職業 

議決権等の
所有または
被所有割合 
（％） 

関係内容 

取引の内容 
取引金額 
（百万円） 

科目 
期末残高 
（百万円）役員の 

兼任等 
事業上
の関係 

法人主 

要株主 
味の素㈱ 

東京都 

中央区 
79,863 

食品・医薬

品等の製造 

・販売 

(被所有) 

直接 13.0 
─ 

相互に

自社製

品を供

給・購

入 

商品の仕入 

商品の売上 

5 

126 

未払金 

売掛金 

預り保証金 

10 

29 

14 

属性 
会社等 
の名称 

住所 

資本金 
または 
出資金 
（百万円）

事業の内容
または職業 

議決権等の
所有または
被所有割合 
（％） 

関係内容 

取引の内容
取引金額 
（百万円） 

科目 
期末残高 
（百万円）役員の 

兼任等 
事業上の
関係 

役員お

よびそ

の近親

者が議

決権の

過半数

を所有

してい

る会社 

鈴木三栄

㈱ 

東京都 

中央区 
129 不動産業 

当社の代表

取締役会長

鈴木忠雄が

議決権の

0.7％を直

接所有 

兼任 

１名 

設備の賃

貸借 

本社ビル 

賃借 
287 

前払費用 

差入保証金 

24 

175 

属性 
会社等 
の名称 

住所 

資本金 
または 
出資金 
（百万円）

事業の内容
または職業 

議決権等の
所有または
被所有割合 
（％） 

関係内容 

取引の内容 
取引金額 
（百万円） 

科目 
期末残高 
（百万円）役員の 

兼任等 
事業上
の関係 

関連 

会社 

サンバイ

オ㈱ 

東京都

千代田

区 

50 

食品保存料

等の製造販

売業 

（所有） 

直接 40.0 

兼任 

１名 

化学品

製品の

販売 

商品の売上 

債務保証 

428 

511 
売掛金 132 



当連結会計年度（平成18年１月１日から 平成18年12月31日まで） 

１ 親会社および法人主要株主等 

 取引条件および取引条件の決定方針等 

  (1)味の素㈱との取引は、市場価格を基礎として価格を決定しております。 

   (2)当連結会計年度より業務提携によって、麒麟麦酒株式会社が親会社となっております。また主要株

主であった味の素㈱は議決権比率が低下したことにより主要株主ではなくなっております。なお、

味の素㈱の金額に係る記載について、取引金額は平成18年１月１日より平成18年12月31日までの、

期末残高は平成18年12月31日現在の金額によっております。 

  

２ 役員および個人主要株主等 

取引条件および取引条件の決定方針等 

 賃借料については近隣の取引実勢に基づいて２年契約により所定金額を決定しております。 

３ 子会社等 

取引条件および取引条件の決定方針等 

(1）サンバイオ㈱との営業取引条件は一般取引先と同様であります。 

(2）サンバイオ㈱への債務保証は、銀行借入金に関するものであります。 

 （注） 上記１～３の金額については、消費税等の会計処理は税抜方式によっているため、債権・債務の期末残高には

消費税等の額を含んでおりますが、取引金額には消費税等の額を含んでおりません。 

属性 
会社等 
の名称 

住所 

資本金 
または 
出資金 
（百万円）

事業の内容
または職業 

議決権等の
所有または
被所有割合 
（％） 

関係内容 

取引の内容 
取引金額 
（百万円） 

科目 
期末残高 
（百万円）役員の 

兼任等 
事業上
の関係 

法人主 

要株主 
味の素㈱ 

東京都 

中央区 
79,863 

食品・医薬

品等の製造 

・販売 

(被所有) 

直接 1.4 
─ 

相互に

自社製

品を供

給・購

入 

商品の仕入 

商品の売上 

0 

174 

未払金 

売掛金 

預り保証金 

0 

42 

14 

属性 
会社等 
の名称 

住所 

資本金 
または 
出資金 
（百万円）

事業の内容
または職業 

議決権等の
所有または
被所有割合 
（％） 

関係内容 

取引の内容
取引金額 
（百万円） 

科目 
期末残高 
（百万円）役員の 

兼任等 
事業上の
関係 

役員お

よびそ

の近親

者が議

決権の

過半数

を所有

してい

る会社 

鈴木三栄

㈱ 

東京都 

中央区 
129 不動産業 

当社の取締

役相談役 

鈴木忠雄が

議決権の

0.7％を直

接所有 

兼任 

１名 

設備の賃

貸借 

本社ビル 

賃借 
288 

前払費用 

差入保証金 

24 

175 

属性 
会社等 
の名称 

住所 

資本金 
または 
出資金 
（百万円）

事業の内容
または職業 

議決権等の
所有または
被所有割合 
（％） 

関係内容 

取引の内容 
取引金額 
（百万円） 

科目 
期末残高 
（百万円）役員の 

兼任等 
事業上
の関係 

関連 

会社 

サンバイ

オ㈱ 

東京都

千代田

区 

50 

食品保存料

等の製造販

売業 

（所有） 

直接 40.0 

兼任 

１名 

化学品

製品の

販売 

商品の売上 

債務保証 

353 

282 
売掛金 160 



（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） 

前連結会計年度 
（平成17年１月１日から 
平成17年12月31日まで） 

当連結会計年度 
（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 356円83銭 

１株当たり当期純利益金額 10円04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。 

（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。 

  
前連結会計年度 

（平成17年１月１日から 
平成17年12月31日まで） 

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

当期純利益（百万円） 1,409 1,860 

普通株主に帰属しない金額（百万円） 24 － 

（うち利益処分による役員賞与金 

（百万円）） 
(24) (－) 

普通株式に係る当期純利益（百万円） 1,385 1,860 

普通株式の期中平均株式数 （千株） 137,949 133,292 

前連結会計年度 
（平成17年１月１日から 
平成17年12月31日まで） 

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

当社は、ファインワイン分野の一層の強化を図るた

め、平成18年３月27日に、持分法適用関連会社である日

本リカー株式会社の株式17,700株を53百万円で追加取得

しました。これに伴い、持分比率が51％となり、連結子

会社となりました。 

―――――― 



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．平均利率は、借入金の期末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年内における返済予定額は以下のとおり

であります。 

(2）【その他】 

 該当事項はありません。 

区分 
前期末残高 
（百万円） 

当期末残高 
（百万円） 

平均利率 
（％） 

返済期限 

短期借入金 4,087 5,531 1.99 ― 

１年以内に返済予定の長期借入金 56 22 5.36 ― 

長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く） 6,134 9,119 1.20 
平成20年３月～ 

平成23年６月 

合計 10,278 14,672 ― ― 

区分 
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 34 4,034 2,034 3,000 



２【財務諸表等】 

(1）【財務諸表】 

①【貸借対照表】 

   
前事業年度 

（平成17年12月31日） 
当事業年度 

（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 
（％） 

（資産の部）    

Ⅰ 流動資産    

１ 現金および預金  2,909 4,189 

２ 受取手形 ※６ 2,668 2,584 

３ 売掛金 ※１ 30,409 30,191 

４ 商品  3,383 4,242 

５ 製品  4,641 4,892 

６ 半製品  1,540 1,549 

７ 原材料  2,401 3,259 

８ 仕掛品  236 308 

９ 貯蔵品  360 346 

10 前渡金  304 372 

11 前払費用  353 321 

12 繰延税金資産  964 1,721 

13 短期貸付金 ※１ 253 437 

14 未収入金 ※１ 1,050 1,224 

15 その他  132 117 

貸倒引当金  △12 △13 

流動資産合計  51,599 61.1 55,745 61.9

 



   
前事業年度 

（平成17年12月31日） 
当事業年度 

（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 
（％） 

Ⅱ 固定資産    

１ 有形固定資産 
※２, 
 ７ 

  

(1）建物  15,288 14,342   

減価償却累計額  7,902 7,385 6,494 7,847 

(2）構築物  3,986 3,883   

減価償却累計額  2,640 1,345 2,329 1,553 

(3）機械および装置  33,714 33,899   

減価償却累計額  27,105 6,608 25,557 8,341 

(4）車輌運搬具  97 97   

減価償却累計額  77 20 80 17 

(5）工具器具備品  2,836 2,488   

減価償却累計額  2,323 513 2,060 427 

(6）土地  1,326 1,413 

(7）建設仮勘定  831 51 

有形固定資産合計  18,031 21.3 19,653 21.8

２ 無形固定資産    

(1）特許権  17 14 

(2）借地権  15 15 

(3）商標権  4 3 

(4）ソフトウエア  1,013 1,738 

(5）その他  1 3 

無形固定資産合計  1,052 1.2 1,776 2.0

 



   
前事業年度 

（平成17年12月31日） 
当事業年度 

（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 
（％） 

３ 投資その他の資産    

(1）投資有価証券  3,723 3,104 

(2）関係会社株式  4,535 4,577 

(3）出資金  22 24 

(4）関係会社出資金  2,241 2,240 

(5）関係会社長期貸付金  89 130 

(6）固定化営業債権 ※１ 827 513 

(7）長期前払費用  353 348 

(8）前払年金費用  1,773 1,730 

(9）敷金および保証金  695 651 

(10）その他  8 3 

貸倒引当金  △450 △429 

投資その他の資産合計  13,820 16.4 12,896 14.3

固定資産合計  32,904 38.9 34,326 38.1

資産合計  84,504 100.0 90,072 100.0 

     
 



   
前事業年度 

（平成17年12月31日） 
当事業年度 

（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 
（％） 

（負債の部）    

Ⅰ 流動負債    

１ 支払手形 ※６  9 22 

２ 買掛金 ※１ 5,816 6,999 

３ 短期借入金 ※２ 3,500 3,500 

４ 未払金 ※１ 4,331 6,010 

５ 未払費用  4,323 4,070 

６ 未払消費税等  177 47 

７ 未払酒税  5,979 5,986 

８ 未払法人税等  250 567 

９ 預り金  191 204 

10 得意先預り金 ※１ 2,696 2,669 

11 賞与引当金  385 322 

12 設備関係支払手形 ※６ 338 180 

13 固定資産圧縮特別勘定   2,136 － 

14 その他  17 11 

流動負債合計  30,154 35.7 30,592 33.9

Ⅱ 固定負債    

１ 長期借入金  6,000 9,000 

２ 繰延税金負債  891 2,182 

３ 役員退職慰労引当金  502 552 

４ 長期預り金  53 46 

固定負債合計  7,446 8.8 11,781 13.1

負債合計  37,601 44.5 42,373 47.0

 



   
前事業年度 

（平成17年12月31日） 
当事業年度 

（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 
（％） 

（資本の部）    

Ⅰ 資本金 ※３ 20,972 24.8 － －

Ⅱ 資本剰余金    

１ 資本準備金  5,343 －   

２ その他資本剰余金    

(1）資本準備金減少差益  11,471 －   

(2）自己株式処分差益  0 －   

資本剰余金合計  16,815 19.9 － －

Ⅲ 利益剰余金    

１ 任意積立金    

(1）固定資産圧縮積立金  703 －   

(2）別途積立金  3,000 －   

２ 当期未処分利益  4,586 －   

利益剰余金合計  8,289 9.8 － －

Ⅳ その他有価証券評価差額
金 

 908 1.1 － －

Ⅴ 自己株式 ※４ △82 △0.1 － －

資本合計  46,903 55.5 － －

負債・資本合計  84,504 100.0 － － 

     
 



   
前事業年度 

（平成17年12月31日） 
当事業年度 

（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 
（％） 

（純資産の部）               

Ⅰ 株主資本               

１ 資本金     － －   20,972 23.3 

２ 資本剰余金               

(1）資本準備金   －     5,343     

(2）その他資本剰余金   －     11,472     

資本剰余金合計      － －   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   －     2,318     

固定資産圧縮特別勘
定積立金 

  －     426     

別途積立金    －     5,000     

繰越利益剰余金   －     1,643     

利益剰余金合計      － －   9,388 10.4 

４ 自己株式     － －   △106 △0.1 

株主資本合計      － －   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 

    － －   619 0.7 

２ 繰延ヘッジ損益     － －   7 0.0 

評価・換算差額等合計      － －   627 0.7 

純資産合計      － －   47,698 53.0 

負債純資産合計      － －   90,072 100.0 

        



②【損益計算書】 

    
前事業年度 

（平成17年１月１日から 
平成17年12月31日まで） 

当事業年度 
（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 
（％） 

Ⅰ 売上高     

１ 製品売上高   70,032 69,470   

２ 商品売上高   23,460 22,671   

３ 不動産売上高   120 93,613 100.0 115 92,256 100.0 

Ⅱ 売上原価     

１ 製品、半製品期首棚卸高   5,550 6,182   

２ 商品期首棚卸高   4,007 3,383   

３ 当期製品、 
半製品製造原価 

※６ 29,405 29,753   

４ 商品仕入高   16,448 18,121   

５ 酒税   19,521 18,810   

合計   74,933 76,251   

６ 製品、半製品期末棚卸高   6,182 6,441   

７ 商品期末棚卸高   3,383 65,367 69.8 4,242 65,567 71.1

売上総利益   28,245 30.2 26,689 28.9

Ⅲ 販売費および一般管理費 
※２,
６ 

26,188 28.0 25,777 27.9

営業利益   2,057 2.2 911 1.0

Ⅳ 営業外収益     

１ 受取利息   8 10   

２ 受取配当金 ※１ 1,389 307   

３ 為替差益   － 60   

４ その他   109 1,506 1.6 142 521 0.6

Ⅴ 営業外費用     

１ 支払利息   98 150   

２ 寄付金   14 27   

３ その他   16 129 0.1 8 187 0.2

経常利益   3,434 3.7 1,246 1.4

 



    
前事業年度 

（平成17年１月１日から 
平成17年12月31日まで） 

当事業年度 
（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 
（％） 

Ⅵ 特別利益     

１ 固定資産売却益 ※３ 3,608 4,866   

２ 貸倒引当金戻入   64 4   

３ 投資有価証券売却益   0 18   

４ 国庫補助金受入額   68 60   

 ５ 移転補償金受入額   15 3,758 4.0 － 4,950 5.3

Ⅶ 特別損失     

１ 養魚用飼料回収対応費用   － 1,240   

２ 公開買付対応費用   － 461   

３ 固定資産処分損 ※４ 568 1,239   

４ 投資有価証券評価損   20 80   

 ５ 固定資産圧縮損   1,123 60   

 ６ 固定資産圧縮特別勘定 
   繰入額 

  2,136 －   

７ 早期退職者割増金   146 44   

８ その他 ※５ 7 4,003 4.3 68 3,195 3.5

税引前当期純利益   3,189 3.4 3,001 3.2

法人税、住民税および事
業税 

  375 483   

法人税等調整額   469 844 0.9 726 1,210 1.3

当期純利益   2,344 2.5 1,790 1.9

前期繰越利益   2,241 － 

当期未処分利益   4,586 － 

      



製造原価明細書 

 （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。 

   
前事業年度 

（平成17年１月１日から 
平成17年12月31日まで） 

当事業年度 
（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） 
構成比 
（％） 

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

Ⅰ 材料費  19,284 65.8 20,183 67.7

Ⅱ 労務費  1,896 6.5 1,859 6.2

Ⅲ 経費 ※ 8,135 27.7 7,782 26.1

当期総製造費用  29,316 100.0 29,825 100.0 

仕掛品期首棚卸高  324 236 

合計  29,641 30,061 

仕掛品期末棚卸高  236 308 

当期製品、半製品製造
原価 

 29,405 29,753 

  第89期（百万円） 第90期（百万円） 

外注費 3,008 2,541 

減価償却費 1,450 1,633 

手数料 847 767 

光熱水道料 814 842 

運賃保管料 534 542 



③【利益処分計算書および株主資本等変動計算書】 

利益処分計算書 

 （注）日付は株主総会承認日であります。 

  
前事業年度 

（平成18年３月29日） 

区分 金額（百万円） 

（当期未処分利益の処分） 

Ⅰ 当期未処分利益 4,586

Ⅱ 任意積立金取崩額 

１ 固定資産圧縮積立金取崩額 95 95

合計 4,681

Ⅲ 利益処分額 

１ 配当金 666

２ 役員賞与金 24

（うち 監査役賞与金） (5) 

３ 任意積立金 

(1）別途積立金 2,000 2,691

Ⅳ 次期繰越利益 1,990

  

（その他資本剰余金の処分） 

Ⅰ その他資本剰余金 11,472

Ⅱ その他資本剰余金次期繰越額 11,472

    



株主資本等変動計算書 
当事業年度（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 



重要な会計方針 

項目 
前事業年度 

（平成17年１月１日から 
平成17年12月31日まで） 

当事業年度 
（平成18年１月１日から 
平成18年12月31日まで） 

１ 有価証券の評価基準 

  および評価方法 

  

(1）子会社株式および関連会社株式 

 移動平均法による原価法 

(2）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） 

(1）子会社株式および関連会社株式 

同左 

(2）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） 

  

  

時価のないもの 

 移動平均法による原価法 

時価のないもの 

同左 

２ デリバティブの評価基 

 準および評価方法 

 時価法 同左 

３ たな卸資産の評価基準 

 および評価方法 

 移動平均法による原価法 同左 

４ 固定資産の減価償却の 

 方法 

  

(1）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

(1）有形固定資産 

同左 

  

   

   

  

  

(2）無形固定資産 

 定額法 

 なお、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）に基づく定額法によっておりま

す。 

(2）無形固定資産 

同左 

５ 引当金の計上基準 

  

(1）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。 

(1）貸倒引当金 

同左 

  

  

(2）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事業年度の

負担額を計上しております。 

(2）賞与引当金 

同左 

  

  

(3）          ―――――― 

  

(3）役員賞与引当金 

役員の賞与の支給に備えるため、将来

の支給見込額のうち当事業年度に負担す

べき額を計上しております。 

 



項目 
前事業年度 

（平成17年１月１日から 
平成17年12月31日まで） 

当事業年度 
（平成18年１月１日から 
平成18年12月31日まで） 

  

  

(4）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、各期の発

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、それぞれ発生の翌事業年度から

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。 

(4）退職給付引当金 

同左 

  

  

(5）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。 

(5）役員退職慰労引当金 

同左 

６ 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 

７ ヘッジ会計の方法 

  

(1）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

為替予約については振当処理によってお

ります。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。 

(1）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

は振当処理によっております。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。 

  

  

  

(2）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） 

(2）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） 

  

  

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 

 



項目 
前事業年度 

（平成17年１月１日から 
平成17年12月31日まで） 

当事業年度 
（平成18年１月１日から 
平成18年12月31日まで） 

  

  

(3）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。 

(3）ヘッジ方針 

同左 

  

  

(4）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。 

(4）ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

８ 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 

 税抜方式によっております。 

(1）消費税等の会計処理 

同左 



（会計処理方法の変更） 

（表示方法の変更） 

（追加情報） 

前事業年度 
（平成17年１月１日から 
平成17年12月31日まで） 

当事業年度 
（平成18年１月１日から 
平成18年12月31日まで） 

 ──────  

  

（貸借対照表） 

 １. 役員賞与に関する会計基準 

 当事業年度より、「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。  

 ２．貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準 

 当事業年度より、「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47,690百万

円であります。 

 なお、財務諸表等規則の改正により、当事業年度に

おける貸借対照表の純資産の部については、改正後の

財務諸表等規則により作成しております。 

前事業年度 
（平成17年１月１日から 
平成17年12月31日まで） 

当事業年度 
（平成18年１月１日から 
平成18年12月31日まで） 

（損益計算書） 

前期まで営業外費用の「その他」に含めて表示してお

りました「寄付金」は、営業外費用の100分の10を超え

たため区分掲記しております。 

なお、前期における「寄付金」の金額は13百万円であ

ります。 

（損益計算書） 

 前期まで営業外収益の「その他」に含めて表示して

おりました「為替差益」は、営業外収益の100分の10を

超えたため区分掲記しております。 

 なお、前期における「為替差益」の金額は60百万円

であります。 

前事業年度 
（平成17年１月１日から 
平成17年12月31日まで） 

当事業年度 
（平成18年１月１日から 
平成18年12月31日まで） 

 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制度が導入され

たことに伴い、当期から「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および資本割

については、販売費および一般管理費（150百万円）に計

上しております。  

  



注記事項 

（貸借対照表関係） 

前事業年度 
（平成17年12月31日） 

当事業年度 
（平成18年12月31日） 

※１ 関係会社に対する資産および負債は次のとおりで

あります。 

※１ 関係会社に対する資産および負債は次のとおりで

あります。 

科目 金額 

売掛金 1,612百万円 

短期貸付金 253 〃 

未収入金 38 〃 

固定化営業債権 413 〃 

買掛金 324 〃 

未払金 206 〃 

得意先預り金 2 〃 

科目 金額 

売掛金     1,736百万円 

短期貸付金 437 〃 

未収入金 23 〃 

固定化営業債権 353 〃 

買掛金 358 〃 

未払金 214 〃 

得意先預り金 1 〃 

※２ 次の資産を担保に供しております。 ※２ 次の資産を担保に供しております。 

有形固定資産   

（担保物件） （対応する債務） 

流山、藤沢、八代の各工場
の建物、構築物、機械装
置、工具器具備品、土地に
より組成した各工場財団 

三菱ＵＦＪ信託銀
行からの短期借入
金 

4百万円 

（平成17年末帳簿価額合計 
184百万円） 

  

有形固定資産   

（担保物件） （対応する債務） 

流山、藤沢、八代の各工場
の建物、構築物、機械装
置、工具器具備品、土地に
より組成した各工場財団 

三菱ＵＦＪ信託銀
行からの短期借入
金 

4百万円 

（平成18年末帳簿価額合計 
  175百万円） 

  

 



前事業年度 
（平成17年12月31日） 

当事業年度 
（平成18年12月31日） 

※３ 授権株式数は普通株式488,419,000株で発行済株式

数は普通株式133,689,303株であります。 

 ただし、自己株式の消却が行われた場合には、こ

れに相当する株式数を減ずることができる旨を定款

で定めております。 

※３         ──────  

※４ 当社が保有する自己株式の数は、普通株式296,072

株であります。 

※４         ──────  

 ５ 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。 

 ５ 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㈱ 511百万円 

従業員（提携カードロー
ン） 

64 〃 

従業員（住宅貸付金） 225 〃 

合計 802百万円 

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 

※６ 決算期末日満期手形の会計処理は、手形交換日を

もって決済処理しております。なお、当決算期末日

が金融機関の休日であったため次の決算期末日満期

手形が決算期末日残高に含まれております。 

※６ 決算期末日満期手形の会計処理は、手形交換日を

もって決済処理しております。なお、当決算期末日

が金融機関の休日であったため次の決算期末日満期

手形が決算期末日残高に含まれております。 

受取手形 362百万円 

支払手形 1百万円 

設備関係支払手形 171百万円 

受取手形 407百万円 

※７ 当社は平成17年12月に藤沢工場、川崎物流センタ

ー、八代工場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、1,055百万円であり、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、68百万円であります。 

※７ 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。 

 ８ 配当制限 

 商法施行規則第124条第３号に規定する資産に時価

を付したことにより増加した純資産は908百万円であ

ります。 

 ８         ──────  

  

 ９ 自己株式消却 

消却株式数 11,581,000株 

消却した株式の取得価額の総額 3,228百万円 

 ９                ────── 

  



（損益計算書関係） 

前事業年度 
（平成17年１月１日から 
平成17年12月31日まで） 

当事業年度 
（平成18年１月１日から 
平成18年12月31日まで） 

※１ 関係会社との主な取引は次のとおりであります。 ※１ 関係会社との主な取引は次のとおりであります。 

受取配当金 1,360百万円 受取配当金 234百万円

※２ 販売費と一般管理費のおおよその割合は販売費60 

％一般管理費40％であります。 

 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。 

※２ 販売費と一般管理費のおおよその割合は販売費

60％一般管理費40％であります。 

 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 5,342百万円

支払運賃 4,453 〃 

広告宣伝費 1,509 〃 

保管料 1,860 〃 

人件費 5,820 〃 

賞与引当金繰入額 281 〃 

退職給付費用 436 〃 

役員退職慰労引当金繰入額 52 〃 

減価償却費 346 〃 

手数料 1,482 〃 

賃借料 1,077 〃 

試験研究費 813 〃 

たな卸資産処分損 443 〃 

販売促進費 5,290百万円 

支払運賃 4,281  〃 

広告宣伝費 1,419  〃 

保管料 1,829  〃 

人件費 5,833  〃 

賞与引当金繰入額 240 〃 

退職給付費用 480 〃 

役員退職慰労引当金繰入額 70 〃 

減価償却費 265 〃 

手数料 1,537  〃 

賃借料 1,088  〃 

試験研究費 839 〃 

たな卸資産処分損 394  〃 

※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・社宅他 212百万円

工場土地売却他 3,396百万円

寮・社宅他    2百万円

工場土地売却他      4,864百万円

※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 33百万円

機械装置処分損 184 〃 

その他有形固定資産処分損 8 〃 

解体費、その他 341 〃 

合計 568百万円

建物・構築物処分損   689百万円

機械装置処分損 349 〃 

その他固定資産処分損 52 〃 

解体費、その他 148 〃 

合計    1,239百万円

※５ その他の内訳は、次のとおりであります。 ※５ その他の内訳は、次のとおりであります。 

会員権評価損 0百万円

出資金評価損 1 〃 

会員権評価損  30百万円

アスベスト対策費用 33 〃 

※６ 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、次のとおりであります。 

※６ 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、次のとおりであります。 

一般管理費 813百万円

当期製造費用 36 〃 

合計 849百万円

一般管理費    839百万円

当期製造費用 34 〃 

合計    873百万円



（株主資本等変動計算書関係） 

当事業年度（平成18年１月１日から 平成18年12月31日まで） 

自己株式の種類および株式数に関する事項 

      （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であります。 

  

（リース取引関係） 

 
前期末株式数 
（株） 

当期増加株式数 
（株） 

当期減少株式数 
（株） 

当期末株式数 
（株） 

自己株式     

普通株式  （注）１，２ 296,072 74,103 5,646 364,529 

合計 296,072 74,103 5,646 364,529 

前事業年度 
（平成17年１月１日から 
平成17年12月31日まで） 

当事業年度 
（平成18年１月１日から 
平成18年12月31日まで） 

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 

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 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額および期末残高相当額 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額および期末残高相当額 

  
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）

車輌運搬具 17 11 6

工具器具備品 944 699 244

無形固定資産 52 43 8

合計 1,014 755 259

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）

車輌運搬具 24 8 16

工具器具備品 529 277 252

無形固定資産 11 9 2

合計 566 295 270

(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年以内 133百万円

１年超 126 〃 

合計 259百万円

１年以内    107百万円

１年超 162 〃 

合計    270百万円

なお、未経過リース料期末残高相当額の有形固定資

産および無形固定資産の期末残高等に対する比率が

低いため、「支払利子込み法」により算定しており

ます。 

なお、未経過リース料期末残高相当額の有形固定資

産および無形固定資産の期末残高等に対する比率が

低いため、「支払利子込み法」により算定しており

ます。 

(3）支払リース料および減価償却費相当額 (3）支払リース料および減価償却費相当額 

支払リース料 248百万円

減価償却費相当額 248百万円

支払リース料    138百万円

減価償却費相当額    138百万円

(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、残存価格を零とする定

額法によっております。 

(4）減価償却費相当額の算定方法 

同左 

２ オペレーティング・リース取引   

未経過リース料 

１年以内 11百万円

１年超 11 〃 

合計 23百万円

２ オペレーティング・リース取引   

未経過リース料 

１年以内   17百万円

１年超 31 〃 

合計   48百万円



（有価証券関係） 

前事業年度（平成17年12月31日現在）および当事業年度（平成18年12月31日現在） 

 子会社株式およ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） 

前事業年度 
（平成17年12月31日） 

当事業年度 
（平成18年12月31日） 

１ 繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因

別の内訳 

１ 繰延税金資産およ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（流動））  

割戻し金否認額 12百万円

賞与引当金繰入限度超過額 156 〃 

たな卸資産評価減否認額 780 〃 

未払金否認額 29 〃 

繰延税金資産（流動）合計 978百万円

繰延税金負債（流動）との相殺額 △14百万円

 繰延税金資産（流動）純額 964百万円

（繰延税金資産（流動））  

割戻し金否認額   10百万円

賞与引当金繰入限度超過額 134 〃 

たな卸資産評価減否認額 1,093 〃 

未払金否認額 434 〃 

未払事業税 55 〃 

繰延税金資産（流動）合計 1,727百万円

繰延税金負債（流動）との相殺額   △5百万円

 繰延税金資産（流動）純額    1,721百万円

（繰延税金資産（固定））  

貸倒引当金繰入限度超過額 183百万円

役員退職慰労引当金 204 〃 

減損損失 675 〃 

会員権評価減否認額 32 〃 

投資有価証券評価減否認額 25 〃 

その他 0 〃 

繰延税金資産（固定）小計 1,122百万円

評価性引当額 △251百万円

繰延税金資産（固定）合計 871百万円

繰延税金負債（固定）との相殺額 △871百万円

繰延税金資産（固定）純額 －百万円

（繰延税金資産（固定））  

貸倒引当金繰入限度超過額    174百万円

役員退職慰労引当金 224 〃 

減損損失 646 〃 

会員権評価減否認額 31 〃 

投資有価証券評価減否認額 35 〃 

その他 1 〃 

繰延税金資産（固定）小計  1,114百万円

評価性引当額    △283百万円

繰延税金資産（固定）合計    831百万円

繰延税金負債（固定）との相殺額    △831百万円

繰延税金資産（固定）純額 －百万円

（繰延税金負債（流動））  

未収事業税 14百万円

繰延税金負債（流動）合計額 14百万円

繰延税金資産（流動）との相殺額 △14百万円

 繰延税金負債（流動）純額 －百万円

（繰延税金負債（流動））  

繰延ヘッジ損益   5百万円

繰延税金負債（流動）合計額   5百万円

繰延税金資産（流動）との相殺額   △5百万円

 繰延税金負債（流動）純額 －百万円

（繰延税金負債（固定））  

前払年金費用 721百万円

固定資産圧縮積立金 417 〃 

その他有価証券評価差額金 623 〃 

繰延税金負債（固定）合計額 1,762百万円

繰延税金資産（固定）との相殺額 △871百万円

繰延税金負債（固定）純額 891百万円

（繰延税金負債（固定））  

前払年金費用    704百万円

固定資産圧縮積立金 1,884 〃 

その他有価証券評価差額金 425 〃 

繰延税金負債（固定）合計額  3,013百万円

繰延税金資産（固定）との相殺額 △831百万円

繰延税金負債（固定）純額   2,182百万円

 



（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。 

前事業年度 
（平成17年12月31日） 

当事業年度 
（平成18年12月31日） 

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 40.7％

（調整内容）   

交際費等永久に損金に算入されない

項目 
3.6 

受取配当金等永久に益金に算入され

ない項目 
△14.9 

外国税額控除 △1.7 

住民税均等割等 1.5 

研究開発減税 △2.3 

評価性引当額 △0.6 

その他 0.1 

税効果会計適用後の法人税等の負

担率 
26.5％

法定実効税率 40.7％

（調整内容）   

交際費等永久に損金に算入されない

項目 
3.8 

受取配当金等永久に益金に算入され

ない項目 
△0.7 

外国税額控除 △3.8 

住民税均等割等 1.6 

研究開発減税 △2.7 

評価性引当額 1.1 

その他 △0.3 

税効果会計適用後の法人税等の負

担率 
40.3％

前事業年度 
（平成17年１月１日から 
平成17年12月31日まで） 

当事業年度 
（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 351円43銭 

１株当たり当期純利益 16円80銭 

１株当たり純資産額    357円76銭 

１株当たり当期純利益 13円43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。 

 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、前事業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、357円70

銭であります。 

  
前事業年度 

（平成17年１月１日から 
平成17年12月31日まで） 

当事業年度 
（平成18年１月１日から 
平成18年12月31日まで） 

当期純利益（百万円） 2,344 1,790 

普通株主に帰属しない金額（百万円） 24 － 

（うち利益処分による役員賞与金） (24) (－) 

普通株式に係る当期純利益（百万円） 2,320 1,790 

普通株式の期中平均株式数（千株） 138,107 133,370 



④【附属明細表】 

【有価証券明細表】 

【株式】 

【その他】 

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     

ゴンザレスビアス 181,183 489 

㈱肥後銀行 502,439 401 

㈱ゼンショー 208,000 272 

米国月桂冠㈱ 1,750 208 

㈱東京會舘 307,284 187 

昭和電工㈱ 398,160 181 

㈱吉野家ディー・アンド・シー 768 145 

㈱帝国ホテル 36,520 142 

藤田観光㈱ 129,907 120 

日本酒類販売㈱ 131,646 83 

その他（83銘柄） 3,296,635 750 

計 5,194,292 2,984 

種類 投資口数等（口） 貸借対照表計上額（百万円）

（投資有価証券）     

その他有価証券     

投資事業有限責任組合（２銘柄） － 120 

計 － 120 



【有形固定資産等明細表】 

 （注）１．当期増加額の主なものは次のとおりであります。 

    ２．当期減少額の主なものは次のとおりであります。 

３．当期減少額の（ ）内は内書きであり、国庫補助金と収用の受入による圧縮記帳により取得価額から直接控

除した金額であります。 

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

却累計額また

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 15,288 1,720 
2,666 

(85)
14,342 6,494 383 7,847 

構築物 3,986 591 
694 

(113)
3,883 2,329 161 1,553 

機械および装置 33,714 4,934 
4,750 

(1,492)
33,899 25,557 1,359 8,341 

車両運搬具 97 5 5 97 80 6 17 

工具器具備品 2,836 231 
579 

(80)
2,488 2,060 188 427 

土地 1,326 118 30 1,413 － － 1,413 

建設仮勘定 831 6,685 7,465 51 － － 51 

有形固定資産計 58,081 14,287 
16,192 

(1,771)
56,176 36,522 2,099 19,653 

無形固定資産               

特許権 156 3 － 160 145 5 14 

借地権 15 － － 15 － － 15 

商標権 11 － － 11 7 0 3 

ソフトウェア 2,352 1,125 514 2,963 1,225 395 1,738 

その他 26 3 1 28 24 0 3 

無形固定資産計 2,562 1,132 515 3,178 1,402 402 1,776 

長期前払費用 651 172 166 657 308 126 348 

建物 

  

 

構築物 

  

 

機械装置 

 

  

ソフトウエア 

   

日光工場 

八代工場 

八代工場 

日光工場 

八代工場 

八代工場 

日光工場 

八代工場 

八代工場 

 

  

工場新築 

乙類焼酎製造棟新築 

抗生物質関連設備新築 

工場新築 

乙類焼酎製造棟新築 

抗生物質関連設備新築 

工場設備 

乙類焼酎製造装置 

抗生物質関連装置 

販売管理システム 

物流管理システム 

1,100百万円

365百万円

91百万円

392百万円

46百万円

13百万円

2,370百万円

916百万円

302百万円

371百万円

403百万円

建物 

 

  

機械装置 

  

川崎工場 

流山工場 

藤沢寮 

流山工場 

川崎工場 

工場解体 

工場解体 

売却 

工場設備撤去 

工場設備撤去 

1,129百万円

816百万円

178百万円

2,418百万円

180百万円



【引当金明細表】 

 （注） 貸倒引当金の当期減少額（その他）は下記のとおりであります。 

  

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 462 9 25 4 442 

賞与引当金 385 322 385 － 322 

役員退職慰労引当金 502 70 20 － 552 

  貸倒引当金 回収による取崩額 ２百万円

    洗替による戻入額 ２百万円



(2）【主な資産および負債の内容】 

① 流動資産 

(イ）現金および預金 

(ロ）受取手形 

相手先別内訳 

期日別内訳 

(ハ）売掛金 

相手先別内訳 

摘要 金額（百万円） 

現金 16 

預金   

普通預金 4,172 

当座預金 0 

別段預金 0 

小計 4,173 

合計 4,189 

相手先 金額（百万円） 

㈱イズミック 349 

東海澱粉㈱ 156 

北海道酒類販売㈱ 138 

新潟酒販㈱ 130 

西野金陵 103 

その他 1,706 

合計 2,584 

期日 
平成18年 
12月 

平成19年 
１月 

２月 ３月 ４月 ５月 ６月以降 合計 

金額 

（百万円） 
407 1,204 810 156 4 0 0 2,584 

相手先 金額（百万円） 

国分㈱ 5,480 

伊藤忠食品㈱ 2,754 

日本酒類販売㈱ 2,401 

㈱リョーショクリカー 1,800 

明治屋商事㈱ 1,369 

東海シープロ 1,368 

その他 15,016 

合計 30,191 



売掛金の発生および回収ならびに滞留状況 

 （注） 回収率＝当期回収高÷（前期繰越高＋当期発生高） 

(ニ）商品、製品、半製品、仕掛品 

(ホ）原材料 

(ヘ）貯蔵品 

(ト）関係会社株式 

前期繰越高 
（百万円） 

当期発生高 
（百万円） 

当期回収高 
（百万円） 

当期末残高 
（百万円） 

回収率（％） 
平均滞留期間 
（日） 

30,409 96,833 97,052 30,191 76.27 82 

平均滞留期間＝（期中平均月末売掛金残高÷
当期発生高

）×30日
12 

摘要 酒類（百万円） 
医薬・化学品 
（百万円） 

飼料（百万円） 合計（百万円） 

商品 3,154 2 1,084 4,242 

製品 2,846 296 1,749 4,892 

半製品 1,308 241 － 1,549 

仕掛品 112 195 － 308 

品名 金額（百万円） 

主原料 2,822 

副原料 212 

包装材料 159 

燃料 65 

合計 3,259 

品名 金額（百万円） 

広告宣伝物 299 

その他 47 

合計 346 

相手先 金額（百万円） 

 マーカムヴィニヤーズ 3,317 

 日本リカー㈱ 463 

 三桜産業㈱ 236 

 日本合成アルコール㈱ 160 

 ㈱メルシャンクリンテック 100 

 その他 299 

合計 4,577 



② 流動負債 

(イ）支払手形 

相手先別内訳 

期日別内訳 

(ロ）買掛金 

(ハ）未払金 

相手先 金額（百万円） 

チッソ㈱ 21 

黄桜酒造㈱ 1 

合計 22 

期日 金額（百万円） 

平成19年１月 7 

２月 14 

合計 22 

相手先 金額（百万円） 

三菱商事㈱ 675 

全国農業協同組合連合会 430 

凸版印刷㈱ 398 

東洋製罐㈱ 366 

昭和電工㈱ 255 

その他 4,873 

合計 6,999 

相手先 金額（百万円） 

ＧＣＡ㈱ 433 

西華産業㈱ 339 

味の素物流㈱ 323 

㈱ライフサポート・エガワ 169 

㈱エヌ・ワイ・ケイ 157 

その他 4,587 

合計 6,010 



(ニ）未払費用 

(ホ）未払酒税 

(へ）設備関係支払手形 

相手先別内訳 

期日別内訳 

(ト）長期借入金 

(3）【その他】 

 該当事項はありません。 

摘要 金額（百万円） 

 値引 3,942 

 支払利息 6 

 その他 121 

合計 4,070 

相手先 金額（百万円） 

国税局 5,986 

合計 5,986 

相手先 金額（百万円） 

光洋自動機㈱ 69 

三洋貿易㈱ 66 

榊原工業㈱ 44 

合計 180 

期日 金額（百万円） 

平成19年２月 160 

    ３月 9 

    ４月 9 

合計 180 

期日 金額（百万円） 

㈱みずほコーポレート銀行  2,000 

 第一生命保険相互会社 1,200 

 明治安田生命保険相互会社 1,200 

 日本生命保険相互会社 1,200 

 富国生命保険相互会社 1,200 

 その他 2,200 

合計 9,000 



第６【提出会社の株式事務の概要】 

  （注）平成19年３月28日開催の定時株主総会の決議により定款が変更され、会社の公告方法は次のとおりとなりま

した。 

当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告を

することができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。 

  

事業年度 1月1日から12月31日まで 

定時株主総会 ３月中 

基準日 12月31日 

株券の種類 
１株券・５株券・10株券・50株券・100株券・500株券・1,000株券・10,000株券・ 

1,000株未満の表示株券 

剰余金の配当基準日 12月31日 

１単元の株式数 1,000株 

株式の名義書換え   

株主名簿管理人 
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 

取扱場所 
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 証券代行部 

取次所 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 全国各支店 

名義書換手数料 無料 

新券交付手数料 １枚につき50円および株券に課せられる印紙税相当額。ただし、併合の場合等は無料 

単元未満株式の買取り   

株主名簿管理人 
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 

取扱場所 
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 証券代行部 

取次所 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 全国各支店 

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 

公告掲載方法 東京都において発行する日本経済新聞 

株主に対する特典 該当事項はありません 



第７【提出会社の参考情報】 

１【提出会社の親会社等の情報】 

  

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。 

  (平成18年12月31日現在)

 (1)親会社等の名称   麒麟麦酒株式会社（継続開示会社であります。） 

 (2)親会社等の上場証券取引所名 

  株式会社東京証券取引所   (市場第一部） 

  株式会社大阪証券取引所   (市場第一部） 

  株式会社名古屋証券取引所 (市場第一部） 

  証券会員制法人福岡証券取引所 

  証券会員制法人札幌証券取引所 

(1） 
有価証券報告書および 

その添付書類 

事業年度 

（第89期） 
 

平成17年１月１日から 

平成17年12月31日まで 
 

平成18年３月29日 

関東財務局長に提出。 

(2） 半期報告書 （第90期中）  
平成18年１月１日から 

平成18年６月30日まで 
 

平成18年９月27日 

関東財務局長に提出。 

(3)  臨時報告書     主要株主の異動  
平成18年12月26日 

関東財務局長に提出。 

(4)  自己株券買付状況報告書    
 平成17年12月１日から 

平成17年12月31日まで 
 

平成18年１月６日 

関東財務局長に提出。 

       
 平成18年１月１日から 

平成18年１月31日まで 
 

平成18年２月３日 

関東財務局長に提出。 

       
 平成18年２月１日から 

平成18年２月28日まで 
 

平成18年３月６日 

関東財務局長に提出。 

       
 平成18年３月１日から 

平成18年３月31日まで 
 

平成18年４月４日 

関東財務局長に提出。 



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18年３月29日

メルシャン株式会社     

取締役会 御中   

  監査法人 トーマツ   

  
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 青  木  良  夫  ㊞ 

  
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 松  村  浩  司  ㊞ 

 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」に掲げられているメルシ

ャン株式会社の平成17年１月１日から平成17年12月31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、メ

ルシャン株式会社及び連結子会社の平成17年12月31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。 

 追記情報 

セグメント情報の「事業の種類別セグメント情報」の（注）４．営業費用の配分方法の変更に記載のとおり、会社

は、従来より事業の種類別セグメント情報において、配賦不能営業費用を「消去または全社」の項目に含めていた

が、当連結会計年度からこれらの費用を各セグメントに配賦している。 

 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 

 ※ 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19年３月28日

メルシャン株式会社     

取締役会 御中   

  監査法人 トーマツ   

  
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 青  木  良  夫  ㊞ 

  
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 松  村  浩  司  ㊞ 

 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」に掲げられているメ

ルシャン株式会社の平成１８年１月１日から平成１８年１２月３１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、連結株主資本等変動計算書、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、メ

ルシャン株式会社及び連結子会社の平成１８年１２月３１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 

 ※ 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３月29日

メルシャン株式会社     

取締役会 御中   

  監査法人 トーマツ   

  
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 青  木  良  夫  ㊞ 

  
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 松  村  浩  司  ㊞ 

 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」に掲げられているメルシ

ャン株式会社の平成17年１月１日から平成17年12月31日までの第89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、メルシ

ャン株式会社の平成17年12月31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 

 ※ 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19年３月28日

メルシャン株式会社     

取締役会 御中   

  監査法人 トーマツ   

  
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 青  木  良  夫  ㊞ 

  
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 松  村  浩  司  ㊞ 

 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」に掲げられているメ

ルシャン株式会社の平成１８年１月１日から平成１８年１２月３１日までの第９０期事業年度の財務諸表、すなわち、

貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動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、メルシ

ャン株式会社の平成１８年１２月３１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 

 ※ 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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