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1.  平成23年3月期第2四半期の業績（平成22年4月1日～平成22年9月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

23年3月期第2四半期 5,781 △5.1 114 △89.8 250 △80.1 159 △78.8
22年3月期第2四半期 6,094 △8.8 1,119 △5.4 1,260 △5.2 752 △8.4

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

23年3月期第2四半期 5.30 ―
22年3月期第2四半期 23.80 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

23年3月期第2四半期 32,261 29,481 91.4 981.12
22年3月期 33,867 30,346 89.6 1,009.91

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  29,481百万円 22年3月期  30,346百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無  
 

年間配当金
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

22年3月期 ― ― ― 18.00 18.00
23年3月期 ― ―
23年3月期 

（予想）
― 18.00 18.00

3.  平成23年3月期の業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  無   

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 12,000 △2.6 710 △55.8 940 △48.9 570 △46.8 18.97

00014760
養命酒ロゴマーク横組み



(1) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（注）簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。 

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載される四半期財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等
の変更の有無となります。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.４「その他」をご覧ください。）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期2Q 33,000,000株 22年3月期  33,000,000株
② 期末自己株式数 23年3月期2Q  2,951,691株 22年3月期  2,951,332株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q 30,048,538株 22年3月期2Q 31,602,958株

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
・この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基
づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了していません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
・本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、
実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等について
は、四半期決算短信（添付資料）３ページ「業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
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１．当四半期の業績等に関する定性的情報 

（１）経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期累計期間（平成 22 年４月１日から平成 22 年９月 30 日まで）におけるわが国経済は、

一部に回復傾向が見られたものの、厳しい雇用情勢や所得環境を背景とした個人消費の低迷が続く中、

円高の進行や株価の下落もあり、先行き不透明な状況で推移いたしました。 

当社の関連業界におきましても、業種・業態を越えた企業間競争の激化や流通における再編、生活防

衛意識の高まりによる生活者の節約志向が続く厳しい状況となりました。 

このような状況の中で、当社は、第２次中期経営計画（平成19 年４月から平成23 年３月まで）の最

終年度に当たり、「生活者の信頼に応え、豊かな健康生活に貢献する」という経営理念の下、「少子高

齢化社会に即した成長戦略の実現により企業価値を高める」ことを基本方針に、中期経営計画の主要戦

略である「新たな成長事業の推進」に基づく新商品・新事業の基盤の構築にかかる諸施策に取り組むと

ともに、「養命酒」の収益構造の維持に努めました。 

「新たな成長事業の推進」の取組みといたしましては、酒系市場におきまして、独自のハーブリ

キュールカテゴリーの開拓を目指し、平成 22 年３月に発売した「ハーブの恵み」に経営資源を集中し、

商品認知を図るとともに取扱店の確保とユーザーの獲得に努めました。また、ハーブリキュールカテゴ

リーの拡充を目指し、新たな商品の開発に向けた準備に着手いたしました。長野県の諏訪湖畔における

社有地の有効活用を図り、飲食や物販事業を通して生活者の皆様に安全で健康的な食やサービスの提供

を目指し４月下旬に開業した健康生活提案型複合施設「くらすわ」につきましては、集客に積極的に取

り組むとともに、物販における取扱商品の見直しやオリジナル商品の販売チャネルの拡充に着手いたし

ました。 

主力商品「養命酒」につきましては、薬味酒「養命酒」の販売終了に伴い「薬用 養命酒」のブラン

ド強化と効率的な広告の実施に取り組みました。 

この結果、個人消費の低迷や生活防衛意識の高まりによる生活者の節約志向が続く中、新商品「ハー

ブの恵み」と新事業「くらすわ」の売上があったものの、薬味酒「養命酒」の販売終了などにより「養

命酒」の売上は減少し、売上高は 5,781 百万円（前年同期比 5.1％減）となりました。利益面につきま

しては、新商品「ハーブの恵み」の商品認知のための広告宣伝費や新事業「くらすわ」の開業に伴う費

用等を計画通り投入する一方、全面的な経費節減に努め、営業利益は 114 百万円（前年同期比 89.8％

減）、経常利益は250百万円（前年同期比80.1％減）、四半期純利益は159百万円（前年同期比78.8％

減）となりました。 

セグメント別には、次のとおりであります。 

①養命酒関連事業 

主力商品「養命酒」につきましては、各施策の費用対効果等の再検証による広告活動の見直しを引き

続き行い、販売促進活動の再構築を図るとともにテレビスポット広告やウェブ、新聞等の各種媒体を通

じた効率的な広告の実施に努め、広告と連動した店頭における販売促進活動を展開いたしました。また、

海外におきましては、既存の東南アジア諸国を中心として各国の市場環境に即したマーケティング活動

の展開や見直しに取り組み、「養命酒」の理解と知名度の向上に向け、店頭における販売促進活動の強

化に努めました。 

「ハーブの恵み」につきましては、商品認知を高めるための集中的なテレビスポット広告や、味のイ

メージを伝えるためのサンプルプレゼントキャンペーンを積極的に実施するとともに、イベントの開催

やラジオ、雑誌、交通広告等の広告媒体を積極的に活用し、「心と体の癒しのお酒」という商品コンセ

プトを30代から50代の女性を中心に訴求し、販売促進活動を展開いたしました。 

以上の結果、「養命酒」の売上に「ハーブの恵み」、「家醸本みりん」、「ミネラルウォーター」、

ドリンク剤「リオン」、インターネット通信販売サイト「養命酒本舗」等の売上を合算いたしまして、

養命酒関連事業の売上高は5,531百万円となりました。 

②施設運営事業 

平成 22 年４月 24 日に開業いたしました「くらすわ」につきましては、物販においては地元信州の食
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材と当社の生薬やハーブに関する知見を活かした商品の販売を行うとともに、レストランにおいては地

元信州の旬野菜や豚肉等の素材の良さを活かし、「おいしさ」や「安心・安全」に配慮した料理メ

ニューの充実に努めました。また、オープニングイベントや地域に密着した各種イベント等を開催した

ほか、周知活動を積極的に行い集客に努めました。 

以上の結果、「くらすわ」の売上に駒ヶ根工場見学施設「養命酒健康の森」の売上を合算いたしまし

て、その売上高は179百万円となりました。 

③その他 

不動産賃貸事業の売上は、本店ビルのテナント賃貸収入などにより、70百万円となりました。 

 

（２）財政状態に関する定性的情報 

① 資産、負債及び純資産の状況 

 当第２四半期末における総資産は、前期末に比べ1,606百万円減少し32,261百万円となりました。 

流動資産は、前期末に比べ 1,049 百万円減少し 8,567 百万円となりました。これは主に運用資産の更新

等により有価証券が796百万円減少したことと、たな卸資産が159百万円減少したことによるものでありま

す。 

固定資産は、前期末に比べ 557 百万円減少し 23,693 百万円となりました。これは主に有形固定資産の減

価償却等による286百万円の減少と、投資有価証券が国債の取得のほか保有株式の時価評価が低下したこと

等により325百万円減少したことによるものであります。 

流動負債は、前期末に比べ 508 百万円減少し 1,739 百万円となりました。これは主に未払法人税等 114

百万円、その他に含まれる未払費用 236 百万円及び未払金 74 百万円がそれぞれ減少したことによるもので

あります。 

 固定負債は、前期末に比べ232百万円減少し1,041百万円となりました。これは主に繰延税金負債が保有

株式の時価評価の低下に伴い258百万円減少したことによるものであります。 

純資産は、前期末に比べ 865 百万円減少し 29,481 百万円となりました。これは主にその他有価証券評価

差額金が483百万円、利益剰余金が381百万円それぞれ減少したことによるものであります。 

 

② キャッシュ・フローの状況 

 当第２四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前期末に比べ428百万円

減少し2,745百万円となりました。 

 営業活動の結果増加した資金は 218 百万円（前年同期比 69.2％減）となりました。これは主に税引前四

半期純利益227百万円、減価償却費398百万円、未払費用の減少額225百万円、法人税等の支払額158百万

円によるものであります。 

 投資活動の結果減少した資金は 108 百万円（前年同期比 91.4％減）となりました。これは主に有形固定

資産の取得による支出140百万円によるものであります。 

 財務活動の結果減少した資金は 538 百万円（前年同期比 3.5％減）となりました。これは主に配当金の支

払額538百万円によるものであります。 

 

（３）業績予想に関する定性的情報 

通期（平成22年４月１日から平成23年３月31日まで）の業績予想につきましては、平成22年 10月 13

日に発表いたしました通り、売上高 12,000 百万円、営業利益 710 百万円、経常利益 940 百万円、当期純利

益570百万円となる見込みであります。 
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２．その他の情報 

（１）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

① 棚卸資産の評価方法 

棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積り、

簿価切下げを行う方法によっております。 

② 固定資産の減価償却費の算定方法 

定率法を採用している資産については、会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法

によっております。 

③ 法人税等の算定方法 

法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定する

方法によっております。 

 

（２）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

第１四半期会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第 18 号 平成 20 年３月 31

日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 21 号 平成 20 年３月 31

日）を適用しております。 

これによる営業利益、経常利益及び税引前四半期純利益に与える影響はありません。 

 

（３）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

該当事項はありません。 
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３．四半期財務諸表 
 （１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成22年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,075,579 2,304,433

受取手形及び売掛金 2,446,036 2,343,325

有価証券 2,803,663 3,600,243

商品及び製品 414,599 555,992

仕掛品 206,723 185,940

原材料及び貯蔵品 320,569 359,047

その他 300,391 268,038

流動資産合計 8,567,563 9,617,021

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 4,081,561 4,187,013

その他（純額） 3,575,143 3,755,932

有形固定資産合計 7,656,704 7,942,946

無形固定資産 102,360 138,585

投資その他の資産   

投資有価証券 11,194,841 11,520,363

その他 4,746,176 4,655,248

貸倒引当金 △6,299 △6,299

投資その他の資産合計 15,934,717 16,169,312

固定資産合計 23,693,782 24,250,843

資産合計 32,261,346 33,867,865

負債の部   

流動負債   

買掛金 216,985 269,836

未払法人税等 38,939 153,585

賞与引当金 243,154 238,704

その他 1,239,936 1,585,241

流動負債合計 1,739,015 2,247,368

固定負債   

繰延税金負債 － 258,657

退職給付引当金 34,059 65,445

役員退職慰労引当金 50,850 50,850

その他 956,313 898,965

固定負債合計 1,041,222 1,273,918

負債合計 2,780,238 3,521,287
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（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成22年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,650,000 1,650,000

資本剰余金 676,680 676,680

利益剰余金 30,065,957 30,447,444

自己株式 △2,880,479 △2,880,186

株主資本合計 29,512,157 29,893,938

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △31,049 452,639

評価・換算差額等合計 △31,049 452,639

純資産合計 29,481,107 30,346,578

負債純資産合計 32,261,346 33,867,865
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（２） 四半期損益計算書 
 【第２四半期累計期間】 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 6,094,647 5,781,146

売上原価 1,927,997 1,960,102

売上総利益 4,166,649 3,821,043

販売費及び一般管理費 3,047,557 3,706,712

営業利益 1,119,091 114,331

営業外収益   

受取利息 33,910 27,024

受取配当金 93,602 100,895

その他 27,118 18,725

営業外収益合計 154,631 146,645

営業外費用   

支払利息 13,071 10,243

その他 94 128

営業外費用合計 13,166 10,372

経常利益 1,260,556 250,604

特別損失   

固定資産除却損 9,354 1,154

投資有価証券評価損 17,642 21,689

特別損失合計 26,996 22,843

税引前四半期純利益 1,233,560 227,760

法人税、住民税及び事業税 498,000 49,000

法人税等調整額 △16,573 19,371

法人税等合計 481,426 68,371

四半期純利益 752,134 159,388
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 （３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純利益 1,233,560 227,760

減価償却費 366,977 398,959

賞与引当金の増減額（△は減少） △12,203 4,450

退職給付引当金の増減額（△は減少） － △31,386

受取利息及び受取配当金 △127,513 △127,920

支払利息 13,071 10,243

有形固定資産除却損 9,354 1,154

投資有価証券評価損益（△は益） 17,642 21,689

売上債権の増減額（△は増加） 28,327 △102,710

たな卸資産の増減額（△は増加） △41,836 159,089

仕入債務の増減額（△は減少） △31,387 △52,850

未払費用の増減額（△は減少） △119,169 △225,047

未払消費税等の増減額（△は減少） △43,157 44,789

その他 △123,948 △64,679

小計 1,169,717 263,541

利息及び配当金の受取額 128,741 135,148

利息の支払額 △20,549 △21,358

法人税等の支払額 △568,168 △158,907

営業活動によるキャッシュ・フロー 709,739 218,423

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △1,100,000 △2,000,000

定期預金の払戻による収入 500,000 1,500,000

有価証券の償還による収入 500,000 1,500,000

有形固定資産の取得による支出 △646,559 △140,681

無形固定資産の取得による支出 － △4,893

投資有価証券の取得による支出 △524,655 △1,002,535

その他 － 39,173

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,271,214 △108,936

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 1,050,000 1,050,000

短期借入金の返済による支出 △1,050,000 △1,050,000

自己株式の取得による支出 △1,392 △293

配当金の支払額 △556,606 △538,047

財務活動によるキャッシュ・フロー △557,999 △538,340

現金及び現金同等物に係る換算差額 － －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,119,474 △428,854

現金及び現金同等物の期首残高 5,459,816 3,174,433

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,340,342 2,745,579
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（４）継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

 

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

該当事項はありません。 

 

４．補足情報 

（１）生産、受注及び販売の状況 

セグメント別売上高内訳表 

                     (単位：千円) 

 

当第２四半期累計期間 

自 平成22年４月 1日 

至 平成22年９月30日 

 

養命酒関連事業 5,531,502

 

   養    命    酒 5,234,208

 

   （うち輸出分） (216,843)

 

   そ の 他 297,294

 

 

施設運営事業 179,101

 

 

そ の 他 70,542

 

 

   合          計 5,781,146

 

（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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