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(百万円未満四捨五入)

１．2020年12月期第３四半期の連結業績（2020年１月１日～2020年９月30日）

（１）連結経営成績(累計) (％表示は、対前年同四半期増減率)

売上収益 事業利益 税引前利益 四半期利益
親会社の

所有者に帰属する
四半期利益

四半期包括利益
合計額

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2020年12月期第３四半期 1,359,682 △5.4 130,276 △12.2 115,201 48.7 94,080 90.1 71,751 116.5 73,868 366.9

2019年12月期第３四半期 1,437,835 1.2 148,439 0.8 77,488 △61.0 49,483 △68.3 33,135 △74.3 15,821 △87.5
　

基本的１株当たり
四半期利益

希薄化後１株当たり
四半期利益

円 銭 円 銭

2020年12月期第３四半期 85.11 85.09
2019年12月期第３四半期 37.74 37.72

(参考)営業利益 2020年12月期第３四半期 104,329百万円（70.9％) 2019年12月期第３四半期 61,059百万円（△61.9％)

　※事業利益とは事業の経常的な業績を測る利益指標で、売上収益から売上原価並びに販売費及び一般管理費を控除して計算しております。
　

（２）連結財政状態

資産合計 資本合計
親会社の所有者に
帰属する持分

親会社所有者
帰属持分比率

百万円 百万円 百万円 ％

2020年12月期第３四半期 2,424,471 1,078,017 826,673 34.1
2019年12月期 2,412,874 1,146,825 906,576 37.6

　

２．配当の状況

年間配当金

第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

2019年12月期 － 31.50 － 32.50 64.00
2020年12月期 － 32.50 －
2020年12月期(予想) 32.50 65.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ：無
　

３．2020年12月期の連結業績予想（2020年１月１日～2020年12月31日）
(％表示は、対前期増減率)

売上収益 事業利益 税引前利益 当期利益
親会社の所有者に帰属

する当期利益

基本的１株当た

り当期利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通 期 1,828,000 △5.8 150,000 △21.4 128,500 10.0 98,000 20.3 72,000 20.7 85.62
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ：有
　

(参考)営業利益 2020年12月期 107,500百万円（22.5％)
　



※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

　 (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

新規 －社（社名） 、除外 －社 （社名）

　

　

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更

① ＩＦＲＳにより要求される会計方針の変更 ： 無

② ①以外の会計方針の変更 ： 無

③ 会計上の見積りの変更 ： 無
　

　

（３）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数(自己株式を含む) 2020年12月期３Ｑ 914,000,000株 2019年12月期 914,000,000株

② 期末自己株式数 2020年12月期３Ｑ 79,994,569株 2019年12月期 45,271,331株

③ 期中平均株式数(四半期累計) 2020年12月期３Ｑ 843,004,792株 2019年12月期３Ｑ 878,046,274株
　

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
(1)本資料に掲載されている業績予想に関する記述は、当社及び当グループが本資料の発表日現在で入手可能な情報から得られた判断に

　 基づいていますが、リスクや不確実性を含んでいます。実際の業績は、当社及び当グループの事業をとりまく経済情勢、市場動向、

為替レートなどに関わる様々な要因により、記述されている業績予想とは大幅に異なる可能性があることをご承知おきください。

(2)決算補足説明資料は本日11月６日(金)に、また、本日開催の決算説明会(電話会議)における資料・主な質疑応答については

速やかに、当社ホームページに掲載いたします。

　 (当社ホームページURL）

https://www.kirinholdings.co.jp/irinfo/event/explain/index.html
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１．要約四半期連結財務諸表

（１）要約四半期連結財政状態計算書

(単位：百万円)

前年度
(2019年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2020年９月30日)

資産

非流動資産

有形固定資産 561,253 566,074

のれん 233,899 241,923

無形資産 168,905 203,383

持分法で会計処理されている投資 384,756 388,893

その他の金融資産 139,018 108,113

その他の非流動資産 18,248 18,714

繰延税金資産 94,656 101,030

非流動資産合計 1,600,735 1,628,129

流動資産

棚卸資産 219,200 234,292

営業債権及びその他の債権 395,656 325,505

その他の金融資産 7,441 9,626

その他の流動資産 24,171 33,000

現金及び現金同等物 165,671 193,919

流動資産合計 812,139 796,342

資産合計 2,412,874 2,424,471
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(単位：百万円)

前年度
(2019年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2020年９月30日)

資本

資本金 102,046 102,046

資本剰余金 24,853 24,920

利益剰余金 958,292 979,699

自己株式 △124,999 △201,777

その他の資本の構成要素 △53,615 △78,215

親会社の所有者に帰属する持分 906,576 826,673

非支配持分 240,249 251,344

資本合計 1,146,825 1,078,017

負債

非流動負債

社債及び借入金 291,207 414,377

その他の金融負債 141,058 137,735

退職給付に係る負債 65,274 63,698

引当金 4,816 4,623

その他の非流動負債 5,538 4,129

繰延税金負債 20,786 14,968

非流動負債合計 528,679 639,529

流動負債

社債及び借入金 239,644 285,142

営業債務及びその他の債務 231,051 204,632

その他の金融負債 64,658 55,281

未払法人所得税 23,497 18,948

引当金 5,690 3,442

その他の流動負債 172,831 139,479

流動負債合計 737,370 706,925

負債合計 1,266,049 1,346,454

資本及び負債合計 2,412,874 2,424,471
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（２）要約四半期連結損益計算書及び要約四半期連結包括利益計算書

要約四半期連結損益計算書

第３四半期連結累計期間

(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間
(自 2019年１月１日
　至 2019年９月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2020年１月１日
　至 2020年９月30日)

売上収益 1,437,835 1,359,682

売上原価 807,335 768,836

売上総利益 630,501 590,847

販売費及び一般管理費 482,061 460,571

事業利益 148,439 130,276

その他の営業収益 3,945 3,760

その他の営業費用 91,325 29,707

営業利益 61,059 104,329

金融収益 3,181 2,507

金融費用 7,294 5,537

持分法による投資利益 20,542 13,902

税引前四半期利益 77,488 115,201

法人所得税費用 28,005 21,121

四半期利益 49,483 94,080

四半期利益の帰属

親会社の所有者 33,135 71,751

非支配持分 16,348 22,329

四半期利益 49,483 94,080

１株当たり四半期利益(円)

基本的１株当たり四半期利益 37.74 85.11

希薄化後１株当たり四半期利益 37.72 85.09
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要約四半期連結包括利益計算書

第３四半期連結累計期間

(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間
(自 2019年１月１日
　至 2019年９月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2020年１月１日
　至 2020年９月30日)

四半期利益 49,483 94,080

その他の包括利益

純損益に振り替えられることのない項目

その他の包括利益を通じて公正価値で
測定する資本性金融商品の公正価値の
純変動

△39 △11,888

確定給付制度の再測定 △20 －

持分法によるその他の包括利益 441 △174

純損益に振り替えられる可能性のある項目

在外営業活動体の換算差額 △30,052 △10,521

キャッシュ・フロー・ヘッジ 500 337

持分法によるその他の包括利益 △4,493 2,034

その他の包括利益合計 △33,662 △20,213

四半期包括利益 15,821 73,868

四半期包括利益の帰属

親会社の所有者 1,558 52,131

非支配持分 14,262 21,737

四半期包括利益 15,821 73,868
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（３）要約四半期連結持分変動計算書

前第３四半期連結累計期間(自 2019年１月１日 至 2019年９月30日)

(単位：百万円)

親会社の所有者に帰属する持分

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式

その他の資本の構成要素

その他の包括利益
を通じて公正価値
で測定する資本性
金融商品の公正価

値の純変動

確定給付制度
の再測定

2019年１月１日残高 102,046 2,238 932,789 △101,904 56,863 －

会計方針の変更による

影響額
－ － △1,262 － － －

会計方針の変更を反映した

2019年１月１日残高
102,046 2,238 931,526 △101,904 56,863 －

四半期利益 － － 33,135 － － －

その他の包括利益 － － － － △93 441

四半期包括利益 － － 33,135 － △93 441

剰余金の配当 － － △51,366 － － －

自己株式の取得 － － － △20 － －

自己株式の処分 － △0 － 6 － －

株式に基づく報酬取引 － △13 － 151 － －

支配の喪失を伴わない
子会社に対する
所有者持分の変動

－ 22,630 － － 133 －

その他の資本の構成要素
から利益剰余金への振替

－ － 16,428 － △15,987 △441

その他の増減 － － － － － －

所有者との取引額合計 － 22,617 △34,938 137 △15,853 △441

2019年９月30日残高 102,046 24,855 929,723 △101,767 40,917 －

親会社の所有者に帰属する持分

非支配持分 資本合計

その他の資本の構成要素

合計在外営業活動体の
換算差額

キャッシュ・
フロー・ヘッジ

合計

2019年１月１日残高 △84,189 △1,263 △28,590 906,578 284,840 1,191,418

会計方針の変更による

影響額
－ － － △1,262 △215 △1,477

会計方針の変更を反映した

2019年１月１日残高
△84,189 △1,263 △28,590 905,316 284,625 1,189,941

四半期利益 － － － 33,135 16,348 49,483

その他の包括利益 △32,426 501 △31,577 △31,577 △2,085 △33,662

四半期包括利益 △32,426 501 △31,577 1,558 14,262 15,821

剰余金の配当 － － － △51,366 △12,217 △63,584

自己株式の取得 － － － △20 － △20

自己株式の処分 － － － 6 － 6

株式に基づく報酬取引 － － － 139 △86 52

支配の喪失を伴わない
子会社に対する
所有者持分の変動

△839 － △706 21,925 △55,076 △33,152

その他の資本の構成要素
から利益剰余金への振替

－ － △16,428 － － －

その他の増減 － － － － △1 △1

所有者との取引額合計 △839 － △17,133 △29,317 △67,381 △96,698

2019年９月30日残高 △117,454 △763 △77,300 877,557 231,507 1,109,064
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当第３四半期連結累計期間(自 2020年１月１日 至 2020年９月30日)

(単位：百万円)

親会社の所有者に帰属する持分

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式

その他の資本の構成要素

その他の包括利益
を通じて公正価値
で測定する資本性
金融商品の公正価

値の純変動

確定給付制度
の再測定

2020年１月１日残高 102,046 24,853 958,292 △124,999 41,410 －

四半期利益 － － 71,751 － － －

その他の包括利益 － － － － △11,605 △141

四半期包括利益 － － 71,751 － △11,605 △141

剰余金の配当 － － △55,326 － － －

自己株式の取得 － － － △76,790 － －

自己株式の処分 － △1 － 2 － －

株式に基づく報酬取引 － 34 － 9 － －

支配の喪失を伴わない
子会社に対する
所有者持分の変動

－ 33 － － △0 －

その他の資本の構成要素
から利益剰余金への振替

－ － 4,982 － △5,123 141

その他の増減 － 1 － － － －

所有者との取引額合計 － 67 △50,344 △76,778 △5,124 141

2020年９月30日残高 102,046 24,920 979,699 △201,777 24,682 －

親会社の所有者に帰属する持分

非支配持分 資本合計

その他の資本の構成要素

合計在外営業活動体の
換算差額

キャッシュ・
フロー・ヘッジ

合計

2020年１月１日残高 △94,043 △983 △53,615 906,576 240,249 1,146,825

四半期利益 － － － 71,751 22,329 94,080

その他の包括利益 △8,211 336 △19,620 △19,620 △592 △20,213

四半期包括利益 △8,211 336 △19,620 52,131 21,737 73,868

剰余金の配当 － － － △55,326 △10,920 △66,246

自己株式の取得 － － － △76,790 － △76,790

自己株式の処分 － － － 1 － 1

株式に基づく報酬取引 － － － 44 △144 △101

支配の喪失を伴わない
子会社に対する
所有者持分の変動

4 － 4 37 393 429

その他の資本の構成要素
から利益剰余金への振替

－ － △4,982 － － －

その他の増減 0 － 0 1 30 31

所有者との取引額合計 4 － △4,979 △132,034 △10,641 △142,675

2020年９月30日残高 △102,250 △647 △78,215 826,673 251,344 1,078,017
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（４）要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間
(自 2019年１月１日
　至 2019年９月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2020年１月１日
　至 2020年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益 77,488 115,201

減価償却費及び償却費 60,396 60,074

減損損失 63,649 7,948

受取利息及び受取配当金 △2,905 △2,027

持分法による投資利益 △20,542 △13,902

支払利息 5,329 3,614

有形固定資産及び無形資産売却益 △2,349 △1,229

有形固定資産及び無形資産除売却損 959 1,209

子会社株式売却益 － △42

営業債権の増減額(△は増加) 61,499 65,175

棚卸資産の増減額(△は増加) △26,003 △16,272

営業債務の増減額(△は減少) △11,354 △7,623

未払酒税の増減額(△は減少) △26,745 △24,319

預り金の増減額(△は減少) △24,404 △11,532

その他 △24,537 △23,936

小計 130,479 152,341

利息及び配当金の受取額 13,566 16,129

利息の支払額 △4,351 △3,613

法人所得税の支払額 △20,709 △40,735

営業活動によるキャッシュ・フロー 118,986 124,121
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(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間
(自 2019年１月１日
　至 2019年９月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2020年１月１日
　至 2020年９月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産及び無形資産の取得による支出 △70,847 △72,777

有形固定資産及び無形資産の売却による収入 3,617 1,549

投資の取得による支出 △287 △551

投資の売却による収入 35,809 15,760

子会社株式の取得による支出 △4,503 △39,628

子会社株式の売却による収入 － 18

持分法で会計処理されている投資の取得によ
る支出

△134,334 △1,955

その他 △2,099 △2,666

投資活動によるキャッシュ・フロー △172,643 △100,250

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 3,421 64,986

コマーシャル・ペーパーの純増減額 20,000 △11,998

長期借入による収入 17,623 135,000

長期借入金の返済による支出 △28,312 △45,900

社債の発行による収入 70,000 49,961

社債の償還による支出 － △20,000

リース負債の返済による支出 △12,164 △13,017

自己株式の取得による支出 △34 △76,797

子会社の自己株式の取得による支出 △22,597 △9

デリバティブの決済による支出 － △5,018

配当金の支払額 △51,366 △55,326

非支配持分への配当金の支払額 △13,951 △14,788

その他 △578 △498

財務活動によるキャッシュ・フロー △17,959 6,595

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,790 △2,217

現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △73,405 28,248

現金及び現金同等物の期首残高 173,102 165,671

現金及び現金同等物の四半期末残高 99,697 193,919



キリンホールディングス株式会社(2503) 2020年12月期 第３四半期決算短信

― 10 ―

（５）要約四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

該当事項はありません。
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２．その他

（１）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

　通期の業績予想につきましては、第３四半期連結累計期間における業績を加味した結果、2020年８月７日付で発表し

た2020年12月期の連結業績予想を、下記のとおり修正しております。なお、詳細につきましては、本日発表の「通期連

結業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。

【2020年12月期の連結業績予想】

　(単位：百万円)

売上収益 事業利益 税引前利益 当期利益
親会社の

所有者に帰属する

当期利益

基本的
１株当たり
当期利益

前回発表予想 (Ａ) 1,824,000 140,000 118,500 90,500 64,500 76円70銭

今回修正予想 (Ｂ) 1,828,000 150,000 128,500 98,000 72,000 85円62銭

増減額 (Ｂ－Ａ) 4,000 10,000 10,000 7,500 7,500 ―

増減率 (％) 0.2 7.1 8.4 8.3 11.6 ―

前期実績(2019年12月期) 1,941,305 190,754 116,823 81,438 59,642 68円00銭
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2020年第３四半期決算

補足説明資料

　

　

　

　

１．連結財政状態計算書サマリー

２．連結損益計算書サマリー・指標等

３．売上収益明細

４．利益増減明細

５．連結キャッシュ・フロー計算書サマリー

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

キリンホールディングス株式会社
2020年11月６日
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１．連結財政状態計算書サマリー

　
(単位：億円)

2020年
第３四半期末

(実績)

2019年
期末
(実績)

増減額 増減内容

非流動資産 16,281 16,007 274

有形固定資産 5,661 5,613 48

のれん 2,419 2,339 80

無形資産 2,034 1,689 345

持分法で会計処理されている投資 3,889 3,848 41

その他 2,279 2,519 △241

流動資産 7,963 8,121 △158

棚卸資産 2,343 2,192 151

営業債権及びその他の債権 3,255 3,957 △702 ・前年度末が休日による減少 他

現金及び現金同等物 1,939 1,657 282

その他 426 316 110

資産合計 24,245 24,129 116

資本 10,780 11,468 △688

親会社所有者帰属持分 8,267 9,066 △799 ・自己株式の取得 他

非支配持分 2,513 2,402 111

非流動負債 6,395 5,287 1,109

社債及び借入金 4,144 2,912 1,232 ・新規借入による増加 他

その他 2,252 2,375 △123

流動負債 7,069 7,374 △304

社債及び借入金 2,851 2,396 455

　営業債務及びその他の債務 2,046 2,311 △264

　その他 2,171 2,667 △495 ・未払酒税の減少 他

負債合計 13,465 12,660 804

資本負債合計 24,245 24,129 116
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２．連結損益計算書サマリー・指標等

　

（１）損益計算書サマリー・指標等

(単位：億円)

2020年
第３四半期
(実績)

2019年
第３四半期
(実績)

対前年増減

売上収益 13,597 14,378 △782 △5.4％

売上総利益 5,908 6,305 △397 △6.3％

販売費及び一般管理費 4,606 4,821 △215 △4.5％

事業利益 1,303 1,484 △182 △12.2％

その他の営業収益 38 39 △2 △4.7％

その他の営業費用 297 913 △616 △67.5％

営業利益 1,043 611 433 70.9％

金融収益 25 32 △7 △21.2％

金融費用 55 73 △18 △24.1％

持分法による投資利益 139 205 △66 △32.3％

税引前四半期利益 1,152 775 377 48.7％

法人所得税費用 211 280 △69 △24.6％

四半期利益 941 495 446 90.1％

親会社の所有者 718 331 386 116.5％

非支配持分 223 163 60 36.6％

平準化ＥＰＳ 106円 116円 △10円 △8.6％

売上収益(酒税抜き) 11,599 12,195 △597 △4.9％

事業利益率(対酒税抜き) 11.2％ 12.2％

平準化ＥＢＩＴＤＡ 1,900 2,093 △194 △9.3％

グロスＤＥレシオ 0.85倍 0.56倍

※2019年度期末に会計方針を変更したことに伴い、2019年第３四半期を遡及修正しております。

平準化ＥＰＳ＝平準化四半期利益／期中平均株式数

平準化四半期利益＝親会社の所有者に帰属する四半期利益±税金等調整後その他の営業収益・費用等

平準化ＥＢＩＴＤＡ＝事業利益＋減価償却費及び償却費(※)＋持分法適用会社からの受取配当金

　※減価償却費及び償却費は使用権資産の償却費を除いております。
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（２）主要在外会社損益の為替換算レート

(単位：円)

2020年
第３四半期
(実績)

2019年
第３四半期
(実績)

ライオン(豪ドル) 73.23 76.41

ミャンマー・ブルワリー
77.37 71.87

(ミャンマーチャット('000))

コーク・ノースイースト(米ドル) 107.25 109.20

（３）主要在外会社損益の取込期間

2020年第３四半期
(実績)

2019年第３四半期
(実績)

サンミゲルビール 2019年10月～2020年６月 2018年10月～2019年６月

３．売上収益明細

（１）売上収益明細

(単位：億円)
2020年

第３四半期
(実績)

2019年
第３四半期
(実績)

対前年増減

売上収益 13,597 14,378 △782 △5.4％

国内ビール・スピリッツ 4,792 5,107 △315 △6.2％

キリンビール 4,642 4,978 △336 △6.7％

その他・内部及びセグメント間取引消去 150 129 21 16.2％

国内飲料 1,906 2,150 △244 △11.4％

キリンビバレッジ 1,921 2,165 △244 △11.3％

セグメント間取引消去 △15 △15 △1 －

オセアニア綜合飲料 2,057 2,151 △94 △4.4％

ライオン 2,057 2,151 △94 △4.4％

酒類 1,220 1,186 34 2.9％

飲料 837 965 △128 △13.3％

　 セグメント間取引消去 △0 △0 △0 －

医薬 2,336 2,247 89 4.0％

協和キリン 2,340 2,255 85 3.8％

セグメント間取引消去 △4 △8 4 －

その他 2,506 2,724 △218 △8.0％

　 メルシャン 439 453 △13 △2.9％

ミャンマー・ブルワリー 242 242 △0 △0.2％

コーク・ノースイースト 988 1,003 △15 △1.5％

協和発酵バイオ 434 565 △131 △23.2％

その他・内部及びセグメント間取引消去 403 461 △58 △12.5％

＜参考＞酒税抜売上収益 (単位：億円)
2020年

第３四半期
(実績)

2019年
第３四半期
(実績)

キリンビール 2,774 2,922
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（２）主要事業会社 販売数量明細

① キリンビール

2020年
第３四半期

2019年
第３四半期

実績 対前年増減 実績 対前年増減

売上数量 千KL ％ 千KL ％

ビール － △25.0 － △4.4

発泡酒 － △4.0 － △5.3

新ジャンル － 8.6 － 13.7

計 　－ △5.0 － 2.7

ＲＴＤ 309 9.4 282 7.1

ノンアルコール飲料 33 21.3 28 △7.4

　 ビール酒造組合での合意により、 キリンビールの販売数量実績は、 第２四半期及び第４四半期のみ開示しております。

② キリンビバレッジグループ

2020年
第３四半期

2019年
第３四半期

実績 対前年増減 実績 対前年増減

カテゴリー別 万ケース ％ 万ケース ％

紅茶 3,702 △9.4 4,088 10.3

日本茶 2,489 △5.3 2,629 △0.5

コーヒー飲料 1,706 △12.5 1,951 2.9

果実・野菜飲料 1,783 △5.3 1,883 △5.0

炭酸飲料 1,230 △21.4 1,564 △7.0

健康・スポーツ飲料 872 △5.9 927 △8.7

水 3,292 1.7 3,236 △3.4

その他 1,329 △11.8 1,508 3.3

計 16,404 △7.8 17,785 0.3

容器別

缶 1,934 △16.7 2,321 △10.7

大型PET(2L,1.5L等) 6,037 △0.1 6,045 △1.2

小型PET(500ml,280ml等) 7,071 △10.5 7,900 8.0

その他 1,362 △10.3 1,519 △10.9

計 16,404 △7.8 17,785 0.3
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４．利益増減明細

（１）事業利益明細

(単位：億円)

2020年
第３四半期
(実績)

2019年
第３四半期
(実績)

対前年増減

事業利益 1,303 1,484 △182 △12.2％

国内ビール・スピリッツ 632 655 △23 △3.5％

キリンビール 609 639 △29 △4.6％

その他 23 17 6 38.3％

国内飲料 184 212 △28 △13.3％

キリンビバレッジ 184 212 △28 △13.3％

オセアニア綜合飲料 97 242 △145 △59.9％

ライオン 97 242 △145 △59.9％

酒類 140 289 △149 △51.6％

飲料 4 △4 9 －

本社 △47 △42 △5 －

医薬 502 466 36 7.7％

協和キリン 502 466 36 7.7％

その他 198 226 △28 △12.6％

メルシャン 18 9 9 105.2％

ミャンマー・ブルワリー 107 106 2 1.5％

コーク・ノースイースト 66 38 28 73.4％

協和発酵バイオ △36 33 △69 －

その他 42 41 2 3.9％

全社費用・セグメント間取引消去 △310 △318 7 －

各セグメントの利益は事業利益に当社へのマネジメントフィを足し戻した金額であるマネジメントフィ控除前事業利益

を使用しております。
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（２）主要事業会社 事業利益増減内容

(単位：億円)

会社名 要因
対前年
増減

内容

キリンビール 酒類等限界利益減 △122 ビール類計 △95億

ビール販売数量減 △103千kl

発泡酒販売数量減 △12千kl

新ジャンル販売数量増 50千kl

ビール類以外計 26億

ＲＴＤ販売数量増 27千kl

ノンアル販売数量増 6千kl 他

品種構成差異等 △53億

原材料費増 △13

販売費減 68 販売促進費減 70億、広告費増 △2億（計 450億→382億）

その他費用減 38

計 △29

キリンビバレッジ 清涼飲料限界利益減 △110 販売数量減 △1,381万ケース △67億

商品・容器構成差異等 △44億

原材料費等減 8 原料費減 7億、材料費減 8億、加工費増 △7億

販売費減 50 販売促進費減 23億、広告費減 26億（計 270億→220億）

その他費用減 24

計 △28
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（３）その他の営業収益・その他の営業費用

　
（単位：億円）

2020年
第３四半期
（実績）

2019年
第３四半期
（実績）

対前年増減

その他の営業収益 38 39 △2

有形固定資産及び無形資産売却益 12 23 △11

子会社株式売却益 0 － 0

その他 25 16 9

その他の営業費用 297 913 △616

減損損失 79 636 △557

事業構造改善費用 40 103 △63

ソフトウェア開発費 109 81 28

有形固定資産及び無形資産除売却損 13 12 1

その他 56 81 △26

（４）金融収益・金融費用・持分法による投資利益 等

（単位：億円）

2020年
第３四半期
（実績）

2019年
第３四半期
（実績）

対前年増減

金融収益 25 32 △7

受取利息 13 12 1

受取配当金 7 17 △9

その他 5 3 2

金融費用 55 73 △18

支払利息 36 53 △17

為替差損(純額) 4 13 △9

その他 16 7 9

持分法による投資利益 139 205 △66

サンミゲルビール 128 196 △69

その他 11 9 2
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５．連結キャッシュ・フロー計算書サマリー

　
(単位：億円)

2020年
第３四半期
(実績)

2019年
第３四半期
(実績)

対前年増減

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,241 1,190 51

税引前四半期利益 1,152 775 377

減価償却費及び償却費 601 604 △3

その他 △512 △189 △323

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,003 △1,726 724

有形固定資産及び無形資産の取得 △728 △708 △19

その他 △275 △1,018 743

財務活動によるキャッシュ・フロー 66 △180 246

有利子負債の増減額 1,720 827 893

配当金の支払額 △701 △653 △48

その他 △953 △354 △600

換算差額 △22 △18 △4

現金及び現金同等物の増減額 282 △734 1,017
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2020年通期業績予想

補足説明資料

　

　

　

　

１．売上収益明細

２．利益増減明細

　

　

　
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

キリンホールディングス株式会社
2020年11月６日
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１．売上収益明細

(単位：億円)

2020年
通期

(３Ｑ予想)

2019年
通期
(実績)

３Ｑ対前年増減
2020年
通期

(期央予想)

３Ｑ対期央
増減

売上収益 18,280 19,413 △1,133 △5.8％ 18,240 40

国内ビール・スピリッツ 6,486 6,819 △333 △4.9％ 6,497 △12

キリンビール 6,290 6,650 △360 △5.4％ 6,315 △25

その他・内部及びセグメント
間取引消去

196 169 27 16.0％ 182 14

国内飲料 2,542 2,868 △326 △11.4％ 2,497 45

キリンビバレッジ 2,558 2,888 △330 △11.4％ 2,513 45

セグメント間取引消去 △16 △20 4 － △16 －

オセアニア綜合飲料 2,795 2,997 △202 △6.7％ 2,761 34

ライオン 2,796 2,998 △202 △6.7％ 2,762 34

酒類 1,681 1,715 △34 △2.0％ 1,648 34

飲料 1,114 1,282 △168 △13.1％ 1,114 －

セグメント間取引消去 △1 △0 △0 － △1 －

医薬 3,121 3,049 72 2.4％ 3,121 －

協和キリン 3,130 3,058 72 2.3％ 3,130 －

セグメント間取引消去 △9 △10 0 － △9 －

その他 3,337 3,680 △344 △9.3％ 3,364 △27

　 メルシャン 618 639 △21 △3.2％ 619 △1

ミャンマー・ブルワリー 290 326 △35 △10.8％ 305 △14

コーク・ノースイースト 1,284 1,326 △42 △3.1％ 1,291 △7

　 協和発酵バイオ 590 749 △159 △21.2％ 590 －

その他・内部及びセグメント
間取引消去

554 642 △87 △13.6％ 560 △5
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２．利益増減明細

(単位：億円)

2020年
通期

(３Ｑ予想)

2019年
通期
(実績)

３Ｑ対前年
増減

2020年
通期

(期央予想)

３Ｑ対期央
増減

事業利益 1,500 1,908 △408 △21.4％ 1,400 100

国内ビール・スピリッツ 739 852 △113 △13.2％ 716 23

キリンビール 720 833 △113 △13.6％ 700 20

その他 19 18 1 5.2％ 16 3

国内飲料 220 264 △44 △16.5％ 200 20

キリンビバレッジ 220 264 △44 △16.5％ 200 20

オセアニア綜合飲料 183 414 △231 △55.8％ 162 21

ライオン 183 414 △231 △55.8％ 162 21

酒類 239 451 △212 △47.0％ 218 21

飲料 3 16 △13 △83.8％ 3 －

本社 △58 △53 △5 － △58 －

医薬 570 554 16 2.9％ 570 －

協和キリン 570 554 16 2.9％ 570 －

その他 248 270 △22 △8.3％ 213 35

メルシャン 33 22 11 52.3％ 29 4

ミャンマー・ブルワリー 113 129 △15 △12.0％ 113 －

コーク・ノースイースト 79 53 26 49.7％ 60 20

協和発酵バイオ △20 23 △43 － △20 －

その他 42 44 △2 △3.5％ 31 11

全社費用・セグメント間取引
消去

△460 △446 △14 － △461 1


