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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】

回次 第32期中 第33期中 第34期中 第32期 第33期

会計期間

自平成18年
１月21日
至平成18年
７月20日

自平成19年
１月21日
至平成19年
７月20日

自平成20年
１月21日
至平成20年
７月20日

自平成18年
１月21日
至平成19年
１月20日

自平成19年
１月21日
至平成20年
１月20日

(1）連結経営指標等      

売上高（百万円） 76,711 77,583 76,875 155,889 159,000

経常利益（百万円） 528 1,681 810 4,071 4,819

中間(当期)純利益（百万円） 87 906 170 2,006 2,611

純資産額（百万円） 67,726 69,981 70,528 69,740 71,011

総資産額（百万円） 105,121 106,725 107,118 104,052 105,125

１株当たり純資産額（円） 4,046.01 4,171.62 4,190.18 4,161.00 4,227.12

１株当たり中間(当期)純利益

（円）
5.29 54.72 10.28 121.10 157.61

潜在株式調整後１株当たり中

間（当期）純利益（円）
－ － － － －

自己資本比率（％） 63.8 64.8 64.8 66.3 66.6

営業活動による

キャッシュ・フロー(百万円)
△938 1,188 △1,062 1,839 3,622

投資活動による

キャッシュ・フロー(百万円)
5,033 △4,048 11,401 11,432 △17,815

財務活動による

キャッシュ・フロー(百万円)
△860 △431 △581 △1,217 △797

現金及び現金同等物の中間期

末（期末）残高（百万円）
25,047 30,577 28,636 33,868 18,877

従業員数（人） 3,247 3,372 3,568 3,269 3,419

(2）提出会社の経営指標等      

売上高（百万円） 67,894 67,071 63,952 136,178 136,155

経常利益又は経常損失(△)（百

万円）
△302 916 77 1,739 2,849

中間(当期)純利益又は中間純損

失(△)（百万円）
△245 500 △28 879 1,639

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

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

純資産額（百万円） 60,147 61,030 60,575 61,258 61,386

総資産額（百万円） 94,500 94,534 92,556 91,355 91,492
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回次 第32期中 第33期中 第34期中 第32期 第33期

会計期間

自平成18年
１月21日
至平成18年
７月20日

自平成19年
１月21日
至平成19年
７月20日

自平成20年
１月21日
至平成20年
７月20日

自平成18年
１月21日
至平成19年
１月20日

自平成19年
１月21日
至平成20年
１月20日

１株当たり配当額（円） 20.00 20.00 20.00 50.00 50.00

自己資本比率（％） 63.6 64.6 65.4 67.1 67.1

従業員数（人） 2,386 2,430 2,331 2,397 2,360

　（注）１．売上高には、消費税等は含んでおりません。

２．提出会社の第32期の１株当たり配当額には、「D-1 COFFEE」発売初年度1,000万ケース達成記念配当５円を

含んでおります。

３．潜在株式調整後１株当たり中間（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。
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２【事業の内容】

　当中間連結会計期間において、当社グループ（当社、連結子会社及び持分法適用会社）が営む事業の内容について、

重要な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。

３【関係会社の状況】

　当中間連結会計期間において、株式を追加取得したことにより、㈱ダイドードリンコサービス栃木は、持分法適用関

連会社から連結子会社となりました。

４【従業員の状況】

(1）連結会社の状況

　 平成20年７月20日現在

事業部門の名称 従業員数（人）

飲料販売部門  3,423

飲料受託製造部門  145

合計  3,568

(2）提出会社の状況

　 平成20年７月20日現在

従業員数（人） 2,331

(3）労働組合の状況

　労働組合との関係に特記すべき事項はありません。
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第２【事業の状況】
　当社グループの事業は、飲料事業のみの単一セグメントであるため、内部管理上の部門区分により記載し、同区分にて前

年同期比較しております。

１【業績等の概要】

(1）業績

    当中間連結会計期間のわが国経済は、サブプライムローン問題に端を発した国際的金融市場の混乱に加え、エネ

ルギー・原材料価格高騰などの影響から、企業収益を圧迫し、設備投資の伸びは鈍化しました。また、個人消費につ

きましては、物価上昇の影響を受け低調に推移しました。

  飲料業界におきましては、天候不順に加え、食品業界全体の値上げラッシュによる消費低迷の影響を受け、売上は

伸び悩み、さらに企業間の販売競争が激化する厳しい経営環境となりました。

  飲料販売部門は、こうした厳しい外部環境の影響を大きく受けた結果となりましたが、飲料受託製造部門では、

ＯＥＭ生産の受注が見込まれる有力メーカーに向けての製品開発の提案営業を積極的に展開し、大きく業績に貢献

いたしました。

  以上の結果、当中間連結会計期間の売上高は76,875百万円（前年同期比0.9％減）、営業利益709百万円（前年同期

比55.9％減）、経常利益810百万円（前年同期比51.8％減）、中間純利益170百万円（前年同期比81.2％減）となりま

した。

　　　　事業部門別の概況は次のとおりであります。

　　　①  飲料販売部門

 　　   商品面では、発売３年目となる「D-1 COFFEE」において、ＣＭキャラクターに、新たに北海道日本ハムファイ

ターズのダルビッシュ有選手を起用するなど、コーヒーブランドとしての地位の確保に注力いたしました。

　      また、昨年全面リニューアルを実施した自然派ウォーター「ＭiＵ」においては、「自然感、健康感」といったＭi

Ｕのもつブランドイメージの一層の強化・定着を図るために、そしてさらなるシェア拡大とコーヒー飲料に次ぐ

第二の柱となるためのブランドの育成に努めました。

 　     自販機の導入につきましては、環境負荷削減を第一義にした自販機のほか、「災害救援ベンダー」などの社会貢

献型自販機を投入するなど、消費者に支持される注目度の高い新しい自販機の積極投入を行いました。また、その

設置展開につきましては、個々のロケーションにあったきめ細かい商品セッティングと採算管理を徹底し、投資

効果に主眼を置いた効率的な自販機オペレーション体制の構築に努めました。

 　     以上の結果、飲料販売部門の売上高は73,552百万円（前年同期比2.0％減）となりました。

②  飲料受託製造部門

 　　   近年、消費者ニーズはドリンク剤から健康食品やサプリメント（健康補助食品）への流れに変わり、ドリンク剤

と競合する商品が数多く発売されるようになりました。そうしたニーズをいち早く掴み、従来のドリンク剤のノ

ウハウをツールとして、「美容と健康」を謳った女性向け商品を開発する体制を創り上げたことから、多方面に

わたり受注を獲得することができるようになりました。さらに営業開発体制の強化並びに生産体制の整備が拡充

したことから、受注拡大のため有力医薬品メーカー等に向けて、積極的に提案営業を展開いたしました。

        以上の結果、飲料受託製造部門の売上高は3,323百万円（前年同期比29.9％増）となりました。
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(2) キャッシュ・フロー

      当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前中間連結会計期間末に比べ

1,940百万円減少し、28,636百万円となりました。

 　　 当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

　　　（営業活動によるキャッシュ・フロー）

税金等調整前中間純利益が810百万円（前年同期比871百万円減）となったことや、たな卸資産の増加などによ

り、営業活動により支出した資金は1,062百万円（前年同期は1,188百万円の収入）となりました。

　　　（投資活動によるキャッシュ・フロー）

余資運用のための有価証券から資金シフトしたことなどにより、投資活動により得られた資金は11,401百万円

（前年同期は4,048百万円の支出）となりました。

　　　（財務活動によるキャッシュ・フロー）

配当金の支払いなどにより、財務活動により支出した資金は581百万円（前年同期は431百万円の支出）となりま

した。
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２【生産、受注及び販売の状況】

(1）生産実績

　当中間連結会計期間の生産実績を事業部門別に示すと次のとおりであります。

事業部門の名称 金額（百万円） 前年同期比（％）

飲料受託製造部門 4,250 118.4

合計 4,250 118.4

　（注）１．金額は販売価格によっております。

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(2）商品仕入実績

　当中間連結会計期間の商品仕入実績を事業部門別に示すと次のとおりであります。

事業部門の名称 金額（百万円） 前年同期比（％）

飲料販売部門 35,731 99.5

飲料受託製造部門 116 111.4

合計 35,847 99.5

　（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(3）受注状況

　当中間連結会計期間の受注状況を事業部門別に示すと次のとおりであります。

事業部門の名称
受注高
（百万円）

前年同期比（％）
受注残高
（百万円）

前年同期比（％）

飲料受託製造部門 3,852 125.1 1,273 134.4

合計 3,852 125.1 1,273 134.4

　（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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(4）販売実績

　当中間連結会計期間の販売実績を事業部門別に示すと次のとおりであります。

事業部門の名称 金額（百万円） 前年同期比（％）

飲料販売部門 73,552 98.0

飲料受託製造部門 3,323 129.9

合計 76,875 99.1

　（注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

２．飲料分野別内訳は次のとおりであります。

区分 販売実績（百万円） 比率（％）

飲料販売

部門

コーヒー飲料 40,030 52.1

茶系飲料 10,783 14.0

果汁飲料 6,312 8.2

炭酸飲料 5,766 7.5

ミネラルウォーター類 2,699 3.5

機能性飲料 1,723 2.2

ドリンク剤 1,265 1.7

その他飲料 4,970 6.5

小計 73,552 95.7

飲料受託

製造部門

ドリンク剤 3,193 4.1

飲料資材 129 0.2

小計 3,323 4.3

合計 76,875 100.0
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３【対処すべき課題】

　当中間連結会計期間において、当社グループが対処すべき課題について、重要な変更はありません。

　なお、株式会社の支配に関する基本方針は、以下のとおりであります。

Ⅰ．基本方針の内容 

当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として、当社の株主の皆様、お客様、地域社会、お取引先様、

従業員など当社を巡るステークホルダーとの共存共栄を図り、当社の企業価値ひいては株主共同の利益の確保と向上

に資する者が望ましいと考えております。

　もっとも、当社の株主のあり方については、株主は資本市場での自由な取引を通じて決まるものであり、会社を支配

する者のあり方は、最終的には株主全体の意思に基づき判断されるべきものと考えています。

　しかし、昨今のわが国資本市場においては、対象となる株式会社の経営陣の賛同を得ることなく、一方的に大量の株

券等の買付を強行するような動きも顕在化しつつあり、このような買付行為の中には、買収の目的等が、企業価値ひい

ては株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすおそれのあるもの、株主に株式の売却を事実上強要するおそれが

あるもの、対象会社の取締役会や株主が当該買付の内容を検討・判断し、あるいは対象会社の取締役会が代替案を提

示するための必要な時間や情報を与えることなく行われるもの、買付の対価の価額、買付の手法等が対象会社の企業

価値及び株主に対して不適当なもの、対象会社と対象会社を巡るステークホルダーとの間の関係を損ねるおそれをも

たらすものなど、企業価値ひいては株主共同の利益に資さないものも見られます。

　当社は、このような大規模買付行為や買付提案を行い、当社の企業価値及びブランド価値ひいては株主共同の利益に

反する重大な悪影響を与えるおそれをもたらす行為を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者とし

て適当でないと考えます。

Ⅱ．基本方針の実現に資する取組み

当社では、多数の投資家の皆様に長期的に継続して当社に投資していただくため、当社の企業価値ひいては株主共

同の利益を向上させるための取組みとして、以下の施策を実施しております。これらの取組みは、会社の支配に関する

基本方針の実現に資するものと考えております。

１．経営理念と企業価値向上への取組み

　  (1) 当社の経営理念及び事業 

当社は、創業以来、“「本物のおいしさ」を手軽に手頃に”お客様にお届けすることを、そして“私たちに関わ

る人々との共存共栄”を企業理念（コーポレートマインド）として掲げ、コーヒーを中心とする清涼飲料を、主

に自販機で販売する「自販機ビジネス」を推進することにより成長してまいりました。

  そして、生産や配送を外部委託する当社独自のビジネスモデルを確立し、経営資源を商品の企画と販売に集中

投入することにより、地域や消費者に密着したきめ細かい自販機運営で自販機オペレーターとしても高い評価を

受けております。

  また、全国広範囲にわたり設置した29万台の自販機網を主要販路として、収益性の高いコーヒー飲料を主力商

品とする独自のビジネスモデルと安定したキャッシュ・フローや、長年にわたって積み上げてきた内部留保に基

づく強固な財務内容により、関係者から高い評価と信頼を得、安定した事業基盤の構築に努めてまいりました。

  これらの当社の強みを活かし、「お客様とともに歩む企業をめざして」の経営方針のもと、より一層安定した

事業を継続してまいります。

    (2) 企業価値の源泉と向上への取組み

                ～お客様から選ばれる企業グループを目指して～

①業界のトップグループに存在する商品ブランド

コーヒーはヘビーユーザーに支えられる飲料市場の最大カテゴリーであり、当社グループを代表する商品群で

あります。新商品開発・リニューアルを含め、より一層効果的な販促活動を徹底して行い、業界のトップグループ

に存在するコーヒーブランドとしての地位を確保してまいりました。こうした「本物のおいしさ」へのこだわり

が消費者の皆様から高い評価を得ております。

　また、製品の安全性並びに品質管理体制については、従来より厳しい社内規則を設け、新鮮でおいしい商品のお

届けに万全をつくしております。

　このような高品質の商品開発が、魅力ある商品ラインナップを作り上げ、自販機の販売力を強化し、当社の企業

価値の源泉となっております。
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②全国に設置された強固な自販機網

当社は、強みである自販機網を通じ、各地域毎に紐帯強化を図り、ビジネスのイコールパートナーとしての繋が

りを深めた、着実な営業展開に取組んでおります。

　ハード面では他社との差別化に注力した自販機の開発を進め、消費者ニーズに合った魅力ある「店舗創り」に

努めております。また、経営資源の効果的な配分を行い、既設ロケーションのスクラップ＆ビルドを積極的に推進

するとともに、収益性を重視した質の高い自販機網の構築を図り、より効率的・効果的な販売基盤の構築に注力

しております。

　こうした取組みの結果、現在では全国に約29万台の自販機を設置しており、この強固な自販機網が、当社の企業

価値の源泉となっております。

③経営資源を集中した効率的な経営体制

当社は自社工場を持たない生産体制により、設備投資リスクの軽減を図るとともに、各拠点を中心とした配送

効率の高い体制をとっております。即ち、経営資源を商品の企画と販売に集中投入することにより、地域や消費者

に密着したきめ細かい自販機運営を行うという当社独自の効率的な経営体制を確立し、「メーカー＆オペレー

ター」として高い評価を受けております。

　こうした効率的な経営体制が、当社の企業価値の源泉となっております。

④優良な財務体質

当社は、商品の製造は協力工場にアウトソーシングし、一方で販売は利益率の高い缶コーヒー等を中心に、自販

機チャネルに特化しております。回収においても、現金回収のウエイトが高く、収支構造は業界トップレベルの安

定性を有しております。この独自のビジネスモデルが、キャッシュ・フロー経営を実現させ、良好な収益力を生

み、毎期着実に自己資本の充実が図られ、強固な財務基盤を形成しております。

　こうした優良な財務体質が関係者から高い評価を得、当社の企業価値の源泉となっております。

⑤グループ経営による効率性向上と相乗効果

当社は、グループ各社毎の個性と特徴を最大限に活かし、グループ全体最適を考慮した連結主体の経営にウエ

イトシフトし、より一層の効率性の向上と相乗効果の促進を図っております。

　製造子会社である大同薬品工業㈱においては「ＩＳＯ9001」の認証を取得し、大手製薬メーカーからのＯＥＭ

生産に対応できる生産能力を有しております。また販売子会社については、当社とのエリアと役割の棲み分けを

推進し、より効率性の高い販売基盤を拡充しております。

　こうしたグループを中心とした効率的な企業経営が相乗効果を生み、当社の企業価値の源泉となっております。

清涼飲料やドリンク剤という、消費者の生活に密着した商品を扱う当社にとって、「地域社会」との良好な関係

を保ちながら、共存共栄の精神のもとに、着実に歩み続け、安定成長していくことをベストシナリオとしておりま

す。

　このようなベストシナリオに賛同してもらえる皆様とともに、中長期的視野に立った経営を行い、企業価値の安定

的な向上をめざしてまいります。

２．コーポレート・ガバナンス（企業統治）の強化による企業価値向上への取組み

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

取引先、従業員等の各ステークホルダーとの円滑な関係を構築し、企業価値の増大に努めることをコーポレート・

ガバナンスに関する基本的な考え方としております。

  当社の取扱商品は清涼飲料という消費者の日常生活に極めて密着したものであり、特に、消費者からの信頼は経

営上の最重要事項であります。このため、当社は、委員会設置会社に代表されるような業務執行と監督機能を組織的

に分離する会社形態ではなく、監査役会の設置を前提として、取締役が業務執行を直接担当することで、取締役会が

消費者の声をより身近に聴き、経営に反映させることができる会社形態をとっております。

  そして、経営上の最高意思決定機関である取締役会を毎月１回開催しており、また常勤取締役を主要構成員とす

る経営会議を定期的に開催し、重要な事項についての審議を行い、社長及び取締役会の迅速な意思決定をサポート

する体制をとっております。

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

出席するとともにグループ内各組織の責任者から状況聴取して取締役の職務執行状況を監視しております。

  当社は、引き続き、コーポレート・ガバナンスの強化を図り、さらなる当社グループの企業価値ひいては株主共同

の利益の確保・向上に注力していく所存であります。
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Ⅲ．会社の支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されること

を防止するための取組み

当社は、平成20年１月15日開催の取締役会において、「当社株式の大規模買付行為への対応策（買収防衛策）」

（以下「本プラン」といいます。）を決定し、平成20年４月16日開催の定時株主総会において株主の皆様にご承認い

ただいております。

　その概要は以下のとおりです。

１．本プラン導入の目的

本プランは、特定株主グループの議決権割合を20％以上とすることを目的とする当社株券等の買付行為、または

結果として特定株主グループの議決権割合が20％以上となる当社株券等の買付行為（いずれについてもあらかじ

め当社取締役会が同意したものを除き、また市場取引、公開買付等の具体的な買付方法の如何を問いません。以下、

かかる買付行為を「大規模買付行為」といい、大規模買付行為を行う者を「大規模買付者」といいます。）につい

て、①実行前に大規模買付者に対して、必要かつ十分な情報の提供を求め、②当社が当該大規模買付行為についての

情報収集・検討等を行う時間を確保したうえで、③株主の皆様への当社経営陣の計画や代替案等の提示並びに必要

に応じて大規模買付者との交渉を行うことにより、株主の皆様に必要かつ十分な情報及び時間を提供し、株主の皆

様が当該大規模買付行為に応じるか否かの適切な判断を行うことができるようにすることを目的としております。

２．大規模買付ルールの概要

大規模買付ルールとは、事前に大規模買付者が取締役会に対して必要かつ十分な情報を提供し、取締役会による

一定の評価期間が経過した後に大規模買付行為を開始するというものであります。

  ３．大規模買付行為がなされた場合の対応

大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合には、取締役会は、仮に当該大規模買付行為に反対であったと

しても、当該買付提案についての反対意見を表明したり、代替案を提示することにより、株主の皆様を説得するに留

め、原則として当該大規模買付行為に対する対抗措置はとりません。

　ただし、大規模買付ルールを遵守しない場合や、遵守されている場合であっても、当該大規模買付行為が会社に回

復し難い損害をもたらすなど、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なうと取締役会が判断した場合

には、独立委員会の勧告を経て、また必要に応じて株主総会の承認を得たうえで、対抗措置をとることがあります。

 ４．株主・投資家等の皆様に与える影響等

大規模買付ルールの設定は、株主及び投資家の皆様が適切な投資判断を行ううえでの前提となるものであり、本

プランの導入は株主及び投資家の皆様の共同の利益に資するものであると考えます。

　また、当社取締役会が企業価値ひいては株主共同の利益を守ることを目的として、対抗措置を発動した際にも、大

規模買付者等以外の株主の皆様が、法的権利または経済的側面において格別の損失を被るような事態は想定してお

りません。

 ５．本プランの有効期間等

本プランの有効期間は、平成23年４月に開催予定の定時株主総会終結時までの３年間とし、以後、本プランの継続

（一部修正したうえでの継続を含む）については３年毎に定時株主総会の承認を得ることとします。

　ただし、有効期間中であっても、株主総会または取締役会の決議により本プランは廃止されるものとします。

 Ⅳ．本プランが会社の支配に関する基本方針に沿い、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に合致し、当社の会社役

員の地位の維持を目的とするものではないことについて

会社の支配に関する基本方針の実現に資する取組みは、以下の諸点より、会社の支配に関する基本方針に沿うもの

であります。

　本プランは、イ.経済産業省及び法務省が平成17年５月27日に発表した「企業価値・株主共同の利益の確保または向

上のための買収防衛策に関する指針」に定める要件を充足していること　ロ.株主共同の利益の確保・向上の目的を

もって導入されていること　ハ.株主の意思を反映するものであること　ニ.独立性の高い社外者の判断を尊重するもの

であること　ホ.発動のための合理的な客観的要件を設定していること　ヘ.デッドハンド型買収防衛策ではないこと

等、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に合致し、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないと考

えております。

４【経営上の重要な契約等】

　当中間連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

５【研究開発活動】
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　当社グループの研究開発活動としては、飲料販売部門ではマーケティング部が各種清涼飲料の企画・開発を、飲料受

託製造部門では大同薬品工業㈱開発部がドリンク剤等の商品開発を行っております。

  飲料販売部門では、各種清涼飲料の商品開発体制として,「プロダクトマネージャー制度」を採用しております。

“「本物のおいしさ」を手軽に手頃に消費者の皆様にお届けする”ことを企業理念として、それぞれの分野において

商品開発、マーケティングから販売管理までを一貫してマネジメントし、自動販売機という販売網を自社で有する強

みを生かしたロングセラー商品の開発と育成に努めております。

  自販機販売のほかにも様々な販路の拡大に向けた商品開発にも取り組んでおり、当社初の特定保健用食品として、

お茶に含まれる植物成分「燕龍茶フラボノイド」を特殊製法で高めた、血圧が高めの方に適した「燕龍茶（ヤンロン

チャ）レベルケア」を消費者の健康志向のニーズに応えるべく、今年８月に発売いたしました。

　また、飲料受託製造部門では、昨今のドリンク剤から特定保健用食品など健康志向型飲料へという、消費者ニーズの

変化に対応するために、大手メーカー他広範囲にわたる受注先からの多種多様なニーズに即応できるよう、一層の生

産設備を整え常にリニューアルに注力しております。こうしたインフラ整備と社内の人材の育成により、新規受注先

を中心に全得意先に対し、積極的な提案営業が行えるよう研究開発に取り組んでまいりました。

　この結果、当中間連結会計期間における研究開発費の総額は、435百万円となっております。
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第３【設備の状況】

１【主要な設備の状況】

　当中間連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

２【設備の新設、除却等の計画】

  　　当中間連結会計期間において、前連結会計年度末に計画した重要な設備の新設、改修等について、重要な変更はありま

せん。また、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はありません。 
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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】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 50,000,000

計 50,000,000

②【発行済株式】

種類
中間会計期間末現在発行
数（株）
（平成20年７月20日）

提出日現在発行数（株）
（平成20年10月16日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 16,568,500 16,568,500
東京証券取引所

市場第一部
－

計 16,568,500 16,568,500 － －

（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、資本金等の状況】

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20年１月21日～　

平成20年７月20日　
－ 16,568,500 － 1,924 － 1,464
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（５）【大株主の状況】

　 平成20年７月20日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株）

発行済株式総数に
対する所有株式の
割合（％）

ハイウッド株式会社 奈良県御所市1363 2,336 14.10

髙松富博 奈良県御所市 1,212 7.32

有限会社サントミ 奈良県御所市1363 847 5.11

髙松　章 東京都世田谷区 825 4.97

髙松富也 東京都港区 807 4.87

タイタコーポレイション株式会社 静岡県島田市417-７ 738 4.45

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２丁目11-３ 693 4.18

髙松多聞 静岡県島田市 614 3.71

有限会社高松 奈良県橿原市木原町63-６ 539 3.25

日本トラスティ・サービス信託銀

行株式会社（信託口）
東京都中央区晴海１丁目８-11 385 2.32

計 － 8,999 54.31

 （注）フィデリティ投信株式会社から、平成19年12月21日付でエフエムアール エルエルシー(FMR LLC)を共同保有者と

して提出された大量保有報告書（変更報告書）により、平成19年12月14日現在で722,500株（株券等保有割合　

4.36％）を保有している旨の報告を受けておりますが、当社として当中間会計期間末時点における実質所有株式

数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。

なお、フィデリティ投信株式会社の大量保有報告書（変更報告書）の内容は以下のとおりであります。

 　　　　　 大量保有者　　　　　　　フィデリティ投信株式会社

 　　　　　 住所　　　　　　　　　　東京都港区虎ノ門四丁目３番１号　城山トラストタワー

 　　　　　 保有株券等の数　　　　　株式　718,800株

 　　　　　 株券等保有割合　　　　　4.34％

　          共同保有者　　　　　　　エフエムアール エルエルシー(FMR LLC)

            住所                    米国 02109 マサチューセッツ州ボストン、デヴォンシャー・ストリート82

　　　　　　　　　　　           　 （82 Devonshire Street, Boston, Massachusetts 02109, USA)

            保有株券等の数　　　　　株式　3,700株

            株券等保有割合　　　　　0.02％
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（６）【議決権の状況】

①【発行済株式】

　 平成20年７月20日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式        500 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 16,565,300 165,653 －

単元未満株式 普通株式      2,700 － －

発行済株式総数 16,568,500 － －

総株主の議決権 －  －

②【自己株式等】

　 平成20年７月20日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合

（％）

ダイドードリンコ　　　株

式会社

大阪市北区中之島　　二

丁目２番７号
500 － 500 0.00

計 － 500 － 500 0.00

２【株価の推移】

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】

月別 平成20年２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月

最高（円） 4,200 4,270 4,260 4,150 3,920 3,700

最低（円） 3,710 3,400 3,850 3,810 3,620 3,240

　（注）最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。

３【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書提出日後、当半期報告書の提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。

　　役職の異動

新役名 新職名 旧役名 旧職名 氏名 異動年月日

　取締役

営業本部副本部長

兼販売会社統轄部

長兼営業開発部長

　取締役

営業本部副本部長

兼販売会社統轄部

長　

　髙松　富也 平成20年９月21日
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第５【経理の状況】

１．中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について

(1）当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成11年大蔵省令第

24号。以下「中間連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

  なお、前中間連結会計期間（平成19年１月21日から平成19年７月20日まで）は、改正前の中間連結財務諸表規則

に基づき、当中間連結会計期間（平成20年１月21日から平成20年７月20日まで）は、改正後の中間連結財務諸表規

則に基づいて作成しております。

(2）当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38号。

以下「中間財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。

  なお、前中間会計期間（平成19年１月21日から平成19年７月20日まで）は、改正前の中間財務諸表等規則に基づ

き、当中間会計期間（平成20年１月21日から平成20年７月20日まで）は、改正後の中間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、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前中間連結会計期間（平成19年１月21日から平成19年

７月20日まで）の中間連結財務諸表、及び前中間会計期間（平成19年１月21日から平成19年７月20日まで）の中間財

務諸表並びに当中間連結会計期間（平成20年１月21日から平成20年７月20日まで）の中間連結財務諸表、及び当中間

会計期間（平成20年１月21日から平成20年７月20日まで）の中間財務諸表について、あずさ監査法人により中間監査

を受けております。
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１【中間連結財務諸表等】

（１）【中間連結財務諸表】

①【中間連結貸借対照表】

　 　
前中間連結会計期間末
（平成19年７月20日）

当中間連結会計期間末
（平成20年７月20日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成20年１月20日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（資産の部） 　          

Ⅰ　流動資産 　          

１．現金及び預金 ※２  15,953   21,073   21,006  

２．受取手形及び売掛
金

※３  15,934   16,473   15,304  

３．有価証券 　  22,998   19,144   18,728  

４．たな卸資産 　  8,151   9,485   5,897  

５．繰延税金資産 　  548   777   668  

６．その他 　  1,702   1,900   2,386  

貸倒引当金 　  △20   △29   △24  

流動資産合計 　  65,268 61.2  68,824 64.3  63,967 60.8

Ⅱ　固定資産 　          

１．有形固定資産
※
１、
２

 7,794   7,776   7,669  

２．無形固定資産 　  2,462   2,511   2,533  

３．投資その他の資産 　          

(1）投資有価証券 　 26,206   22,561   25,761   

(2）繰延税金資産 　 376   870   650   

(3）その他 　 4,649   4,594   4,568   

貸倒引当金 　 △32 31,199  △20 28,006  △25 30,955  

固定資産合計 　  41,456 38.8  38,294 35.7  41,157 39.2

資産合計 　  106,725 100.0  107,118 100.0  105,125 100.0
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前中間連結会計期間末
（平成19年７月20日）

当中間連結会計期間末
（平成20年７月20日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成20年１月20日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（負債の部） 　          

Ⅰ　流動負債 　          

１．支払手形及び買掛
金

　  23,485   23,193   19,592  

２．一年内返済長期借入
金

※２  69   153   69  

３．未払金 　  5,525   5,147   5,740  

４．未払法人税等 　  850   701   1,601  

５．賞与引当金 　  691   814   882  

６．役員賞与引当金 　  14   14   -  

７．その他 　  2,518   2,987   2,705  

流動負債合計 　  33,155 31.0  33,012 30.9  30,591 29.1

Ⅱ　固定負債 　          

１．長期借入金 ※２  103   87   68  

２．預り保証金 　  2,699   2,619   2,674  

３．退職給付引当金 　  373   310   340  

４．役員退職慰労引当
金

　  412   559   438  

固定負債合計 　  3,588 3.4  3,577 3.3  3,522 3.4

負債合計 　  36,744 34.4  36,589 34.2  34,114 32.5

　 　          

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本 　          

１．資本金 　  1,924   1,924   1,924  

２．資本剰余金 　  1,464   1,464   1,464  

３．利益剰余金 　  65,527   66,573   66,900  

４．自己株式 　  △1   △1   △1  

株主資本合計 　  68,914 64.6  69,960 65.3  70,287 66.8

Ⅱ　評価・換算差額等 　          

１．その他有価証券評
価差額金

　  201   △537   △252  

評価・換算差額等合
計

　  201 0.2  △537 △0.5  △252 △0.2

Ⅲ　少数株主持分 　  865 0.8  1,106 1.0  976 0.9

純資産合計 　  69,981 65.6  70,528 65.8  71,011 67.5

負債及び純資産合計 　  106,725 100.0  107,118 100.0  105,125 100.0
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②【中間連結損益計算書】

　 　
前中間連結会計期間

（自　平成19年１月21日
至　平成19年７月20日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年１月21日
至　平成20年７月20日）

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（自　平成19年１月21日
至　平成20年１月20日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 　  77,583 100.0  76,875 100.0  159,000 100.0

Ⅱ　売上原価 　  36,159 46.6  35,894 46.7  74,448 46.8

売上総利益 　  41,423 53.4  40,981 53.3  84,551 53.2

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１  39,813 51.3  40,272 52.4  79,947 50.3

営業利益 　  1,609 2.1  709 0.9  4,604 2.9

Ⅳ　営業外収益 　          

１．受取利息 　 263   221   482   

２．有価証券売却益 　 4   6   -   

３．その他 　 169 437 0.6 193 420 0.5 286 768 0.4

Ⅴ　営業外費用 　          

１．支払利息 　 6   5   12   

２．有価証券売却損 　 -   -   11   

３．商品廃棄損 　 280   257   380   

４．資材廃棄損 　 21   13   48   

５．持分法による投資損
失

　 31   25   30   

６．その他 　 25 365 0.5 17 319 0.3 70 553 0.3

経常利益 　  1,681 2.2  810 1.1  4,819 3.0

税金等調整前中間
(当期)純利益

　  1,681 2.2  810 1.1  4,819 3.0

法人税、住民税及び
事業税

　 689   646   2,097   

法人税等調整額 　 18 708 0.9 △80 565 0.8 △67 2,029 1.3

少数株主利益 　  67 0.1  73 0.1  178 0.1

中間(当期)純利益 　  906 1.2  170 0.2  2,611 1.6
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③【中間連結株主資本等変動計算書】

前中間連結会計期間（自　平成19年１月21日　至　平成19年７月20日）

 
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

前連結会計年度末残高

 （百万円）
1,924 1,464 65,117 △1 68,505

当中間連結会計期間中の変動額      

剰余金の配当   △497  △497

中間純利益   906  906

自己株式の取得    △0 △0

株主資本以外の項目の当中間連

結会計期間中の変動額（純額）
    －

当中間連結会計期間中の変動額合計

（百万円）
－ － 409 △0 409

当中間連結会計期間末残高

（百万円）
1,924 1,464 65,527 △1 68,914

 

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

評価・換算差額等合
計

前連結会計年度末残高

（百万円）
434 434 800 69,740

当中間連結会計期間中の変動額     

剰余金の配当    △497

中間純利益    906

自己株式の取得    △0

株主資本以外の項目の当中間連

結会計期間中の変動額（純額）
△233 △233 64 △169

当中間連結会計期間中の変動額合計

（百万円）
△233 △233 64 240

当中間連結会計期間末残高

（百万円）
201 201 865 69,981

当中間連結会計期間（自　平成20年１月21日　至　平成20年７月20日）

 
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

前連結会計年度末残高

 （百万円）
1,924 1,464 66,900 △1 70,287

当中間連結会計期間中の変動額      

剰余金の配当   △497  △497

中間純利益   170  170

自己株式の取得    △0 △0

株主資本以外の項目の当中間連

結会計期間中の変動額（純額）
    -

当中間連結会計期間中の変動額合計

（百万円）
- - △326 △0 △326

当中間連結会計期間末残高

（百万円）
1,924 1,464 66,573 △1 69,960

 

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

評価・換算差額等合
計

前連結会計年度末残高

（百万円）
△252 △252 976 71,011

当中間連結会計期間中の変動額     
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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

評価・換算差額等合
計

剰余金の配当    △497

中間純利益    170

自己株式の取得    △0

株主資本以外の項目の当中間連

結会計期間中の変動額（純額）
△285 △285 129 △155

当中間連結会計期間中の変動額合計

（百万円）
△285 △285 129 △482

当中間連結会計期間末残高

（百万円）
△537 △537 1,106 70,528

前連結会計年度の連結株主資本等変動計算書（自　平成19年１月21日　至　平成20年１月20日）

 
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

前連結会計年度末残高

 （百万円）
1,924 1,464 65,117 △1 68,505

当連結会計年度中の変動額      

剰余金の配当   △828  △828

当期純利益   2,611  2,611

自己株式の取得    △0 △0

株主資本以外の項目の当連結会

計年度中の変動額（純額）
    -

当連結会計年度中の変動額合計

（百万円）
- - 1,782 △0 1,782

当連結会計年度末残高

（百万円）
1,924 1,464 66,900 △1 70,287

 

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

評価・換算差額等合
計

前連結会計年度末残高

（百万円）
434 434 800 69,740

当連結会計年度中の変動額     

剰余金の配当    △828

当期純利益    2,611

自己株式の取得    △0

株主資本以外の項目の当連結会

計年度中の変動額（純額）
△687 △687 175 △511

当連結会計年度中の変動額合計

（百万円）
△687 △687 175 1,270

当連結会計年度末残高

（百万円）
△252 △252 976 71,011
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④【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

　 　
前中間連結会計期間

（自　平成19年１月21日
至　平成19年７月20日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年１月21日
至　平成20年７月20日）

前連結会計年度の連結キャッ
シュ・フロー計算書
（自　平成19年１月21日
至　平成20年１月20日）

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フ
ロー

　    

税金等調整前中間(当期）純利
益

　 1,681 810 4,819

減価償却費 　 714 777 1,520

のれん償却額 　 - 3 4

役員退職慰労引当金の増加額 　 18 40 45

貸倒引当金の増加額 　 7 1 4

賞与引当金の増減額（△は減
少）

　 △181 △94 8

役員賞与引当金の増加額 　 14 14 -

受取利息及び配当金 　 △273 △242 △497

支払利息 　 6 5 12

持分法による投資損失 　 31 25 30

有価証券売却損益（△は利
益）

　 △4 △6 11

売上債権の増加額 　 △1,231 △1,317 △601

たな卸資産の増加額 　 △2,797 △3,470 △539

仕入債務の増加額 　 4,719 3,601 827

未払金の減少額 　 △1,151 △596 △502

その他の資産の増減額（△は
増加）

　 496 370 △91

その他の負債の増加額 　 254 289 160

小計 　 2,305 211 5,212

利息及び配当金の受取額 　 281 234 514

利息の支払額 　 △7 △11 △8

法人税等の支払額 　 △1,389 △1,496 △2,095

営業活動によるキャッシュ・フ
ロー

　 1,188 △1,062 3,622
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前中間連結会計期間

（自　平成19年１月21日
至　平成19年７月20日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年１月21日
至　平成20年７月20日）

前連結会計年度の連結キャッ
シュ・フロー計算書
（自　平成19年１月21日
至　平成20年１月20日）

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円）

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フ
ロー

　    

定期預金の預入れによる支出 　 △1,747 △1,848 △2,504

定期預金の払戻しによる収入 　 150 1,618 1,065

有価証券の取得による支出 　 － △7,790 △12,578

有価証券の売却による収入 　 1,300 20,094 3,898

有形・無形固定資産の取得に
よる支出

　 △2,081 △817 △2,717

有形固定資産の売却による収
入

　 0 15 38

投資有価証券の取得による支
出

　 △6,533 △3,809 △10,784

投資有価証券の売却による収
入

　 4,879 3,797 5,745

連結子会社の取得に伴う支出 　 － － △4

連結範囲の変更を伴う子会社
株式等の取得による収入

※２
　

－ 133 －

長期貸付金の回収による収入 　 12 22 34

その他 　 △28 △15 △8

投資活動によるキャッシュ・フ
ロー

　 △4,048 11,401 △17,815

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フ
ロー

　    

長期借入による収入 　 100 － 100

長期借入金の返済による支出 　 △31 △34 △66

配当金の支払額 　 △497 △497 △828

少数株主への配当金の支払額 　 △7 △50 △7

少数株主からの払込額 　 4 － 4

自己株式の取得による支出額 　 △0 △0 △0

財務活動によるキャッシュ・フ
ロー

　 △431 △581 △797

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算
差額

　 △0 1 0

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額(△
は減少)

　 △3,290 9,759 △14,991

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 　 33,868 18,877 33,868

Ⅶ　現金及び現金同等物の中間期末
（期末）残高

※１
　

30,577 28,636 18,877

　 　    

EDINET提出書類

ダイドードリンコ株式会社(E00424)

半期報告書

24/57



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前中間連結会計期間

（自　平成19年１月21日
至　平成19年７月20日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年１月21日
至　平成20年７月20日）

前連結会計年度
（自　平成19年１月21日
至　平成20年１月20日）

１．連結の範囲に関する事項 連結子会社は大同薬品工業㈱、㈱

ダイドービバレッジ静岡、㈱ダイ

ドービバレッジ東京、イー・ドリン

コ㈱、㈱ダイドービバレッジ・イー

スト、㈱ダイドービバレッジ大阪、

イー・カナゾン㈱及びセンタンビ

バレッジ㈱の８社であります。

　センタンビバレッジ㈱について

は、当中間連結会計期間において新

たに設立したことにより、連結の範

囲に含めることといたしました。

連結子会社は大同薬品工業㈱、㈱

ダイドービバレッジ静岡、㈱ダイ

ドービバレッジ東京、イー・ドリン

コ㈱、㈱ダイドービバレッジ・イー

スト、㈱ダイドービバレッジ大阪、

イー・ドリンコ神奈川㈱、イー・ド

リンコ関東㈱、㈱ダイドードリンコ

サービス栃木及びセンタンビバ

レッジ㈱の10社であります。

　㈱ダイドードリンコサービス栃木

については、平成20年５月の株式追

加取得に伴い当中間連結会計期間

より持分法適用の関連会社から連

結子会社となりました。また、同社

の中間決算日（平成20年５月20

日）をみなし取得日としているた

め、当連結会計期間は貸借対照表の

みを連結し、連結損益計算書におい

ては持分法を適用しております。

 また、平成20年１月21日より

イー・カナゾン㈱は、イー・ドリン

コ神奈川㈱に商号を変更いたしま

した。

 連結子会社は大同薬品工業㈱、

㈱ダイドービバレッジ静岡、㈱ダイ

ドービバレッジ東京、イー・ドリン

コ㈱、㈱ダイドービバレッジ・イー

スト、㈱ダイドービバレッジ大阪、

イー・カナゾン㈱、イー・ドリンコ

関東㈱及びセンタンビバレッジ㈱

の９社であります。

 イー・ドリンコ関東㈱及びセン

タンビバレッジ㈱については、当連

結会計年度において新たに設立し

たことにより、連結の範囲に含める

ことといたしました。

２．持分法の適用に関する事

項

持分法適用の関連会社はダイ

ドー・タケナカビバレッジ㈱及び

㈱ダイドードリンコサービス栃木

の2社であります。

持分法適用の関連会社はダイ

ドー・タケナカビバレッジ㈱の１

社であります。

持分法適用の関連会社はダイ

ドー・タケナカビバレッジ㈱及び

㈱ダイドードリンコサービス栃木

の２社であります。

３．連結子会社の中間決算日

(決算日)等に関する事項

　連結子会社のうち㈱ダイドービバ

レッジ静岡、イー・ドリンコ㈱、

イー・カナゾン㈱及びセンタンビ

バレッジ㈱の中間期の末日は、５月

20日であります。

　中間連結財務諸表の作成に当たっ

ては、同中間決算日現在の中間財務

諸表を使用しております。ただし、

５月21日から７月20日までの期間

に発生した重要な取引については、

連結上必要な調整を行っておりま

す。

　連結子会社のうち㈱ダイドービバ

レッジ静岡、イー・ドリンコ㈱、

イー・ドリンコ神奈川㈱、イー・ド

リンコ関東㈱、㈱ダイドードリンコ

サービス栃木及びセンタンビバ

レッジ㈱の中間期の末日は、５月20

日であります。

　中間連結財務諸表の作成に当たっ

ては、同中間決算日現在の中間財務

諸表を使用しております。ただし、

５月21日から７月20日までの期間

に発生した重要な取引については、

連結上必要な調整を行っておりま

す。

　連結子会社のうち、㈱ダイドービ

バレッジ静岡、イー・ドリンコ㈱、

イー・カナゾン㈱、イー・ドリンコ

関東㈱及びセンタンビバレッジ㈱

の決算日は11月20日であります。

　連結財務諸表の作成に当たって

は、同決算日現在の各社の財務諸表

を使用しております。ただし、11月

21日から翌年１月20日までの期間

に発生した重要な取引については、

連結上必要な調整を行っておりま

す。

４．会計処理基準に関する事

項

(1）重要な資産の評価基準及び評

価方法

①　有価証券

(1）重要な資産の評価基準及び評

価方法

①　有価証券

(1）重要な資産の評価基準及び評

価方法

①　有価証券

 （イ）満期保有目的の債券

　償却原価法（定額法）

（イ）満期保有目的の債券

　　　　　同左

（イ）満期保有目的の債券

　　　　　同左

 （ロ）その他有価証券

時価のあるもの

　中間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）

（ロ）その他有価証券

時価のあるもの

　同左

（ロ）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

時価のないもの

同左
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成19年１月21日
至　平成19年７月20日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年１月21日
至　平成20年７月20日）

前連結会計年度
（自　平成19年１月21日
至　平成20年１月20日）

 ② たな卸資産

(イ)商品

　移動平均法による原価法

　ただし、一部の連結子会社に

ついては最終仕入原価法

② たな卸資産

(イ)商品

同左

② たな卸資産

(イ)商品

同左

 (ロ)製品・原材料

　総平均法による原価法

(ロ)製品・原材料

同左

(ロ)製品・原材料

同左

 (ハ)貯蔵品

　最終仕入原価法

(ハ)貯蔵品

同左

(ハ)貯蔵品

同左

 (2）重要な減価償却資産の減価償

却の方法

① 有形固定資産

　定率法

　ただし、一部の連結子会社につ

いては、平成10年４月１日以降取

得した建物（建物附属設備を除

く）については定額法

　なお、耐用年数及び残存価額に

ついては、主として法人税法に規

定する方法と同一の基準によっ

ております。

(2）重要な減価償却資産の減価償

却の方法

① 有形固定資産

同左

(2）重要な減価償却資産の減価償

却の方法

① 有形固定資産

同左

 ② 無形固定資産

　定額法

　ただし、ソフトウェア（自社利

用分）については、社内における

利用可能期間（５年）に基づく

定額法

② 無形固定資産

同左

② 無形固定資産

同左

 (3）重要な引当金の計上基準

① 貸倒引当金

　債権の貸倒による損失に備える

ため、一般債権については貸倒実

績率により、貸倒懸念債権等特定

の債権については個別に回収可

能性を勘案し、回収不能見込額を

計上しております。

(3）重要な引当金の計上基準

① 貸倒引当金

同左

(3）重要な引当金の計上基準

① 貸倒引当金

同左

 ② 賞与引当金

　従業員に対する賞与の支給に備

えるため、将来の支給見込額のう

ち、当中間連結会計期間対応分相

当額を計上しております。

② 賞与引当金

同左

② 賞与引当金

　従業員に対する賞与の支給に備

えるため、将来の支給見込額のう

ち、当期対応分相当額を計上して

おります。
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成19年１月21日
至　平成19年７月20日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年１月21日
至　平成20年７月20日）

前連結会計年度
（自　平成19年１月21日
至　平成20年１月20日）

 ③ 役員賞与引当金

　役員に対する賞与の支給に備え

るため、将来の支給見込額のう

ち、当中間連結会計期間対応分相

当額を計上しております。 

③ 役員賞与引当金

同左

③　　　─────

 ④ 退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるた

め、当連結会計年度末における退

職給付債務及び年金資産の見込

額に基づき、当中間連結会計期間

末において発生していると認め

られる額を計上しております。

　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（５年）による定額法に

より按分した額をそれぞれ発生

の翌連結会計年度より費用処理

することとしております。

④ 退職給付引当金

同左

④ 退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるた

め、当連結会計年度末における退

職給付債務及び年金資産の見込

額に基づき計上しております。

　数理計算上の差異については、

各連結会計年度の発生時におけ

る従業員の平均残存勤務期間以

内の一定の年数（５年）による

定額法により按分した額をそれ

ぞれ発生の翌連結会計年度より

費用処理することとしておりま

す。

 ⑤ 役員退職慰労引当金

　役員退職慰労金の支給に備える

ため、内規に基づく当中間連結会

計期間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

⑤ 役員退職慰労引当金

　役員退職慰労金の支給に備える

ため、内規に基づく期末要支給額

を計上しております。

 (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。

(4）重要なリース取引の処理方法

同左

(4）重要なリース取引の処理方法

同左

 (5）その他中間連結財務諸表作成

のための重要な事項

① 消費税等の会計処理

　消費税等の会計処理は税抜方式

によっております。

(5）その他中間連結財務諸表作成

のための重要な事項

① 消費税等の会計処理

同左

(5）その他連結財務諸表作成のた

めの重要な事項

① 消費税等の会計処理

同左

 ② 法人税、住民税及び事業税の算

出方法

　当中間連結会計期間に係る納付

税額及び法人税等調整額は、当連

結会計年度において予定してい

る特別償却準備金の取崩しを前

提として、当中間連結会計期間に

係る金額を計算しております。

② 法人税、住民税及び事業税の算

出方法

同左

②　　　─────

５．中間連結キャッシュ・フ

ロー計算書（連結キャッ

シュ・フロー計算書）に

おける資金の範囲

　中間連結キャッシュ・フロー計算

書における資金(現金及び現金同等

物)は、手許現金、随時引き出し可能

な預金及び容易に換金可能であり、

かつ、価値の変動について僅少なリ

スクしか負わない取得日から３ヵ

月以内に償還期限の到来する短期

投資からなっております。

同左 　連結キャッシュ・フロー計算書に

おける資金(現金及び現金同等物)

は、手許現金、随時引き出し可能な

預金及び容易に換金可能であり、か

つ、価値の変動について僅少なリス

クしか負わない取得日から３ヵ月

以内に償還期限の到来する短期投

資からなっております。
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前中間連結会計期間
（自　平成19年１月21日
至　平成19年７月20日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年１月21日
至　平成20年７月20日）

前連結会計年度
（自　平成19年１月21日
至　平成20年１月20日）

固定資産の減価償却の方法の変更

　当中間連結会計期間より、法人税

法の改正（（所得税法等の一部を

改正する法律　平成19年３月30日　

法律第６号）及び（法人税法施行

令の一部を改正する政令　平成19年

３月30日　政令第83号））に伴い、

平成19年４月１日以降に取得した

ものについては、改正後の法人税法

に基づく方法に変更しております。

　なお、この変更に伴う当中間連結

会計期間の損益に与える影響は軽

微であります。

　 　　　　───── 固定資産の減価償却の方法の変更

　当連結会計年度より、法人税法の

改正（（所得税法等の一部を改正

する法律　平成19年３月30日　法律

第６号）及び（法人税法施行令の

一部を改正する政令　平成19年３月

30日　政令第83号））に伴い、平成

19年４月１日以降に取得したもの

については、改正後の法人税法に基

づく方法に変更しております。

　なお、この変更に伴う当連結会計

年度の損益に与える影響は軽微で

あります。

追加情報

前中間連結会計期間
（自　平成19年１月21日
至　平成19年７月20日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年１月21日
至　平成20年７月20日）

前連結会計年度
（自　平成19年１月21日
至　平成20年１月20日）

　 　　　　───── 固定資産の減価償却の方法の変更

　当中間連結会計期間より、法人税

法の改正（（所得税法等の一部を

改正する法律　平成19年３月30日　

法律第６号）及び（法人税法施行

令の一部を改正する政令　平成19年

３月30日　政令第83号））に伴い、

平成19年３月31日以前に取得した

ものについては、償却可能限度額ま

で償却が終了した翌連結会計年度

から５年間で均等償却する方法に

変更しております。

　なお、この変更に伴う当中間連結

会計期間の損益に与える影響は軽

微であります。

　 　　　　─────
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注記事項

（中間連結貸借対照表関係）

前中間連結会計期間末
（平成19年７月20日）

当中間連結会計期間末
（平成20年７月20日）

前連結会計年度
（平成20年１月20日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額

    6,268百万円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

         6,864百万円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

          6,593百万円

※２　担保に供している資産

定期預金　　　    365百万円

このうち15百万円は、解約した

賃借不動産の賃料保証をする

ものであり、350百万円は長期

借入金172百万円（うち一年内

返済長期借入金69百万円）の

担保に供しているものであり

ます。

※２　担保に供している資産

定期預金　　　    362百万円

土地　　　　　　　 86百万円

定期預金のうち12百万円は、解

約した賃借不動産の賃料保証

をするものであり、350百万円

は長期借入金103百万円（うち

一年内返済長期借入金49百万

円）の担保に供しているもの

であります。また、土地の86百

万円は、長期借入金34百万円

（うち一年内返済長期借入金

10百万円）の担保に供してい

るものであります。

※２　担保に供している資産

定期預金　　　    365百万円

このうち15百万円は、解約した

賃借不動産の賃料保証をする

ものであり、350百万円は長期

借入金138百万円（うち一年内

返済長期借入金69百万円）の

担保に供しているものであり

ます。

※３　　　　───── ※３　中間連結会計期間末日満期手形

中間連結会計期間末日満期手

形の会計処理については、手形

交換日をもって決済処理をし

ております。なお、当中間連結

会計期間末日が金融機関の休

日であったため、次の中間連結

会計期間末日満期手形が中間

連結会計期間末残高に含まれ

ております。

受取手形　　　    382百万円

※３　連結会計年度末日満期手形

連結会計年度末日満期手形の

会計処理については、手形交換

日をもって決済処理をしてお

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、次の連結会計年度末日

満期手形が連結会計年度末残

高に含まれております。

受取手形　　　    666百万円
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（中間連結損益計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成19年１月21日
至　平成19年７月20日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年１月21日
至　平成20年７月20日）

前連結会計年度
（自　平成19年１月21日
至　平成20年１月20日）

※１　販売費及び一般管理費のうち主

要な費目及び金額は次のとお

りであります。

※１　販売費及び一般管理費のうち主

要な費目及び金額は次のとお

りであります。

※１　販売費及び一般管理費のうち主

要な費目及び金額は次のとお

りであります。

発送配達費 2,185百万円

広告宣伝費 2,671

販売促進費 8,075

自販機維持管理費 1,751

給与手当 6,795

従業員賞与 1,193

賞与引当金繰入額 593

退職給付費用 376

役員退職慰労引当

金繰入額
24

役員賞与引当金繰

入額
14

リース料 7,424

減価償却費 430

発送配達費  2,197百万円

広告宣伝費 2,410

販売促進費 8,552

自販機維持管理費 1,651

給与手当 7,029

従業員賞与 1,189

賞与引当金繰入額 744

退職給付費用 340

役員退職慰労引当

金繰入額
41

役員賞与引当金繰

入額
14

リース料 7,081

減価償却費 513

発送配達費 4,407百万円

広告宣伝費 5,842

販売促進費 16,657

自販機維持管理費 3,168

給与手当 13,672

従業員賞与 2,877

賞与引当金繰入額 854

退職給付費用 729

役員退職慰労引当

金繰入額
51

リース料 14,620

減価償却費 942
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（中間連結株主資本等変動計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成19年１月21日
至　平成19年７月20日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年１月21日
至　平成20年７月20日）

前連結会計年度
（自　平成19年１月21日
至　平成20年１月20日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株

式の種類及び株式数に関する事項

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株

式の種類及び株式数に関する事項

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株

式の種類及び株式数に関する事項

 発行済株式 自己株式

  普通株式
（株）

 普通株式
（株）

前連結会計年度
末株式数

16,568,500 413

当中間連結会計
期間増加株式数

－ 2

当中間連結会計
期間減少株式数

－ －

当中間連結会計
期間末株式数 

16,568,500 415

 発行済株式 自己株式

  普通株式
（株）

 普通株式
（株）

前連結会計年度
末株式数

16,568,500 546

当中間連結会計
期間増加株式数

－ 26

当中間連結会計
期間減少株式数

－ －

当中間連結会計
期間末株式数 

16,568,500 572

 発行済株式 自己株式

  普通株式
（株）

 普通株式
（株）

前連結会計年度
末株式数

16,568,500 413

当連結会計年度
増加株式数

－ 133

当連結会計年度
減少株式数

－ －

当連結会計年度
末株式数 

16,568,500 546

 （注）自己株式の株式数の増加２株は、単元

未満株式の買取による増加であります。

 （注）自己株式の株式数の増加26株は、単元

未満株式の買取による増加であります。

 （注）自己株式の株式数の増加133株は、単

元未満株式の買取による増加でありま

す。

２．配当に関する事項 ２．配当に関する事項 ２．配当に関する事項

（1）配当金支払額

平成19年４月18日開催の定時株主

総会において次のとおり決議してお

ります。

（1）配当金支払額

平成20年４月16日開催の定時株主

総会において次のとおり決議してお

ります。

（1）配当金支払額

平成19年４月18日開催の定時株主

総会において次のとおり決議してお

ります。

普通株式の配当に関する事項

①配当金の総額    497百万円

②１株当たり配当額 30円

③基準日 平成19年１月20日

④効力発生日 平成19年４月19日

普通株式の配当に関する事項

①配当金の総額       497百万円

②１株当たり配当額   30円

③基準日 平成20年１月20日

④効力発生日 平成20年４月17日

普通株式の配当に関する事項

①配当金の総額       497百万円

②１株当たり配当額   30円

③基準日 平成19年１月20日

④効力発生日 平成19年４月19日

　 　 　平成19年９月３日開催の取締役会に

おいて次のとおり決議しております。

　 　 普通株式の配当に関する事項

①配当金の総額    331百万円

②１株当たり配当額   20円

③基準日 平成19年７月20日

④効力発生日 平成19年９月26日

（2）基準日が当中間連結会計期間に属する

配当のうち、配当の効力発生日が当中

間連結会計期間後となるもの

　平成19年９月３日開催の取締役会に

おいて次のとおり決議しております。

（2）基準日が当中間連結会計期間に属する

配当のうち、配当の効力発生日が当中

間連結会計期間後となるもの

　平成20年８月29日開催の取締役会に

おいて次のとおり決議しております。

（2）基準日が当連結会計期間に属する配当

のうち、配当の効力発生日が翌連結会

計年度となるもの

　平成20年４月16日開催の定時株主総

会において次のとおり決議しておりま

す。

普通株式の配当に関する事項

①配当金の総額 331百万円

②配当の原資 利益剰余金

③１株当たり配当額 20円

④基準日 平成19年７月20日

⑤効力発生日 平成19年９月26日

普通株式の配当に関する事項

①配当金の総額    331百万円

②配当の原資 利益剰余金

③１株当たり配当額   20円

④基準日 平成20年７月20日

⑤効力発生日 平成20年９月26日

普通株式の配当に関する事項

①配当金の総額    497百万円

②配当の原資 利益剰余金

③１株当たり配当額   30円

④基準日 平成20年１月20日

⑤効力発生日 平成20年４月17日
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（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成19年１月21日
至　平成19年７月20日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年１月21日
至　平成20年７月20日）

前連結会計年度
（自　平成19年１月21日
至　平成20年１月20日）

※１　現金及び現金同等物の中間期末

残高と中間連結貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係

※１　現金及び現金同等物の中間期末

残高と中間連結貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係

※１　現金及び現金同等物の期末残高

と連結貸借対照表に掲記されてい

る科目の金額との関係

（平成19年７月20日現在） （平成20年７月20日現在） （平成20年１月20日現在）

現金及び預金勘定 15,953百万円

有価証券勘定 16,916 　

預入期間が３ヵ月

を超える定期預金

△2,292 　

現金及び現金同等物 30,577百万円

現金及び預金勘定 21,073百万円

有価証券勘定 10,004 　

預入期間が３ヵ月

を超える定期預金

△2,440 　

現金及び現金同等物 28,636百万円

現金及び預金勘定 21,006百万円

有価証券勘定 － 　

預入期間が３ヵ月

を超える定期預金

△2,128 　

現金及び現金同等物 18,877百万円

　 　 　

※２  　　　　───── ※２　株式の追加取得により新たに連

結子会社となった会社の資産及び

負債の主な内訳

　　　株式の追加取得により新たに連結

子会社となった会社の連結開始時

の資産及び負債の内訳並びに当該

会社株式の取得価額と「連結範囲

の変更を伴う子会社株式等の取得

による収入」（純額）との関係は

次のとおりであります。

 

　㈱ダイドードリンコサービス栃木

（平成20年５月20日現在）

　流動資産 406百万円

　固定資産 280 　

　のれん 3 　

　流動負債 △359 　

　固定負債 △113 　

　有価証券評価差額 △2 　

　少数株主持分 △105 　

支配獲得時までの持

分法評価額

△53 　

追加取得した株式の

取得価額

55百万円

　現金及び現金同等物 188 　

差引：連結範囲の変

更を伴う子会社株式

等の取得による収入

133百万円

※２  　　　　─────
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（リース取引関係）

前中間連結会計期間
（自　平成19年１月21日
至　平成19年７月20日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年１月21日
至　平成20年７月20日）

前連結会計年度
（自　平成19年１月21日
至　平成20年１月20日）

１．リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外の

ファイナンス・リース取引(借主側)

１．リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外の

ファイナンス・リース取引(借主側)

１．リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外の

ファイナンス・リース取引(借主側)

①　リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間

期末残高相当額

①　リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間

期末残高相当額

①　リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び期末

残高相当額

　

取得価
額相当
額

(百万円)

減価償
却累計
額相当
額

(百万円)

中間期
末残高
相当額

(百万円)

機械装置及び
運搬具

2,251 1,357 894

工具、器具及
び備品

53,926 27,921 26,004

合計 56,178 29,279 26,899

　

取得価
額相当
額

(百万円)

減価償
却累計
額相当
額

(百万円)

中間期
末残高
相当額

(百万円)

機械装置及び
運搬具

2,012 1,392 619

工具、器具及
び備品

51,434 25,606 25,828

合計 53,446 26,999 26,447

　

取得価
額相当
額

(百万円)

減価償
却累計
額相当
額

(百万円)

期末残
高相当
額

(百万円)

機械装置及び
運搬具

2,270 1,489 781

工具、器具及
び備品

53,161 27,881 25,280

合計 55,432 29,370 26,061

②　未経過リース料中間期末残高相

当額

②　未経過リース料中間期末残高相

当額

②　未経過リース料期末残高相当額

１年内 12,333百万円

１年超 15,408百万円

合計 27,742百万円

１年内 11,682百万円

１年超 15,406百万円

合計 27,089百万円

１年内 11,888百万円

１年超 15,023百万円

合計 26,912百万円

③　支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額

③　支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額

③　支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額

支払リース料 8,189百万円

減価償却費相当額 7,261百万円

支払利息相当額 790百万円

支払リース料 7,657百万円

減価償却費相当額 6,862百万円

支払利息相当額 787百万円

支払リース料 16,009百万円

減価償却費相当額 14,297百万円

支払利息相当額 1,588百万円

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

存価額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

④　減価償却費相当額の算定方法

同左

⑤　利息相当額の算定方法

　リース料総額とリース物件の取

得価額相当額との差額を利息相

当額とし、各期への配分方法につ

いては、利息法によっておりま

す。

⑤　利息相当額の算定方法

同左

⑤　利息相当額の算定方法

同左

２．オペレーティング・リース取引 ２．オペレーティング・リース取引 ２．オペレーティング・リース取引

未経過リース料(借主側) 未経過リース料(借主側) 未経過リース料(借主側)

１年内 662百万円

１年超 1,279百万円

合計 1,942百万円

１年内 707百万円

１年超 1,282百万円

合計 1,989百万円

１年内 643百万円

１年超 1,230百万円

合計 1,874百万円

（減損損失）

　リース資産に配分された減損損失はあ

りませんので、項目等の記載は省略して

おります。

（減損損失）

同左

（減損損失）

同左
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（有価証券関係）

前中間連結会計期間末（平成19年７月20日現在）

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの

　
中間連結貸借対照表計
上額（百万円）

時価（百万円） 差額（百万円）

（1）国債・地方債等 － － －

（2）社債 － － －

（3）その他 3,700 3,382 △317

合計 3,700 3,382 △317

２．その他有価証券で時価のあるもの

　 取得原価（百万円）
中間連結貸借対照表計
上額（百万円）

差額（百万円）

（1）株式 695 1,759 1,063

（2）債券    

国債・地方債等 13,565 13,496 △68

社債 4,787 4,757 △30

その他 8,798 8,170 △628

（3）その他 355 358 2

合計 28,203 28,542 338

（注）減損処理にあたっては、中間連結会計期間末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には全て減損処

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

いて減損処理を行うこととしております。

３．時価評価されていない主な有価証券の内容

　 中間連結貸借対照表計上額（百万円）

その他有価証券  

キャッシュ・リクイディティ・ファンド 7,000

キャッシュ・リザーブ・ファンド 4,608

フリー・ファイナンシャル・ファンド 2,504

キャッシュ・ファンド 2,002

非上場株式 562

当中間連結会計期間末（平成20年７月20日現在）

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの

　
中間連結貸借対照表計
上額（百万円）

時価（百万円） 差額（百万円）

（1）国債・地方債等 － － －

（2）社債 － － －

（3）その他 2,900 2,391 △508

合計 2,900 2,391 △508

２．その他有価証券で時価のあるもの
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　 取得原価（百万円）
中間連結貸借対照表計
上額（百万円）

差額（百万円）

（1）株式 1,217 1,526 308

（2）債券    

国債・地方債等 22,086 22,093 7

社債 6,082 6,063 △19

その他 9,098 7,971 △1,126

（3）その他 426 352 △73

合計 38,911 38,007 △903

（注）減損処理にあたっては、中間連結会計期間末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には全て減損処

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

いて減損処理を行うこととしております。

３．時価評価されていない主な有価証券の内容

　 中間連結貸借対照表計上額（百万円）

その他有価証券  

非上場株式 598

前連結会計年度末（平成20年１月20日現在）

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの

　
連結貸借対照表計上額

（百万円）
時価（百万円） 差額（百万円）

（1）国債・地方債等 － － －

（2）社債 － － －

（3）その他 3,500 3,126 △373

合計 3,500 3,126 △373

２．その他有価証券で時価のあるもの

　 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）

（1）株式 1,045 1,515 469

（2）債券    

国債・地方債等 24,858 24,896 38

社債 5,088 5,106 18

その他 9,198 8,302 △895

（3）その他 354 299 △55

合計 40,544 40,120 △424

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

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

を行うこととしております。

３．時価評価されていない主な有価証券の内容
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　 連結貸借対照表計上額（百万円）

その他有価証券  

非上場株式 588
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（デリバティブ取引関係）

　前中間連結会計期間（自平成19年１月21日　至平成19年７月20日）、当中間連結会計期間（自平成20年１月21日至

平成20年７月20日）及び前連結会計年度（自平成19年１月21日　至平成20年１月20日）において、デリバティブ取

引を利用していないので、該当事項はありません。

（ストック・オプション等関係）

　前中間連結会計期間（自平成19年１月21日　至平成19年７月20日）、当中間連結会計期間（自平成20年１月21日至

平成20年７月20日）及び前連結会計年度（自平成19年１月21日　至平成20年１月20日）において、ストック・オプ

ション等を利用していないので、該当事項はありません。

（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

　前中間連結会計期間（自平成19年１月21日　至平成19年７月20日）、当中間連結会計期間（自平成20年１月21日

　至平成20年７月20日）及び前連結会計年度（自平成19年１月21日　至平成20年１月20日）において、飲料事業以

外に事業の種類がないため該当事項はありません。

【所在地別セグメント情報】

　前中間連結会計期間（自平成19年１月21日　至平成19年７月20日）、当中間連結会計期間（自平成20年１月21日

　至平成20年７月20日）及び前連結会計年度（自平成19年１月21日　至平成20年１月20日）において、本邦以外の

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

【海外売上高】

　前中間連結会計期間（自平成19年１月21日　至平成19年７月20日）、当中間連結会計期間（自平成20年１月21日

　至平成20年７月20日）及び前連結会計年度（自平成19年１月21日　至平成20年１月20日）において、海外売上高

がないため、該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

前中間連結会計期間
（自　平成19年１月21日
至　平成19年７月20日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年１月21日
至　平成20年７月20日）

前連結会計年度
（自　平成19年１月21日
至　平成20年１月20日）

１株当たり純資産額 4,171.62円

１株当たり中間純利益 54.72円

１株当たり純資産額 4,190.18円

１株当たり中間純利益 10.28円

１株当たり純資産額 4,227.12円

１株当たり当期純利益 157.61円

　なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益金額については、潜在株式が

存在しないため記載しておりません。

　同左 　なお、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益金額については、潜在株式が

存在しないため記載しておりません。

　（注）１．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　
前中間連結会計期間末
（平成19年７月20日）

当中間連結会計期間末
（平成20年７月20日）

前連結会計年度
(平成20年１月20日）

純資産の部の合計額（百万円） 69,981 70,528 71,011

純資産の部の合計額から控除する金額

(百万円)
865 1,106 976

（うち少数株主持分） (865) (1,106) (976)

普通株式に係る中間期末（期末）の純

資産額（百万円）
69,115 69,422 70,034

中間期末（期末）の普通株式の数

（株）
16,568,085 16,567,928 16,567,954

　　　　２．１株当たり中間（当期）純利益金額算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　
前中間連結会計期間

(自　平成19年１月21日
至　平成19年７月20日)

当中間連結会計期間
(自　平成20年１月21日
至　平成20年７月20日)

前連結会計年度
(自　平成19年１月21日
至　平成20年１月20日)

中間（当期）純利益（百万円） 906 170 2,611

普通株主に帰属しない金額(百万円) － － －

普通株式に係る中間（当期）純利益

（百万円）
906 170 2,611

期中平均株式数（株） 16,568,085 16,567,943 16,568,066

（重要な後発事象）

前中間連結会計期間
（自　平成19年１月21日
至　平成19年７月20日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年１月21日
至　平成20年７月20日）

前連結会計年度
（自　平成19年１月21日
至　平成20年１月20日）

───── 　中国市場における飲料ビジネスの展開を図

ることを目的として、当社100％出資の現地法

人を設立し、平成20年７月22日に資本金の払

い込みをいたしました。

名称 上海大徳多林克商貿有限公司

住所　 中国上海市長寧区遵義路107号

安泰ビル708室

代表者の氏名 董事長　髙松　富博

資本金 日本円　５億9,200万円

事業の内容 飲料及び食品の卸売業

─────
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（２）【その他】

　該当事項はありません。
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２【中間財務諸表等】

（１）【中間財務諸表】

①【中間貸借対照表】

　 　
前中間会計期間末
（平成19年７月20日）

当中間会計期間末
（平成20年７月20日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成20年１月20日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（資産の部） 　          

Ⅰ　流動資産 　          

１．現金及び預金 ※２ 7,120   10,163   10,892   

２．受取手形 ※４ 2,013   2,547   2,405   

３．売掛金 　 14,260   14,374   12,777   

４．有価証券 　 22,998   18,743   18,527   

５．たな卸資産 　 6,982   7,947   4,765   

６．繰延税金資産 　 329   459   453   

７．その他 　 3,129   3,356   3,669   

貸倒引当金 　 △1   △1   △1   

流動資産合計 　  56,833 60.1  57,591 62.2  53,489 58.5

Ⅱ　固定資産 　          

１．有形固定資産 ※１ 3,244   3,160   3,198   

２．無形固定資産 　 1,524   1,522   1,646   

３．投資その他の資産 　          

(1）投資有価証券 　 25,474   22,275   25,237   

(2）関係会社株式 　 2,049   2,195   2,139   

(3）繰延税金資産 　 221   690   511   

(4）その他 　 5,204   5,136   5,285   

貸倒引当金 　 △18   △15   △16   

投資その他の資産合
計

　 32,931   30,282   33,158   

固定資産合計 　  37,700 39.9  34,965 37.8  38,002 41.5

資産合計 　  94,534 100.0  92,556 100.0  91,492 100.0
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前中間会計期間末
（平成19年７月20日）

当中間会計期間末
（平成20年７月20日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成20年１月20日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（負債の部） 　          

Ⅰ　流動負債 　          

１．支払手形 　 1   1   2   

２．買掛金 　 22,199   21,384   17,862   

３．未払金 　 5,511   5,169   5,615   

４．未払法人税等 　 360   78   1,032   

５．賞与引当金 　 515   528   672   

６．役員賞与引当金 　 10   11   -   

７．その他 ※３ 1,882   1,941   1,911   

流動負債合計 　  30,482 32.2  29,115 31.5  27,097 29.6

Ⅱ　固定負債 　          

１．預り保証金 　 2,368   2,226   2,351   

２．退職給付引当金 　 298   244   282   

３．役員退職慰労引当
金

　 355   395   374   

固定負債合計 　  3,021 3.2  2,865 3.1  3,008 3.3

負債合計 　  33,504 35.4  31,981 34.6  30,105 32.9

　 　          

（純資産の部） 　          

Ⅰ　株主資本 　          

１．資本金 　  1,924   1,924   1,924  

２．資本剰余金 　          

(1）資本準備金 　 1,464   1,464   1,464   

資本剰余金合計 　  1,464   1,464   1,464  

３．利益剰余金 　          

(1）利益準備金 　 137   137   137   

(2）その他利益剰余金 　          

特別償却準備金 　 2   0   0   

別途積立金 　 55,650   55,650   55,650   

繰越利益剰余金 　 1,667   1,952   2,477   

利益剰余金合計 　  57,457   57,740   58,265  

４．自己株式 　  △1   △1   △1  

株主資本合計 　  60,844 64.4  61,127 66.0  61,652 67.4

Ⅱ　評価・換算差額等 　          

１．その他有価証券評
価差額金

　  185   △551   △265  

評価・換算差額等合
計

　  185 0.2  △551 △0.6  △265 △0.3

純資産合計 　  61,030 64.6  60,575 65.4  61,386 67.1

負債及び純資産合計 　  94,534 100.0  92,556 100.0  91,492 100.0
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②【中間損益計算書】

　 　
前中間会計期間

（自　平成19年１月21日
至　平成19年７月20日）

当中間会計期間
（自　平成20年１月21日
至　平成20年７月20日）

前事業年度の要約損益計算書
（自　平成19年１月21日
至　平成20年１月20日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 　  67,071 100.0  63,952 100.0  136,155 100.0

Ⅱ　売上原価 　  33,691 50.2  32,653 51.1  68,656 50.4

売上総利益 　  33,380 49.8  31,299 48.9  67,498 49.6

Ⅲ　販売費及び一般管理費 　  32,651 48.7  31,462 49.2  64,924 47.7

営業利益又は営業
損失（△）

　  729 1.1  △162 △0.3  2,573 1.9

Ⅳ　営業外収益 ※１  507 0.8  514 0.8  774 0.6

Ⅴ　営業外費用 ※２  320 0.5  274 0.4  499 0.4

経常利益 　  916 1.4  77 0.1  2,849 2.1

税引前中間(当期)純
利益

　  916 1.4  77 0.1  2,849 2.1

法人税、住民税及び
事業税

　 260   96   1,160   

法人税等調整額 　 155 415 0.7 9 105 0.1 49 1,209 0.9

中間(当期)純利益又
は中間純損失
（△）

　  500 0.7  △28 △0.0  1,639 1.2
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③【中間株主資本等変動計算書】

前中間会計期間（自　平成19年１月21日　至　平成19年７月20日）

 

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
資本剰余
金合計

利益準備
金

その他利益剰余金
利益剰余
金合計特別償却

準備金
別途積立
金

繰越利益
剰余金

前事業年度末残高

（百万円）
1,924 1,464 1,464 137 2 55,650 1,664 57,454 △1 60,841

当中間会計期間中の変動額           

剰余金の配当       △497 △497  △497

中間純利益       500 500  500

自己株式の取得         △0 △0

株主資本以外の項目の当中間会計

期間中の変動額（純額）
         －

当中間会計期間中の変動額合計

（百万円）
－ － － － － － 3 3 △0 3

当中間会計期間末残高

（百万円）
1,924 1,464 1,464 137 2 55,650 1,667 57,457 △1 60,844

 

評価・換算差額等

純資産合
計

その他有
価証券評
価差額金

評価・換
算差額等
合計

前事業年度末残高

（百万円）
417 417 61,258

当中間会計期間中の変動額    

剰余金の配当   △497

中間純利益   500

自己株式の取得   △0

株主資本以外の項目の当中間会計

期間中の変動額（純額）
△231 △231 △231

当中間会計期間中の変動額合計

（百万円）
△231 △231 △228

当中間会計期間末残高

（百万円）
185 185 61,030

当中間会計期間（自　平成20年１月21日　至　平成20年７月20日）

 

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
資本剰余
金合計

利益準備
金

その他利益剰余金
利益剰余
金合計特別償却

準備金
別途積立
金

繰越利益
剰余金

前事業年度末残高

（百万円）
1,924 1,464 1,464 137 0 55,650 2,477 58,265 △1 61,652

当中間会計期間中の変動額           

剰余金の配当       △497 △497  △497

中間純損失       △28 △28  △28

自己株式の取得         △0 △0

株主資本以外の項目の当中間会計

期間中の変動額（純額）
         -

当中間会計期間中の変動額合計

（百万円）
- - - - - - △525 △525 △0 △525

当中間会計期間末残高

（百万円）
1,924 1,464 1,464 137 0 55,650 1,952 57,740 △1 61,127
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評価・換算差額等

純資産合
計

その他有
価証券評
価差額金

評価・換
算差額等
合計

前事業年度末残高

（百万円）
△265 △265 61,386

当中間会計期間中の変動額    

剰余金の配当   △497

中間純損失   △28

自己株式の取得   △0

株主資本以外の項目の当中間会計

期間中の変動額（純額）
△286 △286 △286

当中間会計期間中の変動額合計

（百万円）
△286 △286 △811

当中間会計期間末残高

（百万円）
△551 △551 60,575

前事業年度の株主資本等変動計算書（自　平成19年１月21日　至　平成20年１月20日）

 

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
資本剰余
金合計

利益準備
金

その他利益剰余金
利益剰余
金合計特別償却

準備金
別途積立
金

繰越利益
剰余金

前事業年度末残高

（百万円）
1,924 1,464 1,464 137 2 55,650 1,664 57,454 △1 60,841

当事業年度中の変動額           

特別償却準備金の取崩し     △2  2 -  -

剰余金の配当       △828 △828  △828

当期純利益       1,639 1,639  1,639

自己株式の取得         △0 △0

株主資本以外の項目の当事業年度

中の変動額（純額）
         -

当事業年度中の変動額合計

（百万円）
- - - - △2 - 813 811 △0 810

当事業年度末残高

（百万円）
1,924 1,464 1,464 137 0 55,650 2,477 58,265 △1 61,652

 

評価・換算差額等

純資産合
計

その他有
価証券評
価差額金

評価・換
算差額等
合計

前事業年度末残高

（百万円）
417 417 61,258

当事業年度中の変動額    

特別償却準備金の取崩し   -

剰余金の配当   △828

当期純利益   1,639

自己株式の取得   △0

株主資本以外の項目の当事業年度

中の変動額（純額）
△682 △682 △682

当事業年度中の変動額合計

（百万円）
△682 △682 127

当事業年度末残高

（百万円）
△265 △265 61,386
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前中間会計期間

（自　平成19年１月21日
至　平成19年７月20日）

当中間会計期間
（自　平成20年１月21日
至　平成20年７月20日）

前事業年度
（自　平成19年１月21日
至　平成20年１月20日）

１．資産の評価基準及び評価

方法

(1）有価証券

①満期保有目的の債券

　償却原価法（定額法）

(1）有価証券

①満期保有目的の債券

同左

(1)有価証券

①満期保有目的の債券

同左

 ②子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法

②子会社株式及び関連会社株式

同左

②子会社株式及び関連会社株式

同左

 ③その他有価証券

時価のあるもの

　中間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）

③その他有価証券

時価のあるもの

同左

③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

時価のないもの

同左

 (2）たな卸資産

①商品

移動平均法による原価法

(2）たな卸資産

①商品

同左

(2)たな卸資産

①商品

同左

 ②貯蔵品

最終仕入原価法

②貯蔵品

同左

②貯蔵品

同左

２．固定資産の減価償却の方

法

(1）有形固定資産

　定率法

　なお、耐用年数及び残存価額に

ついては、主として法人税法に規

定する方法と同一の基準によっ

ております。

(1）有形固定資産

同左

(1）有形固定資産

同左

 (2）無形固定資産

　定額法

　ただし、ソフトウェア（自社利

用分）については、社内における

利用可能期間（５年）に基づく

定額法

(2）無形固定資産

同左

(2）無形固定資産

同左

３．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金

　債権の貸倒による損失に備える

ため、一般債権については貸倒実

績率により、貸倒懸念債権等特定

の債権については個別に回収可

能性を勘案し、回収不能見込額を

計上しております。

(1）貸倒引当金

同左

(1）貸倒引当金

同左

 (2）賞与引当金

　従業員に対する賞与の支給に備

えるため、将来の支給見込額のう

ち、当中間会計期間対応分相当額

を計上しております。

(2）賞与引当金

同左

(2）賞与引当金

　従業員に対する賞与の支給に備

えるため、将来の支給見込額のう

ち、当期対応分相当額を計上して

おります。
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項目
前中間会計期間

（自　平成19年１月21日
至　平成19年７月20日）

当中間会計期間
（自　平成20年１月21日
至　平成20年７月20日）

前事業年度
（自　平成19年１月21日
至　平成20年１月20日）

 (3）役員賞与引当金

　役員に対する賞与の支給に備え

るため、将来の支給見込額のう

ち、当中間会計期間対応分相当額

を計上しております。 

(3）役員賞与引当金

同左

(3）　　─────

 (4）役員退職慰労引当金

　役員退職慰労金の支給に備える

ため、内規に基づく当中間会計期

間末要支給額を計上しておりま

す。

(4）役員退職慰労引当金

同左

(4）役員退職慰労引当金

　役員退職慰労金の支給に備える

ため、内規に基づく期末要支給額

を計上しております。

 (5）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退職給

付債務及び年金資産の見込額に

基づき、当中間会計期間末におい

て発生していると認められる額

を計上しております。

　数理計算上の差異は、各事業年

度の発生時における従業員の平

均残存勤務期間以内の一定の年

数（５年）による定額法により

按分した額をそれぞれ発生の翌

事業年度より費用処理すること

としております。

(5）退職給付引当金

同左

(5）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるた

め、当期末における退職給付債務

及び年金資産の見込額に基づき

計上しております。

　数理計算上の差異については、

各事業年度の発生時における従

業員の平均残存勤務期間以内の

一定の年数（５年）による定額

法により按分した額をそれぞれ

発生の翌事業年度より費用処理

することとしております。

４．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 同左

５．その他中間財務諸表（財

務諸表）作成のための基

本となる重要な事項

(1)消費税等の会計処理

　消費税等の会計処理は、税抜方

式によっております。

(1)消費税等の会計処理

同左

(1)消費税等の会計処理

同左

 (2)法人税、住民税及び事業税の算

出方法

　当中間会計期間に係る納付税額

及び法人税等調整額は、当期にお

いて予定している特別償却準備

金の取崩しを前提として、当中間

会計期間に係る金額を計算して

おります。

(2)法人税、住民税及び事業税の算

出方法

同左

(2)　　　─────
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前中間会計期間
（自　平成19年１月21日
至　平成19年７月20日）

当中間会計期間
（自　平成20年１月21日
至　平成20年７月20日）

前事業年度
（自　平成19年１月21日
至　平成20年１月20日）

固定資産の減価償却の方法の変更

　当中間会計期間より、法人税法の

改正（（所得税法等の一部を改正

する法律　平成19年３月30日　法律

第６号）及び（法人税法施行令の

一部を改正する政令　平成19年３月

30日　政令第83号））に伴い、平成

19年４月１日以降に取得したもの

については、改正後の法人税法に基

づく方法に変更しております。

　なお、この変更に伴う当中間会計

期間の損益に与える影響は軽微で

あります。

　 　　　　───── 固定資産の減価償却の方法の変更

　当事業年度より、法人税法の改正

（（所得税法等の一部を改正する

法律　平成19年３月30日　法律第６

号）及び（法人税法施行令の一部

を改正する政令　平成19年３月30日

　政令第83号））に伴い、平成19年

４月１日以降に取得したものにつ

いては、改正後の法人税法に基づく

方法に変更しております。

　なお、この変更に伴う当事業年度

の損益に与える影響は軽微であり

ます。

追加情報

前中間会計期間
（自　平成19年１月21日
至　平成19年７月20日）

当中間会計期間
（自　平成20年１月21日
至　平成20年７月20日）

前事業年度
（自　平成19年１月21日
至　平成20年１月20日）

　 　　　　───── 固定資産の減価償却の方法の変更

　当中間会計期間より、法人税法の

改正（（所得税法等の一部を改正

する法律　平成19年３月30日　法律

第６号）及び（法人税法施行令の

一部を改正する政令　平成19年３月

30日　政令第83号））に伴い、平成

19年３月31日以前に取得したもの

については、償却可能限度額まで償

却が終了した翌事業年度から５年

間で均等償却する方法に変更して

おります。

　なお、この変更に伴う当中間会計

期間の損益に与える影響は軽微で

あります。

　 　　　　─────
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注記事項

（中間貸借対照表関係）

前中間会計期間末
（平成19年７月20日）

当中間会計期間末
（平成20年７月20日）

前事業年度
（平成20年１月20日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額

1,941百万円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

1,966百万円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

1,970百万円

※２　担保に供している資産

定期預金　　　　　15百万円

※２　担保に供している資産

定期預金　　　　　12百万円

※２　担保に供している資産

定期預金　　　　　15百万円

上記は、解約をした賃借不動産

の賃料保証をするものであり

ます。

上記は、解約をした賃借不動産

の賃料保証をするものであり

ます。

上記は、解約した賃借不動産の

賃料保証をするものでありま

す。

※３　消費税等の取扱い

仮払消費税等及び仮受消費税

等は相殺のうえ、金額の重要性

が乏しいため、流動負債の「そ

の他」に含めて表示しており

ます。

※３　消費税等の取扱い

仮払消費税等及び仮受消費税

等は相殺のうえ、金額の重要性

が乏しいため、流動資産の「そ

の他」に含めて表示しており

ます。

※３　　　──────

※４　　　────── ※４　中間期末日満期手形

　中間期末日満期手形の会計処

理については、手形交換日を

もって決済処理をしておりま

す。なお、当中間会計期間末日

が金融機関の休日であったた

め、次の中間期末日満期手形が

中間期末残高に含まれており

ます。

　受取手形　　　 377百万円

※４　期末日満期手形

　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

決済処理をしております。な

お、当期末日が金融機関の休日

であったため、次の期末日満期

手形が期末残高に含まれてお

ります。

　受取手形　　　 662百万円

（中間損益計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成19年１月21日
至　平成19年７月20日）

当中間会計期間
（自　平成20年１月21日
至　平成20年７月20日）

前事業年度
（自　平成19年１月21日
至　平成20年１月20日）

※１　営業外収益のうち重要なもの ※１　営業外収益のうち重要なもの ※１　営業外収益のうち重要なもの

受取利息 9百万円

受取配当金 126百万円

有価証券利息 258百万円

受取利息 9百万円

受取配当金 180百万円

有価証券利息 204百万円

受取利息 19百万円

受取配当金 131百万円

有価証券利息 465百万円

※２　営業外費用のうち重要なもの ※２　営業外費用のうち重要なもの ※２　営業外費用のうち重要なもの

商品廃棄損 279百万円

資材廃棄損 20百万円

商品廃棄損 246百万円

資材廃棄損 10百万円

商品廃棄損 379百万円

資材廃棄損 46百万円

　３　減価償却実施額 　３　減価償却実施額 　３　減価償却実施額

有形固定資産 56百万円

無形固定資産 254百万円

有形固定資産 55百万円

無形固定資産 282百万円

有形固定資産 115百万円

無形固定資産 539百万円
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（中間株主資本等変動計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成19年１月21日
至　平成19年７月20日）

当中間会計期間
（自　平成20年１月21日
至　平成20年７月20日）

前事業年度
（自　平成19年１月21日
至　平成20年１月20日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項 自己株式の種類及び株式数に関する事項 自己株式の種類及び株式数に関する事項

自己株式の種類  普通株式（株）

前事業年度末株式数 413

当中間会計期間増加株
式数

2

当中間会計期間減少株
式数

－

当中間会計期間末株式
数 

415

（注）自己株式の株式数の増加２株は、単元

未満株式の買取による増加であります。

自己株式の種類  普通株式（株）

前事業年度末株式数 546

当中間会計期間増加株
式数

26

当中間会計期間減少株
式数

－

当中間会計期間末株式
数 

572

（注）自己株式の株式数の増加26株は、単元

未満株式の買取による増加であります。

自己株式の種類  普通株式（株）

前事業年度末株式数 413

当事業年度増加株式数 133

当事業年度減少株式数 －

当事業年度末株式数 546

（注）自己株式の株式数の増加133株は、単

元未満株式の買取による増加でありま

す。
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（リース取引関係）

前中間会計期間
（自　平成19年１月21日
至　平成19年７月20日）

当中間会計期間
（自　平成20年１月21日
至　平成20年７月20日）

前事業年度
（自　平成19年１月21日
至　平成20年１月20日）

１．リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外の

ファイナンス・リース取引(借主側)

１．リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外の

ファイナンス・リース取引(借主側)

１．リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外の

ファイナンス・リース取引(借主側)

①　リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間

期末残高相当額

①　リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間

期末残高相当額

①　リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び期末

残高相当額

　

取得価
額相当
額

(百万円)

減価償
却累計
額相当
額

(百万円)

中間期
末残高
相当額

(百万円)

車両運搬具 1,606 985 620

工具、器具及
び備品

53,771 27,848 25,923

合計 55,378 28,834 26,544

　

取得価
額相当
額

(百万円)

減価償
却累計
額相当
額

(百万円)

中間期
末残高
相当額

(百万円)

車両運搬具 1,162 821 340

工具、器具及
び備品

51,281 25,524 25,756

合計 52,443 26,346 26,097

　

取得価
額相当
額

(百万円)

減価償
却累計
額相当
額

(百万円)

期末残
高相当
額

(百万円)

車両運搬具 1,490 1,008 481

工具、器具及
び備品

53,026 27,813 25,213

合計 54,517 28,822 25,694

②　未経過リース料中間期末残高相

当額

②　未経過リース料中間期末残高相

当額

②　未経過リース料期末残高相当額

１年内 12,162百万円

１年超 15,190百万円

合計 27,353百万円

１年内 11,501百万円

１年超 15,216百万円

合計 26,717百万円

１年内 11,693百万円

１年超 14,810百万円

合計 26,504百万円

③　支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額

③　支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額

③　支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額

支払リース料 8,087百万円

減価償却費相当額 7,168百万円

支払利息相当額 784百万円

支払リース料 7,553百万円

減価償却費相当額 6,766百万円

支払利息相当額 782百万円

支払リース料 15,804百万円

減価償却費相当額 14,107百万円

支払利息相当額 1,575百万円

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

存価額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

④　減価償却費相当額の算定方法

同左

⑤　利息相当額の算定方法

　リース料総額とリース物件の取

得価額相当額との差額を利息相

当額とし、各期への配分方法につ

いては、利息法によっておりま

す。

⑤　利息相当額の算定方法

同左

⑤　利息相当額の算定方法

同左

２．オペレーティング・リース取引 ２．オペレーティング・リース取引 ２．オペレーティング・リース取引

未経過リース料(借主側) 未経過リース料(借主側) 未経過リース料(借主側)

１年内 444百万円

１年超 885百万円

合計 1,330百万円

１年内 444百万円

１年超 803百万円

合計 1,247百万円

１年内 441百万円

１年超 837百万円

合計 1,278百万円

（減損損失）

　リース資産に配分された減損損失はあ

りませんので、項目等の記載は省略して

おります。

（減損損失）

同左

（減損損失）

同左
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（有価証券関係）

　前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業年度のいずれにおいても子会社株式及び関連会社株式で時価のある

ものはありません。

（１株当たり情報）

　中間連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

（重要な後発事象）

前中間会計期間
（自　平成19年１月21日
至　平成19年７月20日）

当中間会計期間
（自　平成20年１月21日
至　平成20年７月20日）

前事業年度
（自　平成19年１月21日
至　平成20年１月20日）

───── 　中国市場における飲料ビジネスの展開を図

ることを目的として、当社100％出資の現地法

人を設立し、平成20年７月22日に資本金の払

い込みをいたしました。

名称 上海大徳多林克商貿有限公司

住所　 中国上海市長寧区遵義路107号

安泰ビル708室

代表者の氏名 董事長　髙松　富博

資本金 日本円　５億9,200万円

事業の内容 飲料及び食品の卸売業

─────

（２）【その他】

　平成20年８月29日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。

①中間配当による配当金の総額 331百万円

②１株当たりの金額 20円00銭

③支払請求の効力発生日及び支払開始日 平成20年９月26日

（注）平成20年７月20日現在の株主名簿及び実質株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行います。
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第６【提出会社の参考情報】

　当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

(1)有価証券報告書及びその添付書類

事業年度（第33期）（自　平成19年１月21日　至　平成20年１月20日）平成20年４月17日近畿財務局長に提出

(2)臨時報告書　

　 平成20年７月23日近畿財務局長に提出

　 金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第３号（特定子会社の異動）

の規定に基づく臨時報告書であります。
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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。
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独立監査人の中間監査報告書

  平成19年10月15日

ダイドードリンコ株式会社   

 取締役会　御中  

 あ ず さ 監 査 法 人  

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 日根野谷　正人　　印

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 黒　木　賢一郎　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている

ダイドードリンコ株式会社の平成19年１月21日から平成20年１月20日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成19年

１月21日から平成19年７月20日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間

連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の

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中間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、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間連結財

務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような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。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加

の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する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、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に

準拠して、ダイドードリンコ株式会社及び連結子会社の平成19年７月20日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中

間連結会計期間（平成19年１月21日から平成19年７月20日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用

な情報を表示しているものと認める。

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

以　上

（注）上記は、中間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（半期報告書提出会社）

が別途保管しております。
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独立監査人の中間監査報告書

  平成20年10月15日

ダイドードリンコ株式会社   

 取締役会　御中  

 あ ず さ 監 査 法 人  

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 日根野谷　正人　　印

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 黒　木　賢一郎　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている

ダイドードリンコ株式会社の平成20年１月21日から平成21年１月20日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成20年

１月21日から平成20年７月20日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間

連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の

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中間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、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間連結財

務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような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。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加

の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する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、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に

準拠して、ダイドードリンコ株式会社及び連結子会社の平成20年７月20日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中

間連結会計期間（平成20年１月21日から平成20年７月20日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用

な情報を表示しているものと認める。

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

以　上

（注）上記は、中間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（半期報告書提出会社）

が別途保管しております。
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独立監査人の中間監査報告書

  平成19年10月15日

ダイドードリンコ株式会社   

 取締役会　御中  

 あ ず さ 監 査 法 人  

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 日根野谷　正人　　印

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 黒　木　賢一郎　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている

ダイドードリンコ株式会社の平成19年１月21日から平成20年１月20日までの第33期事業年度の中間会計期間（平成19年１

月21日から平成19年７月20日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間株主資本等

変動計算書について中間監査を行った。この中間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

中間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、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸

表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような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。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手

続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する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、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、

ダイドードリンコ株式会社の平成19年７月20日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成19年１月21

日から平成19年７月20日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。

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

以　上

（注）上記は、中間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（半期報告書提出会社）

が別途保管しております。
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独立監査人の中間監査報告書

  平成20年10月15日

ダイドードリンコ株式会社   

 取締役会　御中  

 あ ず さ 監 査 法 人  

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 日根野谷　正人　　印

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 黒　木　賢一郎　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている

ダイドードリンコ株式会社の平成20年１月21日から平成21年１月20日までの第34期事業年度の中間会計期間（平成20年１

月21日から平成20年７月20日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間株主資本等

変動計算書について中間監査を行った。この中間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

中間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、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸

表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような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。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手

続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する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、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、

ダイドードリンコ株式会社の平成20年７月20日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成20年１月21

日から平成20年７月20日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。

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

以　上

（注）上記は、中間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（半期報告書提出会社）

が別途保管しております。
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