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１．平成19年９月中間期の連結業績（平成19年４月１日～平成19年９月30日）

(1）連結経営成績 （％表示は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年９月中間期 39,421 2.4 3,167 57.5 3,570 49.3 2,248 44.0

18年９月中間期 38,492 4.5 2,011 97.8 2,391 144.9 1,561 127.7

19年３月期 76,336 － 3,673 － 4,289 － 2,952 －

１株当たり中間
（当期）純利益

潜在株式調整後１株当たり

中間（当期）純利益

円 銭 円 銭

19年９月中間期 16 13 － －

18年９月中間期 11 05 － －

19年３月期 20 92 － －

（参考）持分法投資損益 19年９月中間期 323百万円 18年９月中間期 350百万円 19年３月期 614百万円

(2）連結財政状態

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

19年９月中間期 69,268 44,251 62.9 314 46

18年９月中間期 72,949 42,438 57.3 295 98

19年３月期 70,397 43,051 60.3 303 99

（参考）自己資本 19年９月中間期 43,570百万円 18年９月中間期 41,801百万円 19年３月期 42,427百万円

(3）連結キャッシュ・フローの状況

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

19年９月中間期 2,603 △399 △2,354 2,188

18年９月中間期 2,275 533 △2,454 2,795

19年３月期 6,156 △223 △6,036 2,338

２．配当の状況

（基準日） 中間期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭

19年３月期 － － 6 00 6 00

20年３月期 3 00 －

20年３月期（予想） － 3 00 6 00

３．平成20年３月期の連結業績予想（平成19年４月１日～平成20年３月31日）

（％表示は対前期増減率）

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 76,800 0.6 5,770 57.1 6,120 42.7 3,700 25.3 26 70
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４．その他

(1）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）　無

(2）中間連結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（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に記載されるもの）

①　会計基準等の改正に伴う変更　　　有

②　①以外の変更　　　　　　　　　　無

（注）詳細は、17ページ「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」をご覧ください。

(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） 19年９月中間期 141,667,400株 18年９月中間期 141,667,400株 19年３月期 141,667,400株

②　期末自己株式数 19年９月中間期 3,112,911株 18年９月中間期 439,592株 19年３月期 2,100,354株

（注）１株当たり中間（当期）純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、31ページ「１株当たり情報」

をご覧ください。

（参考）個別業績の概要

１．平成19年９月中間期の個別業績（平成19年４月１日～平成19年９月30日）

(1）個別経営成績 （％表示は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年９月中間期 35,234 1.8 2,818 54.2 2,967 51.7 1,805 52.1

18年９月中間期 34,614 4.4 1,827 72.1 1,955 71.6 1,187 13.3

19年３月期 70,358 － 3,411 － 4,090 － 2,796 －

１株当たり中間
（当期）純利益

円 銭

19年９月中間期 12 93

18年９月中間期 8 39

19年３月期 19 78

(2）個別財政状態

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

19年９月中間期 57,519 33,807 58.8 243 62

18年９月中間期 61,284 32,395 52.9 229 03

19年３月期 58,643 33,409 57.0 239 01

（参考）自己資本 19年９月中間期 33,807百万円 18年９月中間期 32,395百万円 19年３月期 33,409百万円

２．平成20年３月期の個別業績予想（平成19年４月１日～平成20年３月31日）

（％表示は対前期増減率）

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 70,500 0.2 5,380 57.7 5,490 34.2 3,300 18.0 23 78

※　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

前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等につきましては、３ページ「１.経営成績」をご覧下

さい。
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１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

①当中間連結会計期間の概要

　当中間連結会計期間のわが国経済は、輸出関連企業の業績が好調に推移し、設備投資も拡大基調にありましたが、

後半から米国サブプライムローン問題に係る不安材料や原材料価格の高騰など先行きへの不透明感が増大しました。

食品業界では、企業の食の安全・安心に対する姿勢を問われる出来事が続く一方、デフレの影響が色濃く残りまし

た。

　国際的には、ＷＴＯ（世界貿易機関）のドーハラウンドやＦＴＡ（自由貿易協定）、ＥＰＡ（経済連携協定）を

通じ経済のグローバル化への流れが一層進み、日本でもタイとの間でＥＰＡが締結され、オーストラリア等各国と

の間で本格的な交渉が継続しております。

　このような状況下、当社におきましては、新たな２ヵ年の中期経営計画をスタートさせ、食を通じ社会に貢献す

る企業としての社会的責任をグループ全体で再認識し、事業基盤の強化と品質保証体制の向上に取り組み、会社法、

金融商品取引法等に対応したコーポレート・ガバナンスの充実と内部統制体制の構築整備を進めるなど体質強化に

努めました。

  当中間連結会計期間の業績及び事業の種類別セグメントの状況は次の通りであります。

 

 　　 売上高　　　　39,421百万円（前中間連結会計期間比　 2.4％増）

　　　営業利益　　　 3,167百万円（　　　　〃　　　　　　57.5％増）

  　　経常利益　　　 3,570百万円（　　　　〃　　　　　　49.3％増）

　　　当期純利益　　 2,248百万円（　　　　〃　　　　　　44.0％増）

 

　（砂糖事業）

　砂糖事業におきましては、海外粗糖相場は上半期全体を通じて世界の砂糖需給の生産過剰予想を背景に軟調に推

移しましたが、一時減産の可能性をはやした買い支えの動きもあり、10.86セント（ニューヨーク現物、１ポンドあ

たり）で始まった後、５月中旬の期中最安値、７月中旬の期中最高値を経て、最終的には11.83セントで当中間連結

会計期間を終えました。一方、国内市中相場は、154～155円（日本経済新聞掲載、東京上白大袋１kg当たり）で始

まり同水準のまま当中間連結会計期間を終えました。

　販売面では、夏場以降に家庭用小袋がやや低調な荷動きとなりましたが、猛暑の影響もあり飲料関係向けの出荷

が好調で総じて順調に推移しました。生産面では、原料の有利調達に努めエネルギーコストなどの上昇を吸収しま

した。以上の結果、砂糖事業の売上高は34,964百万円（前中間連結会計期間比3.9％増）、営業利益は3,711百万円

（同51.1％増）となりました。

　（食品素材事業）

　食品素材事業におきましては、採用商品の伸びが鈍化した天然色素、主力のハードキャンディ市場の需要が低迷

している還元パラチノース（パラチニット）は低調な売上となりました。メタボリックシンドローム対策向け素材

として実証作業を進めているパラチノースは前期の販売量を上回りましたが、機能性素材として引き合いが増えて

いるさとうきび抽出物は大型商品への採用までは至らず、寒天・ゲル化剤はゼリー類の需要の冷え込みにより低調

に推移しました。子会社における販売もやや苦戦を強いられ、以上の結果、食品素材事業の売上高は3,776百万円

（前中間連結会計期間比8.7％減）、営業利益は207百万円（同20.7％減）となりました。

　（不動産事業）

　不動産事業におきましては、引き続き社有不動産の有効活用を図ってまいりました。当期に賃貸物件の一部を売

却したものの、期中に神戸市長田区の土地賃貸を開始したことにより、売上高は増加いたしました。

　以上の結果、不動産事業の売上高は680百万円（前中間連結会計期間比1.3％増）、営業利益は283百万円（同

0.2％増）となりました。
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②当連結会計年度の業績見通し

　当連結会計年度の経済状況は、原油高騰と米国サブプライムローンに端を発した世界同時株安、米国経済の腰折

れなど不透明かつ不安定な状況が考えられます。このような状況下、「第二次中期経営計画」をベースに事業およ

び資産ポートフォリオの継続的な見直しや投資のリサイクル等に取り組み、グループ内にあっては人間力・組織力

の強化のための人材育成も進め、グループ経営資源のハード、ソフト両面の活性化に努めてまいります。

　当連結会計年度の業績予想と事業の種類別セグメントの取組み課題は次の通りであります。

 

 　　 売上高　　　　76,800百万円（前中間連結会計期間比　 0.6％増）

　　　営業利益　　　 5,770百万円（　　　　〃　　　　　　57.1％増）

  　　経常利益　　　 6,120百万円（　　　　〃　　　　　　42.7％増）

　　　当期純利益　　 3,700百万円（　　　　〃　　　　　　25.3％増）

 

　（砂糖事業）

　砂糖事業におきましては、今後エネルギーコスト、海上運賃の高騰、国内産糖の制度変更による影響など厳しい

状況が考えられますが、生販一体の効率化を追求し、事業環境の変化に対応しうる基礎収益力の向上に取り組んで

まいります。販売面では、東西２営業本部体制での市場ニーズへの的確な対応とコストを意識した適正価格による

販売を継続いたします。生産面では、各工場の製品ラインアップ、特長を生かした機能分化による効率的な生産体

制を進めるとともに、安全で安心できる製品品質の維持向上と環境に配慮した生産を行ってまいります。

　（食品素材事業）

　食品素材事業におきましては、事業の選択と集中を行い収益指向を徹底するとともに、商材それぞれの特質を最

大限に引き出すための研究開発にも注力してまいります。また、グループ会社との連携を深め、営業力、商品力の

強化に取り組んでまいります。

　（不動産事業）

　不動産事業におきましては、国内各地に所有する賃貸物件やその他の不動産を含めたグループ内保有不動産につ

いて引き続き効率的運用を図るとともに、資産ポートフォリオの継続的見直しによる収益力の向上に取り組んでま

いります。

 

(2）財政状態に関する分析

①　資産、負債及び純資産の状況

　当中間連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末に比較して1,129百万円減少し、69,268百万円となりまし

た。投資その他の資産が増加した一方で、受取手形及び売掛金・たな卸資産等の流動資産、減価償却による有形固

定資産が減少したことによるものであります。

　負債合計は、前連結会計年度末に比較して2,329百万円減少し、25,017百万円となりました。主に、未払費用の減

少と有利子負債の圧縮によるものであります。

　純資産合計は、前連結会計年度末に比較して1,200百万円増加し、44,251百万円となりました。主な要因は、中間

純利益2,248百万円、剰余金の配当838百万円、自己株式の取得392百万円等であります。

②　キャッシュ・フローの状況

　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、営業活動により2,603百万円増加

した一方で、投資活動と財務活動で合計2,753百万円減少したことにより、前連結会計年度末に比較して150百万円

減少し、2,188百万円となりました。

　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通りであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動の結果得られた資金は、2,603百万円（前中間連結会計期間は資金の増加2,275百万円）となりました。

　税金等調整前当期純利益が前中間連結会計期間比42.6％増の3,565百万円、減価償却費1,041百万円等の資金の増

加があった一方で、未払費用の減少1,316百万円や法人税等の支払による1,417百万円の資金の減少等があったこと

によるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動による資金の減少は、399百万円（前中間連結会計期間は資金の増加533百万円）となりました。

　工場設備や賃貸用不動産等に係る有形固定資産の取得650百万円等があったことによるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動による資金の減少は、2,354百万円（前中間連結会計期間は資金の減少2,454百万円）となりました。

　コマーシャル・ペーパーや借入金の純減少1,120百万円、自己株式の取得392百万円、配当金の支払837百万円等が

あったことによるものであります。

　なお、当企業集団のキャッシュ・フロー指標等のトレンドは以下の通りであります。
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（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移

平成17年９月
中間期

平成18年９月
中間期

平成19年９月
中間期

平成19年３月期

自己資本比率（％） 54.3 57.3 62.9 60.3

時価ベースの自己資本比率

（％）
94.9 75.7 81.2 86.8

債務償還年数（年） - 3.0 1.9 1.8

インタレスト・カバレッジ・

レシオ（倍）
- 28.7 41.3 40.9

自己資本比率：自己資本／総資産

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

債務償還年数：有利子負債／キャッシュ・フロー

（中間期につきましては、営業キャッシュ・フローを年額に換算するため２倍しております。）

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い

（注１）いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。

（注２）株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。

（注３）キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しています。

（注４）有利子負債は連結（中間連結）貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象

としております。また、利払いにつきましては、中間（期末）連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額

を使用しております。なお、平成17年９月中間期につきましては営業活動によるキャッシュ・フローがマイナ

スのため、インタレスト・カバレッジ・レシオの記載を省略しております。

 

(3）利益配分に関する基本方針及び当期の配当

  当社は株主の皆様への安定的かつ継続的な配当と、将来の事業展開、財務体質・経営基盤の強化のための内部留

保の充実及び再生産と成長に必要な投資額を考慮しつつ、業績への連動性を加味した総合的な判断により配当金額

を決定いたします。また、自己株式の取得など株主価値の向上と経営環境の変化に対応した機動的な資本政策に努

めてまいります。

　当期の配当につきましては、中間配当として１株当たり３円、期末配当として１株当たり３円の年間１株当たり

６円の配当を予定しております。
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２．企業集団の状況
 

　最近の有価証券報告書（平成19年６月28日提出）における「事業の内容」及び「関係会社の状況」から重要な変更が

ないため開示を省略しております。

　

 

３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

  平成19年３月期決算短信（平成19年５月15日開示）により開示を行った内容から重要な変更がないため開示を省略

します。

  当該決算短信は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。

  　（当社ホームページ）

http://www.mitsui-sugar.co.jp/

  　（東京証券取引所ホームページ（上場会社情報検索ページ））

http://www.tse.or.jp/listing/compsearch/index.html 

(2）目標とする経営指標

  平成19年３月期決算短信（平成19年５月15日開示）により開示を行った内容から重要な変更がないため開示を省略

します。

 

(3）中長期的な会社の経営戦略

  当社グループにおきましては、平成21年３月期を最終年度とする第二次中期経営計画を策定しました。骨子として

は加速度的な環境変化に対応すべく「事業と資産の継続的なポートフォリオ見直し」「国際競争力に向けてのステッ

プを踏み出す」としております。砂糖事業の生産面におきましては西部地区の３工場の機能分化、とりわけ簡素・大

型・効率の可能性を有する神戸工場の潜在能力を発揮させる考え方を中心に捉え、原油価格の上昇に対処するべく、

既に昨年からガス化を進めて参りましたが、これに加えて一段のエネルギーコスト圧縮を検討中であります。販売面

におきましては、関西支社と九州支社を西部営業本部に統合することにより販売の効率化を進めます。食品素材事業

におきましては、商品の収益指向・開発指向を明確にし拡大分野への集中を行います。不動産事業におきましては、

資産ポートフォリオの継続的見直しにより効率的な活用を促進します。以上の施策を実施し、「企業価値のスパイラ

ルアップ」を目指します。

 

(4）会社の対処すべき課題

  平成19年３月期決算短信（平成19年５月15日開示）により開示を行った内容から重要な変更がないため開示を省略

します。
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４．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18年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成19年９月30日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成19年３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
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ　流動資産           

１．現金及び預金   2,798   2,191   2,341  

２．受取手形及び売
掛金

※４  4,698   4,206   4,696  

３．たな卸資産   11,527   9,732   9,997  

４．繰延税金資産   333   428   551  

５．その他   643   567   551  

貸倒引当金   △11   △10   △11  

流動資産合計   19,990 27.4  17,114 24.7  18,126 25.7

Ⅱ　固定資産           

１．有形固定資産           

(1）建物及び構築
物

※1,5 23,902   24,300   24,239   

減価償却累計
額

 14,643 9,259  14,973 9,327  14,860 9,379  

(2）機械装置及び
運搬具

※1,5 37,401   37,672   37,450   

減価償却累計
額

 28,652 8,748  29,696 7,976  29,165 8,284  

(3）工具器具及び
備品

※１ 1,687   1,624   1,611   

減価償却累計
額

 1,384 302  1,327 297  1,312 298  

(4）土地 ※１  19,780   19,783   19,783  

(5）建設仮勘定   301   93   217  

有形固定資産
合計

  38,391 52.6  37,477 54.1  37,962 54.0

２．無形固定資産   116 0.2  77 0.1  97 0.1

３．投資その他の資
産

          

(1）投資有価証券   12,696   12,781   12,397  

(2）繰延税金資産   104   118   116  

(3）その他   1,666   1,716   1,715  

貸倒引当金   △17   △17   △17  

投資その他の
資産合計

  14,450 19.8  14,597 21.1  14,211 20.2

固定資産合計   52,958 72.6  52,153 75.3  52,271 74.3

資産合計   72,949 100.0  69,268 100.0  70,397 100.0
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前中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成19年９月30日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成19年３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
（％）

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

※４  4,842   3,942   3,300  

２．短期借入金   －   －   450  

３．一年内に返済予
定の長期借入金

※1,6  2,448   1,909   2,281  

４．コマーシャル・
ペーパー

  4,500   3,000   2,500  

５．未払費用   2,603   2,252   3,569  

６．未払法人税等   1,045   1,028   1,404  

７．未払消費税等   77   369   39  

８．役員賞与引当金   18   31   63  

９．その他   1,029   751   866  

流動負債合計   16,564 22.7  13,285 19.2  14,474 20.5

Ⅱ　固定負債           

１．長期借入金 ※1,6  6,712   4,802   5,602  

２．繰延税金負債   1,028   1,142   1,140  

３．退職給付引当金   3,091   2,815   2,971  

４．役員退職給与引
当金

  33   17   43  

５．長期預り保証金   1,998   1,503   1,940  

６．その他   1,081   1,448   1,174  

固定負債合計   13,946 19.1  11,731 16.9  12,872 18.3

負債合計   30,510 41.8  25,017 36.1  27,346 38.8

           

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

１．資本金   7,083 9.7  7,083 10.2  7,083 10.1

２．資本剰余金   1,249 1.7  1,254 1.8  1,254 1.8

３．利益剰余金   32,811 45.0  35,611 51.4  34,202 48.6

４．自己株式   △67 △0.1  △1,212 △1.7  △821 △1.2

株主資本合計   41,076 56.3  42,736 61.7  41,718 59.3

Ⅱ　評価・換算差額等           

１．その他有価証券評
価差額金

  763 1.0  763 1.1  910 1.3

２．繰延ヘッジ損益   140 0.2  92 0.1  152 0.2

３．為替換算調整勘定   △178 △0.2  △22 △0.0  △353 △0.5

評価・換算差額等合
計

  725 1.0  833 1.2  708 1.0

Ⅲ　少数株主持分   637 0.9  680 1.0  623 0.9

純資産合計   42,438 58.2  44,251 63.9  43,051 61.2

負債純資産合計   72,949 100.0  69,268 100.0  70,397 100.0
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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18年４月１日
至　平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日)

対前中間
期比

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額
（百万円）

百分比
（％）

金額
（百万円）

百分比
（％）

増減
(百万円)

金額
（百万円）

百分比
（％）

Ⅰ　売上高   38,492 100.0  39,421 100.0 928  76,336 100.0

Ⅱ　売上原価   31,078 80.7  30,938 78.5 140  61,357 80.4

売上総利益   7,413 19.3  8,482 21.5 1,068  14,979 19.6

Ⅲ　販売費及び一般
管理費

           

１．販売口銭及び
奨励費

 1,074   913    2,231   

２．発送費及び配
達費

 1,226   1,310    2,461   

３．保管料及び荷
役料

 460   399    938   

４．給料及び賞与  974   970    2,023   

５．役員賞与引当
金繰入額

 18   31    63   

６．退職給付引当
金繰入額

 65   55    123   

７．役員退職給与
引当金繰入額

 6   1    19   

８．その他  1,577 5,402 14.1 1,632 5,315 13.5 87 3,445 11,306 14.8

営業利益   2,011 5.2  3,167 8.0 1,156  3,673 4.8

Ⅳ　営業外収益            

１．受取利息  10   6    15   

２．受取配当金  41   50    52   

３．デリバティブ
利益

 83   154    200   

４．持分法による
投資利益

 350   323    614   

５．雑収入  61 547 1.4 71 606 1.5 58 155 1,038 1.4

Ⅴ　営業外費用            

１．支払利息  79   63    150   

２．固定資産除却
損

 15   33    74   

３．設備撤去費  7   52    47   

４．雑損失  64 167 0.4 54 203 0.5 △37 149 421 0.6

経常利益   2,391 6.2  3,570 9.0 1,178  4,289 5.6
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前中間連結会計期間

(自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日)

対前中間
期比

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額
（百万円）

百分比
（％）

金額
（百万円）

百分比
（％）

増減
(百万円)

金額
（百万円）

百分比
（％）

Ⅵ　特別利益            

１．固定資産売却
益

※１ 262   105    264   

２．投資有価証券
売却益

 68   －    70   

３．合理化対策事
業助成金収入

 33   6    33   

４．持分法変動利
益

 －   18    18   

５．その他  8 372 1.0 － 131 0.3 △241 8 393 0.5

Ⅶ　特別損失            

１．固定資産除却
損

※２ 103   48    96   

２．減損損失 ※３ 7   43    7   

３．環境対策処理
費用

※４ 153   －    154   

４．助成金返還損 ※５ － 264 0.7 45 136 0.3 128 － 258 0.3

税金等調整前
中間(当期)純
利益

  2,500 6.5  3,565 9.0 1,065  4,425 5.8

法人税、住民
税及び事業税

 1,033   1,013    1,740   

法人税等調整
額

 △161 871 2.3 241 1,255 3.2 △383 △320 1,419 1.9

少数株主利益   67 0.2  61 0.1 5  53 0.0

中間(当期)純
利益

  1,561 4.0  2,248 5.7 686  2,952 3.9
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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18年４月１日　至平成18年９月30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

平成18年３月31日　残高
　　　　　　　　　（百万円）

7,083 1,249 32,000 △62 40,270

中間連結会計期間中の変動額      

　剰余金の配当（注）   △707  △707

　役員賞与（注）   △43  △43

　中間純利益   1,561  1,561

　自己株式の取得    △5 △5

　自己株式の処分  0  0 0

株主資本以外の項目の中間連結会
計期間中の変動額（純額）

     

中間連結会計期間中の変動額合計
　　　　　　　　　（百万円）

－ 0 810 △5 805

平成18年９月30日　残高
　　　 　　　（百万円）

7,083 1,249 32,811 △67 41,076

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18年３月31日　残高
　　　　　　　　　（百万円）

957 － △326 630 575 41,476

中間連結会計期間中の変動額       

　剰余金の配当（注）      △707

　役員賞与（注）      △43

　中間純利益      1,561

　自己株式の取得      △5

　自己株式の処分      0

株主資本以外の項目の中間連結会
計期間中の変動額（純額）

△194 140 148 94 61 156

中間連結会計期間中の変動額合計
　　　　　　　　　（百万円）

△194 140 148 94 61 961

平成18年９月30日　残高
　　　 　　　（百万円）

763 140 △178 725 637 42,438

　（注）　平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。
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当中間連結会計期間（自平成19年４月１日　至平成19年９月30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

平成19年３月31日　残高
　　　　　　　　　（百万円）

7,083 1,254 34,202 △821 41,718

中間連結会計期間中の変動額      

　剰余金の配当   △838  △838

　中間純利益   2,248  2,248

　自己株式の取得    △392 △392

　自己株式の処分  △0  1 1

株主資本以外の項目の中間連結会
計期間中の変動額（純額）

     

中間連結会計期間中の変動額合計
　　　　　　　　　（百万円）

－ △0 1,409 △391 1,018

平成19年９月30日　残高
　　　 　　　（百万円）

7,083 1,254 35,611 △1,212 42,736

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19年３月31日　残高
　　　　　　　　　（百万円）

910 152 △353 708 623 43,051

中間連結会計期間中の変動額       

　剰余金の配当      △838

　中間純利益      2,248

　自己株式の取得      △392

　自己株式の処分      1

株主資本以外の項目の中間連結会
計期間中の変動額（純額）

△147 △59 331 124 57 181

中間連結会計期間中の変動額合計
　　　　　　　　　（百万円）

△147 △59 331 124 57 1,200

平成19年９月30日　残高
　　　 　　　（百万円）

763 92 △22 833 680 44,251
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前連結会計年度の連結株主資本等変動計算書（自平成18年４月１日　至平成19年３月31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

平成18年３月31日　残高
　　　　　　　　　（百万円）

7,083 1,249 32,000 △62 40,270

連結会計年度中の変動額      

　剰余金の配当（注）   △707  △707

　役員賞与（注）   △43  △43

　当期純利益   2,952  2,952

　自己株式の取得    △759 △759

　自己株式の処分  0  0 1

  関連会社株式の売却に伴う変動額  4  0 5

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
　　　　　　　　　（百万円）

－ 5 2,201 △759 1,447

平成19年３月31日　残高
　　　 　　　（百万円）

7,083 1,254 34,202 △821 41,718

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18年３月31日　残高
　　　　　　　　　（百万円）

957 － △326 630 575 41,476

連結会計年度中の変動額       

　剰余金の配当（注）      △707

　役員賞与（注）      △43

　当期純利益      2,952

　自己株式の取得      △759

　自己株式の処分      1

　関連会社株式の売却に伴う変動額      5

株主資本以外の項目の連結会計年
度中の変動額（純額）

△46 152 △27 78 48 126

連結会計年度中の変動額合計
　　　　　　　　　（百万円）

△46 152 △27 78 48 1,574

平成19年３月31日　残高
　　　 　　　（百万円）

910 152 △353 708 623 43,051

　（注）　平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。
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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18年４月１日
至　平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日)

対前中間期比

前連結会計年度の
要約連結キャッシュ・

フロー計算書
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）
増減

(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

 2,500 3,565  4,425

減価償却費  1,211 1,041  2,425

減損損失  7 43  7

合理化対策事業助成
金収入

 △33 △6  △33

助成金返還損  － 45  －

環境対策処理費用  153 －  154

固定資産売却益  △263 △105  △265

固定資産除却損  119 82  171

投資有価証券売却益  △73 △15  △80

貸倒引当金の減少額  △6 △0  △6

退職給付引当金の減
少額

 △62 △155  △182

受取利息及び受取配
当金

 △52 △57  △67

支払利息  79 63  150

持分法による投資利
益

 △350 △323  △614

持分変動利益  － △18  △18

売上債権の減少額  38 489  40

たな卸資産の減少額
（△増加額）

 △2,480 264  △950

仕入債務の増加額  1,845 642  303

未払消費税等の増加
額（△減少額）

 △136 330  △174

未払費用の増加額
（△減少額） 

 － △1,316  834

その他  △57 △548  625

小計  2,438 4,019 1,580 6,745
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前中間連結会計期間

(自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日)

対前中間期比

前連結会計年度の
要約連結キャッシュ・

フロー計算書
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）
増減

(百万円)
金額（百万円）

利息及び配当金の受
取額

 52 57  67

利息の支払額  △79 △62  △150

合理化対策事業助成
金の受取額

 33 6  33

特別退職金の支払額  △327 －  △327

法人税等の支払額  △100 △1,417  △470

法人税等の還付額  258 －  258

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 2,275 2,603 327 6,156

Ⅱ　投資活動によるキャッ
シュ・フロー

     

　　　定期預金の払戻によ
る収入

 3 －  3

有形固定資産の取得
による支出

 △614 △650  △1,434

有形固定資産の売却
による収入

 1,030 155  1,032

　　　有価証券の売却によ
る収入

 29 －  29

投資有価証券の取得
による支出

 △112 △21  △206

投資有価証券の売却
による収入

 144 80  199

貸付金の回収による
収入

 34 34  34

その他  19 1  119

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 533 △399 △932 △223
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前中間連結会計期間

(自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日)

対前中間期比

前連結会計年度の
要約連結キャッシュ・

フロー計算書
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）
増減

(百万円)
金額（百万円）

Ⅲ　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

 12,300 800  15,250

短期借入金の返済に
よる支出

 △12,600 △1,250  △15,100

コマーシャル・ペー
パーの発行による収
入

 18,500 17,000  36,500

コマーシャル・ペー
パーの償還による支
出

 △19,000 △16,500  △39,000

長期借入れによる収
入

 1,000 －  1,000

長期借入金の返済に
よる支出

 △1,939 △1,170  △3,216

自己株式の取得によ
る支出

 △5 △392  △759

自己株式の処分によ
る収入

 0 1  1

配当金の支払額  △705 △837  △707

少数株主への配当金
の支払額

 △4 △4  △4

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 △2,454 △2,354 100 △6,036

Ⅳ　現金及び現金同等物の
増加額（△減少額）

 354 △150 △504 △103

Ⅴ　現金及び現金同等物の
期首残高

 2,441 2,338 △103 2,441

Ⅵ　現金及び現金同等物の
中間期末（期末）残高

※１ 2,795 2,188 △607 2,338
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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

前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１．連結の範囲に関する事項

全ての子会社を連結の範囲に含めており

ます。

連結子会社はスプーンシュガー㈱、スプー

ンシュガーウエスト㈱、生和糖業㈱、㈱

タイショーテクノス、神戸トラックター

ミナル㈱、㈱台糖バイオ生産研究所、㈱

スプーンフーズ、山王運輸㈱の８社であ

ります。

なお、神戸トラックターミナル㈱につい

ては平成18年９月末日付で解散し、清算

手続中であります。

１．連結の範囲に関する事項

全ての子会社を連結の範囲に含めており

ます。

連結子会社はスプーンシュガー㈱、スプー

ンシュガーウエスト㈱、生和糖業㈱、㈱

タイショーテクノス、㈱スプーンフーズ、

山王運輸㈱の６社であります。

１．連結の範囲に関する事項

　　全ての子会社を連結の範囲に含めており

ます。

連結子会社はスプーンシュガー㈱ 、ス

プーンシュガーウエスト㈱、生和糖業㈱、

㈱タイショーテクノス、㈱スプーンフー

ズ、山王運輸㈱の６社であります。

前連結会計年度において連結子会社であ

りました神戸トラックターミナル㈱及び

㈱台糖バイオ生産研究所の２社につきま

しては、それぞれ平成18年12月20日及び

平成19年３月20日をもって清算が結了し、

連結の範囲から除外しておりますが、清

算結了までの損益計算書につきましては

連結しております。

 

 

２．持分法の適用に関する事項

(1）持分法適用会社は14社であり、その主要

な持分法適用会社は南西糖業㈱、北海道

糖業㈱、サンエイ糖化㈱、㈱平野屋、ク

ムパワピーシュガー㈱及びカセットポン

シュガー㈱であります。

２．持分法の適用に関する事項

(1）　　　　　　　同左

２．持分法の適用に関する事項

(1）　　　　　　　同左

(2）持分法を適用していない関連会社（㈱精

糖工業会館、㈱村上商店）は中間純損益

(持分に見合う額)及び利益剰余金 (持分

に見合う額)等からみて、持分法の対象か

ら除いても中間連結財務諸表に及ぼす影

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範囲から除

外しております。

(2）　　　　　　　同左 (2）持分法を適用していない関連会社（㈱精

糖工業会館、㈱村上商店）は当期純損益

(持分に見合う額)及び利益剰余金 (持分

に見合う額)等からみて、持分法の対象か

ら除いても連結財務諸表に及ぼす影響が

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範囲から除外し

ております。

３．連結子会社の中間決算日等に関する事項

連結子会社のうち生和糖業㈱の中間決算

日は、６月30日であります。

中間連結財務諸表の作成に当たりまして

は、中間決算日現在の財務諸表を使用し

ております。ただし、中間連結決算日ま

での期間に発生した重要な取引につきま

しては、連結上必要な調整を行っており

ます。

３．連結子会社の中間決算日等に関する事項

 同左

３．連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社のうち生和糖業㈱の決算日は、

12月31日であります。

連結財務諸表の作成に当たりましては、

同決算日現在の財務諸表を使用しており

ます。ただし、１月１日から連結決算日

までの期間に発生した重要な取引につき

ましては、連結上必要な調整を行ってお

ります。 
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前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

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

イ．有価証券

　　　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）

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

イ．有価証券

　　　その他有価証券

　　　時価のあるもの

　　　　　同左

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

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

時価のないもの

同左

時価のないもの

同左

ロ．デリバティブ

原則として、時価法

ロ．デリバティブ

同左

ロ．デリバティブ

同左

ハ．たな卸資産

商品・製品・仕掛品は主として先入先

出法による原価法、原材料(原料)は主

として総平均法による原価法、原材料

（副材料）・貯蔵品は主として移動平

均法による原価法によっております。

ハ．たな卸資産

　　　　　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

有形固定資産 

親会社は主として定額法であり、連結

子会社は主として定率法であります。

なお、主な耐用年数は以下の通りであ

ります。 

建物及び構築物 

15～38年 

機械装置及び運搬具 

4～13年 

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法

有形固定資産 

親会社は主として定額法であり、連結

子会社は主として定率法であります。

なお、主な耐用年数は以下の通りであ

ります。 

建物及び構築物 

15～38年 

機械装置及び運搬具 

4～13年 

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法

有形固定資産

親会社は主として定額法であり、連結

子会社は主として定率法であります。

なお、主な耐用年数は以下の通りであ

ります。 

建物及び構築物 

15～38年 

機械装置及び運搬具 

4～13年 

 （会計処理方法の変更）

親会社及び連結子会社は、法人税法の

改正に伴い、当中間連結会計期間より、

平成19年４月１日以降に取得した有形

固定資産について、改正後の法人税法

に基づく減価償却の方法に変更してお

ります。これによる損益に及ぼす影響

は軽微であります。

（追加情報）

親会社及び連結子会社は、法人税法の

改正に伴い、平成19年３月31日以前に

取得した資産については、改正前の法

人税法に基づく減価償却の方法の適用

により取得価額の５％に到達した連結

会計年度の翌連結会計年度より、取得

価額の５％相当額と備忘価額との差額

を５年間にわたり均等償却し、減価償

却費に含めて計上しております。これ

により営業利益、経常利益及び税金等

調整前中間純利益は、それぞれ71百万

円減少しております。なお、セグメン

ト情報に与える影響は、当該箇所に記

載しております。
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前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

(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、

一般債権につきましては貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権等特定の債権につ

きまし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

イ．貸倒引当金

同左 

(3）重要な引当金の計上基準

イ．貸倒引当金

同左 

ロ．役員賞与引当金

役員賞与の支出に備えるため、当連結

会計年度における支給見込額に基づき

当中間連結会計期間負担額を計上して

おります。 

（会計処理方法の変更）

当中間連結会計期間より、「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。

これにより営業利益、経常利益及び税

金等調整前中間純利益は、それぞれ18

百万円減少しております。

なお、セグメント情報に与える影響は、

当該箇所に記載しております。

ロ．役員賞与引当金

役員賞与の支出に備えるため、当連結

会計年度における支給見込額に基づき

当中間連結会計期間負担額を計上して

おります。 

ロ．役員賞与引当金

役員賞与の支出に備えるため、当連結

会計年度における支給見込額に基づき

計上しております。 

 

（会計処理方法の変更）

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。

これにより営業利益、経常利益及び税

金等調整前当期純利益は、それぞれ63

百万円減少しております。

なお、セグメント情報に与える影響は、

当該箇所に記載しております。

ハ．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。

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

（５年）による定額法により損益処理

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（10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から損益処理す

ることとしております。

なお、連結子会社は簡便法を採用して

おります。

ハ．退職給付引当金

同左

ハ．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。

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

（５年）による定額法により損益処理

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（10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から損益処理す

ることとしております。

なお、連結子会社は簡便法を採用して

おります。

ニ．役員退職給与引当金

連結子会社は、役員退職慰労金支給に

備えるため内規に基づく中間期末要支

給額の100％を計上しております。

ニ．役員退職給与引当金

同左

ニ．役員退職給与引当金

連結子会社は、役員退職慰労金支給に

備えるため、内規に基づく期末要支給

額の100％を計上しております。
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前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

(4）重要な外貨建の資産及び負債の本邦通貨

への換算基準

外貨建金銭債権債務は中間連結決算日の

直物為替相場により円換算し、換算差額

は損益として処理しております。

なお、在外子会社等の資産及び負債は中

間決算日の直物為替相場により円換算し、

換算差額は純資産の部における為替換算

調整勘定に含めて計上しております。

(4）重要な外貨建の資産及び負債の本邦通貨

への換算基準

同左

(4）重要な外貨建の資産及び負債の本邦通貨

への換算基準

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直

物為替相場により円貨に換算し、換算差

額は損益として処理しております。

なお、在外子会社等の資産及び負債は、

連結決算日の直物為替相場により円貨に

換算し、換算差額は純資産の部における

為替換算調整勘定に含めて計上しており

ます。

(5）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

ス取引につきましては、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。

(5）重要なリース取引の処理方法

同左

(5）重要なリース取引の処理方法

同左

(6）重要なヘッジ会計の方法

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、特例処理の要件を満たしている金

利スワップにつきましては特例処理に

よっております。

(6）重要なヘッジ会計の方法

イ．ヘッジ会計の方法

同左　

(6）重要なヘッジ会計の方法

イ．ヘッジ会計の方法

同左

ロ．ヘッジ手段とヘッジ対象 ロ．ヘッジ手段とヘッジ対象 ロ．ヘッジ手段とヘッジ対象

（ヘッジ手段） （ヘッジ対象）

商品先物取引 商品予定取引

為替予約取引 外貨建予定取引

金利スワップ 借入金利息

同左 同左

ハ．ヘッジ方針

商品先物取引及び為替予約取引につき

ましては相場変動リスクを減少させる

ため、輸出入取引に係る販売計画をベー

スとして必要な範囲で商品相場変動リ

スク及び為替変動リスクをヘッジして

おります。

金利スワップにつきましては将来の金

利上昇リスクをヘッジするために変動

金利を固定化する目的で行っておりま

す。

ハ．ヘッジ方針

同左

ハ．ヘッジ方針

同左

ニ．ヘッジ有効性評価の方法

商品先物取引につきましては、同一商

品、同一時期に対してであり、為替予

約取引につきましては、同一通貨、同

一金額に対してであるため、ヘッジの

効果が確保されているものとみており

ます。なお、金利スワップにつきまし

ては特例処理の要件を満たしているた

め有効性の評価を省略しております。

ニ．ヘッジ有効性評価の方法

同左

ニ．ヘッジ有効性評価の方法

同左
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前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

(7）その他中間連結財務諸表作成のための基

本となる重要な事項

（消費税等の会計処理）

消費税等の会計処理は税抜処理によって

おります。

(7）その他中間連結財務諸表作成のための基

本となる重要な事項

（消費税等の会計処理）

同左

(7）その他連結財務諸表作成のための基本と

なる重要な事項

（消費税等の会計処理）

同左

（税効果会計等）

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

て予定している固定資産圧縮積立金及び

固定資産圧縮特別勘定積立金の取崩しを

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。

（税効果会計等）

同左

 

─────

５．中間連結キャッシュ・フロー計算書にお

ける資金の範囲

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。

５．中間連結キャッシュ・フロー計算書にお

ける資金の範囲

同左　

５．連結キャッシュ・フロー計算書における

資金の範囲

同左
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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18年４月１日
至　平成18年９月30日）　

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）　

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

（貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準）

当中間連結会計期間より、「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）及び「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。

　これまでの資本の部の合計に相当す

る金額は41,661百万円であります。

　なお、当中間連結会計期間における

中間連結貸借対照表の純資産の部につ

きましては、中間連結財務諸表規則の

改正に伴い、改正後の中間連結財務諸

表規則により作成しております。

───── （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）及び「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。

　これまでの資本の部の合計に相当す

る金額は42,275百万円であります。

　なお、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きまして

は、連結財務諸表規則の改正に伴い、

改正後の連結財務諸表規則により作成

しております。

表示方法の変更

前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

（中間連結損益計算書）

 「デリバティブ利益」は、前中間連結会計期間まで営業外

収益の「雑収入」に含めて表示しておりましたが、営業外収

益の総額の100分の10を超えたため区分掲記しました。

　なお、前中間連結会計期間における「デリバティブ利益」

の金額は16百万円であります。

─────

 

 

 

 

 

─────

 

 

 

 

 

（中間連結キャッシュ・フロー計算書）

  営業活動によるキャッシュ・フローの「未払費用の増加額

（△減少額）」は、前中間連結会計期間は「その他」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、前中間連結会計期間の「その他」に含まれている

「未払費用の増加額（△減少額）」は△131百万円でありま

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18年９月30日)

当中間連結会計期間末
(平成19年９月30日)

前連結会計年度末
(平成19年３月31日)

※１．担保提供資産及び対応債務は下記のと

おりであります。

※１．担保提供資産及び対応債務は下記のと

おりであります。

※１．担保提供資産及び対応債務は下記のと

おりであります。

(1）担保提供資産（うち工場財団抵当） (1）担保提供資産 (1）担保提供資産（うち工場財団抵当）

建物及び構築物 355百万円

 (206百万円)

機械装置及び運搬具 452百万円

 (452百万円)

工具器具及び備品 0百万円

  (0百万円)

土地 312百万円

 (312百万円)

　合計 1,121百万円

 (972百万円)

建物及び構築物    95百万円

土地    4百万円

　合計      100百万円

建物及び構築物

 

   215百万円

(215百万円)

機械装置及び運搬具

 

   456百万円

(456百万円)

工具器具及び備品

 

0百万円

(0百万円)

土地    312百万円

 (312百万円)

　合計

 

     984百万円

(984百万円)

(2）対応債務（うち工場財団抵当分）

長期借入金（一年内

に返済予定の長期借

入金を含む）

6百万円

 (0百万円)

　合計 6百万円

 (0百万円)

(2）対応債務

長期借入金（一年内

に返済予定の長期借

入金を含む）

 52百万円

　合計  52百万円

(2）対応債務（うち工場財団抵当分）

長期借入金（一年内

に返済予定の長期借

入金を含む）

  70百万円

 (70百万円)

　合計   70百万円

 (70百万円)

　２．保証債務

連結会社以外の会社の金融機関等から

の借入に対する連帯保証

　２．保証債務

連結会社以外の会社の金融機関等から

の借入に対する連帯保証

　２．保証債務

連結会社以外の会社の金融機関等から

の借入に対する連帯保証

クムパワピーシュガー㈱ 225百万円

カセットポンシュガー㈱ 766百万円

　計 991百万円

クムパワピーシュガー㈱ 232百万円

カセットポンシュガー㈱ 793百万円

　計 1,026百万円

クムパワピーシュガー㈱  211百万円

カセットポンシュガー㈱  847百万円

　計 1,058百万円

　３．受取手形裏書譲渡高

59百万円

　３．受取手形裏書譲渡高

25百万円

　３．受取手形裏書譲渡高

─────

※４．中間連結会計期間末日満期手形の会計処

理

中間連結会計期間末日満期手形の会計

処理につきましては、手形交換日をもっ

て決済処理をしております。なお、当

中間連結会計期間の末日は金融機関の

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　　171百万円

支払手形　　 34百万円

※４．中間連結会計期間末日満期手形の会計処

理

中間連結会計期間末日満期手形の会計

処理につきましては、手形交換日をもっ

て決済処理をしております。なお、当

中間連結会計期間の末日は金融機関の

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　　113百万円

支払手形　　 45百万円

※４．連結会計期間末日満期手形の会計処理

 

 連結会計期間末日満期手形の会計処理に

つきましては、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

年度の末日は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　　116百万円

支払手形　　 37百万円

※５．有形固定資産の圧縮記帳額

連結子会社生和糖業㈱において砂糖生

産振興事業補助金を受入れたことによ

り、取得価額より控除した圧縮記帳額

は、次のとおりであります。

※５．有形固定資産の圧縮記帳額

連結子会社生和糖業㈱において砂糖生

産振興事業補助金を受入れたことによ

り、取得価額より控除した圧縮記帳額

は、次のとおりであります。

※５．有形固定資産の圧縮記帳額

連結子会社生和糖業㈱において砂糖生

産振興事業補助金を受入れたことによ

り、取得価額より控除した圧縮記帳額

は、次のとおりであります。

建物及び構築物 8百万円

機械装置及び運搬具 239百万円

建物及び構築物  8百万円

機械装置及び運搬具    173百万円

建物及び構築物  8百万円

機械装置及び運搬具    239百万円
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前中間連結会計期間末
(平成18年９月30日)

当中間連結会計期間末
(平成19年９月30日)

前連結会計年度末
(平成19年３月31日)

※６．財務制限条項

一年内に返済予定の長期借入金のうち

732百万円、長期借入金のうち1,204百

万円には、財務制限条項がついており、

下記の条項に一つでも抵触した場合、

借入先からの通知により、借入金は該

当する借入先に対し一括返済すること

になっております。 　

※６．財務制限条項

一年内に返済予定の長期借入金のうち

532百万円、長期借入金のうち672百万

円には、財務制限条項がついており、

下記の条項に一つでも抵触した場合、

借入先からの通知により、借入金は該

当する借入先に対し一括返済すること

になっております。 　

※６．財務制限条項

一年内に返済予定の長期借入金のうち

732百万円、長期借入金のうち838百万

円には、財務制限条項がついており、

下記の条項に一つでも抵触した場合、

借入先からの通知により、借入金は該

当する借入先に対し一括返済すること

になっております。　

(1）当連結会計年度末（当中間連結会計期

間末は除く）における従来の資本の部

の金額が前連結会計年度末における資

本の部の金額の75％未満。

(1）当連結会計年度末（当中間連結会計期

間末は除く）における純資産の部の金

額から少数株主持分及び繰延ヘッジ損

益の各金額を控除した金額が前連結会

計年度末における上記の金額の75％未

満。

(1）当連結会計年度末（当中間連結会計期

間末は除く）における純資産の部の金

額から少数株主持分及び繰延ヘッジ損

益の各金額を控除した金額が前連結会

計年度末における資本の部の金額の

75％未満。

(2）連結会計年度（中間連結会計期間は除

く）において経常損失を２期連続で計

上。

(2）            同左 (2）             同左

(3）各連結会計年度末（各中間連結会計期

間末は除く）における有利子負債（短

期借入金、１年内に返済予定の長期借

入金、長期借入金、社債等）の合計金

額が、営業損益、受取利息・配当金及

び減価償却費の合計金額の15.0倍（小

数点以下第二位切り上げ。）を２期連

続で上回ること。なお、減価償却費と

は、連結キャッシュ・フロー計算書の

「営業活動によるキャッシュ・フロー」

欄に記載される減価償却費とします。

(3）            同左 (3）             同左
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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18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

※１．固定資産売却益

土地の売却によるものであります。

※１．固定資産売却益

同左

※１．固定資産売却益

同左

※２．固定資産除却損 ※２．固定資産除却損 ※２．固定資産除却損

建物及び構築物 9百万円

機械装置及び運搬具 2百万円

設備撤去費

その他

73百万円

17百万円

建物及び構築物 0百万円

機械装置及び運搬具 30百万円

その他  17百万円

建物及び構築物    9百万円

機械装置及び運搬具   2百万円

設備撤去費  67百万円

その他 　17百万円

※３．減損損失

①減損損失を認識した資産グループの概要

※３．減損損失

①減損損失を認識した資産グループの概要

※３．減損損失

①減損損失を認識した資産グループの概要

場所 用途 種類

静岡県
駿東郡
小山町

遊休資産 土地

場所 用途 種類

パラチノー
スグループ
(岡山県岡
山市)

パラチノー
ス製造設備

機械装置及び
運搬具

ハイドロゲ
ルグループ
(兵庫県神
戸市)

ハイドロゲ
ル製造設備

機械装置及び
運搬具、工具
器具及び備品

場所 用途 種類

静岡県
駿東郡
小山町

遊休資産 土地

②減損損失に至った経緯

遊休状態となり、将来の用途も定まって

いないため、減損損失を認識しておりま

す。

②減損損失に至った経緯

営業損益が悪化し、短期的な業績の回復

が見込まれないため、減損損失を認識し

ております。

②減損損失に至った経緯

遊休状態となり、将来の用途も定まって

いないため、減損損失を認識しておりま

す。 

③減損損失の内訳 ③減損損失の内訳 ③減損損失の内訳

土地 7百万円

  

 機械装置及び運搬具  42百万円

 工具器具及び備品 　0百万円

 合計 　　43百万円

     

土地    7百万円

   

④グルーピングの方法

固定資産を砂糖事業グループ、食品素材

事業グループと不動産事業グループとそ

の他事業グループに大区分し、さらに砂

糖事業グループは工場別に区分しており

ます。食品素材事業グループは主として

パラチノースグループ、色素グループ、

ハイドロゲルグループ、バイオグループ

に区分しております。不動産事業グルー

プは賃貸物件毎に区分しております。な

お、遊休資産につきましては、個々の物

件ごとに区分しております。

④グルーピングの方法

　　　　　　　　同左

④グルーピングの方法

同左

⑤回収可能価額の算定方法

回収可能価額は正味売却価額によってお

り、時価の算定方法は相続税評価額（倍

率方式）に基づいて算出しております。

⑤回収可能価額の算定方法

パラチノース製造設備及びハイドロゲル製

造設備につきましては、回収可能価額は正

味売却価額によっており、時価の算定方法

は、主として他への転用が困難なため０円

と評価しております。

⑤回収可能価額の算定方法

回収可能価額は正味売却価額によってお

り、時価の算定方法は相続税評価額（倍

率方式）に基づいて算出しております。

※４．環境対策処理費用

「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な

処理の推進に関する特別措置法」に基

づく、ポリ塩化ビフェニル(ＰＣＢ)廃

棄物の処理費用であります。 

※４．　　　　　───── ※４．環境対策処理費用　

「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な

処理の推進に関する特別措置法」に基

づく、ポリ塩化ビフェニル(ＰＣＢ)廃

棄物の処理費用であります。 

※５．　　　　　─────

 

※５．助成金返還損

連結子会社生和糖業㈱において、独立

行政法人農畜産業振興機構から受けた

助成金の返還損であります。

※５．　　　　　─────
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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18年４月１日　至　平成18年９月30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

 
前連結会計年度末　

株式数（千株） 

当中間連結会計期間

増加株式数（千株）

当中間連結会計期間

減少株式数（千株）

当中間連結会計期間

末株式数（千株）

 発行済株式     

 　　普通株式　 141,667 － － 141,667

合計 141,667 － － 141,667

 自己株式     

 　　普通株式　（注） 427 13 1 439

合計 427 13 1 439

 　（注）普通株式の自己株式の株式数の増加13千株は、単元未満株式の買取による増加であります。

普通株式の自己株式の株式数の減少１千株は、単元未満株式の売却による減少であります。

 ２．配当に関する事項

（１）配当金支払額

（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６月29日

定時株主総会
普通株式 707 5.00  平成18年３月31日  平成18年６月29日

当中間連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30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

 
前連結会計年度末　

株式数（千株） 

当中間連結会計期間

増加株式数（千株）

当中間連結会計期間

減少株式数（千株）

当中間連結会計期間

末株式数（千株）

 発行済株式     

 　　普通株式　 141,667 － － 141,667

合計 141,667 － － 141,667

 自己株式     

 　　普通株式　（注） 2,100 1,016 4 3,112

合計 2,100 1,016 4 3,112

 　（注）１．普通株式の自己株式の株式数の増加1,016千株は、取締役会決議による自己株式の取得による増加1,000千株、

単元未満株式の買取りによる増加16千株であります。

　２．普通株式の自己株式の株式数の減少４千株は、単元未満株式の売却による減少であります。
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 ２．配当に関する事項

（１）配当金支払額

（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19年６月28日

定時株主総会
普通株式 838 6.00  平成19年３月31日  平成19年６月29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中間連結会計期間末後となるもの

（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11月13日

取締役会
普通株式 416 利益剰余金 3.00 平成19年９月30日 平成19年12月７日

前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31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

 
前連結会計年度末　

株式数（千株） 

当連結会計年度増加

株式数（千株）

当連結会計年度減少

株式数（千株）

当連結会計年度末

株式数（千株）

 発行済株式     

 　　普通株式　 141,667 － － 141,667

合計 141,667 － － 141,667

 自己株式     

 　　普通株式　（注） 427 1,676 3 2,100

合計 427 1,676 3 2,100

　（注）１．普通株式の自己株式の株式数の増加1,676千株は、取締役会決議による自己株式の取得による増加1,645千株、

単元未満株式の買取りによる増加31千株であります。

　２．普通株式の自己株式の株式数の減少３千株は、単元未満株式の売却による減少２千株、関連会社株式の売却

に伴う減少１千株であります。

 ２．配当に関する事項

（１）配当金支払額

（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６月29日

定時株主総会
普通株式 707 5.00  平成18年３月31日  平成18年６月29日

（２）基準日が当連結会計年度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

（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６月28日

定時株主総会
普通株式 838 利益剰余金 6.00 平成19年３月31日 平成19年６月29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18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31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18年９月30日現在） （平成19年９月30日現在） （平成19年３月31日現在）

現金及び預金勘定 2,798百万円

預入期間が３ヶ月を超

える定期預金
△3百万円

現金及び現金同等物 2,795百万円

現金及び預金勘定 2,191百万円

預入期間が３ヶ月を超

える定期預金
  △3百万円

現金及び現金同等物 2,188百万円

現金及び預金勘定 2,341百万円

預入期間が３ヶ月を超

える定期預金
△3百万円

現金及び現金同等物 2,338百万円

（セグメント情報）

ａ．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18年４月１日　至　平成18年９月30日）

科目
砂糖事業
（百万円）

食品素材事
業
（百万円）

不動産事業
（百万円）

その他事業
（百万円）

計
（百万円）

消去又は全
社
（百万円）

連結
（百万円）

(1）売上高        

①外部顧客に対する売上高 33,646 4,135 671 38 38,492 － 38,492

②セグメント間の内部売上高又は振替高 19 0 38 － 58 △58 －

計 33,665 4,135 710 38 38,550 △58 38,492

(2）営業費用 31,209 3,873 428 47 35,559 922 36,481

(3）営業利益又は営業損失（△） 2,455 262 282 △8 2,991 △980 2,011

（注）　１．事業区分の方法

当社の事業区分の方法は製品系列によって行っております。

２．各事業区分に属する主要な製品及び商品等

事業区分 主要製品及び商品等

砂糖事業 精製糖、液糖、砂糖二次製品

食品素材事業
パラチノース、還元パラチノース（パラチニット）、さとうきび抽出物、

食品保存料、食品香味料、食品用天然色素、寒天、カラギーナン

不動産事業 土地、店舗、倉庫、オフィスの賃貸業、倉庫業

その他事業 医薬品

３．当中間連結会計期間における営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は980百

万円であり、その主なものは親会社の総務、人事、経理等の管理部門に係る費用及び基礎的研究開発費であ

ります。

４．会計処理方法の変更

当中間連結会計期間より、「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。この結果、従来の方法によった場合と比較して、消去または全社の営業費用が18百万円そ

れぞれ増加し、営業利益が同額減少しております。
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当中間連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日）

科目
砂糖事業
（百万円）

食品素材事
業
（百万円）

不動産事業
（百万円）

その他事業
（百万円）

計
（百万円）

消去又は全
社
（百万円）

連結
（百万円）

(1）売上高        

①外部顧客に対する売上高 34,964 3,776 680 － 39,421 － 39,421

②セグメント間の内部売上高又は振替高 15 0 37 － 53 △53 －

計 34,979 3,776 718 － 39,474 △53 39,421

(2）営業費用 31,267 3,568 435 － 35,272 981 36,254

(3）営業利益 3,711 207 283 － 4,202 △1,035 3,167

（注）　１．事業区分の方法

当社の事業区分の方法は製品系列によって行っております。

２．各事業区分に属する主要な製品及び商品等

事業区分 主要製品及び商品等

砂糖事業 精製糖、液糖、砂糖二次製品

食品素材事業
パラチノース、還元パラチノース（パラチニット）、さとうきび抽出物、

食品保存料、食品香味料、食品用天然色素、寒天、カラギーナン

不動産事業 土地、店舗、倉庫、オフィスの賃貸業、倉庫業

その他事業 医薬品

３．当中間連結会計期間における営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は1,035

百万円であり、その主なものは親会社の総務、人事、経理等の管理部門に係る費用及び基礎的研究開発費で

あります。

４．追加情報

当中間連結会計期間より、法人税法改正に伴い、平成19年３月31日以前に取得した資産については、改正前

の法人税法に基づく減価償却の方法の適用により取得価額の５％に到達した連結会計年度の翌連結会計年度

より、取得価額の５％相当額と備忘価額との差額を５年間にわたり均等償却し、減価償却費に含めておりま

す。この結果、砂糖事業の営業費用が62百万円、食品素材事業の営業費用が４百万円、不動産事業の営業費

用が２百万円、消去または全社の営業費用が２百万円それぞれ増加し、営業利益が同額減少しております。
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 前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

科目
砂糖事業
（百万円）

食品素材事
業 
（百万円）

不動産事業
（百万円）

その他事業
（百万円）

計
（百万円）

消去又は全
社
（百万円）

連結
（百万円）

(1）売上高        

①外部顧客に対する売上高 67,117 7,852 1,327 38 76,336 － 76,336

②セグメント間の内部売上高又は振替高 43 0 76 － 120 △120 －

計 67,161 7,852 1,404 38 76,457 △120 76,336

(2）営業費用 61,934 7,495 1,297 59 70,786 1,876 72,663

(3）営業利益又は営業損失（△） 5,227 357 107 △21 5,670 △1,997 3,673

（注）　１．事業区分の方法

当社の事業区分の方法は製品系列によって行っております。

２．各事業区分に属する主要な製品及び商品等

事業区分 主要製品及び商品等

砂糖事業 精製糖、液糖、砂糖二次製品

食品素材事業
パラチノース、還元パラチノース（パラチニット）、さとうきび抽出物、

食品保存料、食品香味料、食品用天然色素、寒天、カラギーナン

不動産事業 土地、店舗、倉庫、オフィスの賃貸業、倉庫業

その他事業 医薬品

３．当連結会計年度における営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は1,997百万

円であり、その主なものは親会社の総務、人事、経理等の管理部門に係る費用及び基礎的研究開発費であり

ます。

４．会計処理方法の変更

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。この結果、従来の方法によった場合と比較して、砂糖事業の営業費用が３百万円、食品素材事

業の営業費用が２百万円、消去または全社の営業費用が58百万円それぞれ増加し、営業利益が同額減少して

おります。

 

 

ｂ．所在地別セグメント情報

前中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び前連結会計年度につきましては、本邦以外の国又は地域に所在

する連結子会社及び在外支店がないので該当事項はありません。

ｃ．海外売上高

前中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び前連結会計年度につきましては、親会社及び連結子会社の海外

売上高が連結売上高の10％未満であるため記載を省略しております。
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（１株当たり情報）

前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１株当たり純資産額 295円98銭

１株当たり中間純利益

金額
11円05銭

１株当たり純資産額    314円46銭

１株当たり中間純利益

金額
  16円13銭

１株当たり純資産額 303円99銭

１株当たり当期純利益

金額
 20円92銭

なお、潜在株式調整後１株当たり中間

純利益金額につきましては、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

純利益金額につきましては、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18年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成19年９月30日）

前連結会計年度
（平成19年３月31日）

 純資産の部の合計額（百万円） 42,438 44,251 43,051

純資産の部の合計額から控除する金額

（百万円）
637 680     623

（うち少数株主持分） (637) (680) (623)

普通株式に係る中間期末（期末）の純資

産額（百万円）
41,801 43,570 42,427

１株当たり純資産額の算定に用いられた

中間期末（期末）の普通株式の数（千

株）

141,227 138,554  139,567

（注）１株当たり中間（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。

 
前中間連結会計期間

(自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

中間（当期）純利益（百万円） 1,561 2,248 2,952

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）
1,561 2,248 2,952

期中平均株式数（千株） 141,233 139,391 141,129

　（重要な後発事象）

該当事項はありません。

 

　下記の注記事項につきましては、半期報告書にて開示するため、決算短信における開示を省略しております。

・リース取引関係

・有価証券関係

・デリバティブ取引関係
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５．中間個別財務諸表
(1) 中間貸借対照表

 
前中間会計期間末

（平成18年９月30日）
当中間会計期間末

（平成19年９月30日）

前事業年度の
要約貸借対照表

（平成19年３月31日）

区分 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 1,998   1,372   1,570   

２．受取手形 309   174   137   

３．売掛金 3,275   2,975   3,419   

４．たな卸資産 11,017   9,211   9,031   

５．繰延税金資産 227   311   441   

６．その他 537   466   472   

流動資産合計  17,365 28.3  14,511 25.2  15,074 25.7

Ⅱ　固定資産          

１．有形固定資産          

(1）建物 7,735   7,820   7,829   

(2）機械及び装置 7,642   6,978   7,162   

(3）土地 18,874   19,144   19,144   

(4）その他 1,313   1,179   1,323   

計 35,566   35,122   35,459   

２．無形固定資産 110   72   90   

３．投資その他の資
産

         

(1）投資有価証券 2,752   2,754   2,991   

(2）関係会社株式 3,735   3,608   3,608   

(3）その他 1,771   1,466   1,433   

貸倒引当金 △16   △15   △15   

計 8,243   7,813   8,018   

固定資産合計  43,919 71.7  43,007 74.8  43,568 74.3

資産合計  61,284 100.0  57,519 100.0  58,643 100.0
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前中間会計期間末

（平成18年９月30日）
当中間会計期間末

（平成19年９月30日）

前事業年度の
要約貸借対照表

（平成19年３月31日）

区分 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 0   －   －   

２．買掛金 3,950   3,054   2,218   

３．短期借入金 2,330   1,828   2,179   

４．コマーシャル・
ペーパー

4,500   3,000   2,500   

５．未払費用 2,436   2,052   3,377   

６．未払法人税等 1,010   973   1,340   

７．未払消費税等 42   337   －   

８．役員賞与引当金 18   28   58   

９．その他 1,588   1,583   1,606   

流動負債合計  15,877 25.9  12,858 22.3  13,280 22.6

Ⅱ　固定負債          

１．長期借入金 6,593   4,764   5,526   

２．繰延税金負債 998   1,123   1,113   

３．退職給付引当金 2,437   2,132   2,293   

４．長期預り保証金 1,905   1,410   1,847   

５．その他 1,077   1,422   1,174   

固定負債合計  13,012 21.2  10,852 18.9  11,953 20.4

負債合計  28,889 47.1  23,711 41.2  25,233 43.0
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前中間会計期間末

（平成18年９月30日）
当中間会計期間末

（平成19年９月30日）

前事業年度の
要約貸借対照表

（平成19年３月31日）

区分 金額（百万円）
構成比
（％）

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 7,083 11.6 7,083 12.3 7,083 12.1

２　資本剰余金

(1）資本準備金 1,177 1,177 1,177

(2）その他資本剰
余金

0 0 0

資本剰余金合計 1,177 1.9 1,178 2.0 1,178 2.0

３　利益剰余金

(1）利益準備金 1,033 1,033 1,033

(2）その他利益剰
余金

   

価格変動準備
金

200 200 200

固定資産圧縮
積立金

3,654 3,417 3,417

固定資産圧縮
特別勘定積立
金

118 107 107

別途積立金 15,780 17,980 15,780

繰越利益剰余
金

2,610 3,234 4,467

利益剰余金合計 23,397 38.2 25,973 45.3 25,006 42.7

４　自己株式 △37 △0.1 △1,182 △2.1 △791 △1.4

株主資本合計 31,620 51.6 33,052 57.5 32,476 55.4

Ⅱ　評価・換算差額等       

１　その他有価証券
評価差額金

629 1.0 665 1.1 780 1.3

２　繰延ヘッジ損益 144 0.3 90 0.2 152 0.3

評価・換算差額等
合計

774 1.3 755 1.3 933 1.6

純資産合計 32,395 52.9 33,807 58.8 33,409 57.0

負債純資産合計 61,284 100.0 57,519 100.0 58,643 100.0
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(2) 中間損益計算書

 
前中間会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

対前中間
期比

前事業年度の
要約損益計算書

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

区分 金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

増減
(百万円)

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高  34,614 100.0  35,234 100.0 620  70,358 100.0

Ⅱ　売上原価  27,829 80.4  27,512 78.1 317  56,450 80.2

売上総利益  6,784 19.6  7,721 21.9 937  13,908 19.8

Ⅲ　販売費及び一般管
理費

 4,956 14.3  4,903 13.9 52  10,497 15.0

営業利益  1,827 5.3  2,818 8.0 990  3,411 4.8

Ⅳ　営業外収益  269 0.8  342 1.0 72  1,034 1.5

Ⅴ　営業外費用  142 0.4  193 0.6 △50  355 0.5

経常利益  1,955 5.7  2,967 8.4 1,011  4,090 5.8

Ⅵ　特別利益  339 1.0  105 0.3 △233  342 0.5

Ⅶ　特別損失  264 0.8  43 0.1 221  299 0.4

税引前中間（当
期）純利益

 2,030 5.9  3,029 8.6 999  4,133 5.9

法人税、住民税
及び事業税

1,000   966    1,635   

法人税等調整額 △157 843 2.5 257 1,224 3.5 △380 △298 1,336 1.9

中間（当期）純
利益

 1,187 3.4  1,805 5.1 618  2,796 4.0
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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18年４月１日　至　平成18年９月30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

その
他資
本剰
余金

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

価格変
動準備
金

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18年３月31日　残高
（百万円）

7,083 1,177 － 1,177 1,033 200 4,084 － 15,400 2,235 22,953 △31 31,181

中間会計期間中の変動額

固定資産圧縮積立金の
取崩し(注)

      △429   429 －  －

固定資産圧縮特別勘定
積立金の繰入れ(注)

       118  △118 －  －

別途積立金の積立て
(注) 

        380 △380 －  －

剰余金の配当(注)          △707 △707  △707

役員賞与(注)          △36 △36  △36

中間純利益          1,187 1,187  1,187

自己株式の取得            △5 △5

自己株式の処分   0 0        0 0

株主資本以外の項目の
中間会計期間中の変動
額（純額）

             

中間会計期間中の変動額
合計 （百万円）   

－ － 0 0 － － △429 118 380 374 444 △5 438

平成18年９月30日　残高
（百万円）

7,083 1,177 0 1,177 1,033 200 3,654 118 15,780 2,610 23,397 △37 31,620

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18年３月31日　残高
（百万円）

784 － 784 31,966

中間会計期間中の変動額

固定資産圧縮積立金の取崩し(注)    －

固定資産圧縮特別勘定積立金の繰入
れ(注)

   －

別途積立金の積立て(注)     －

剰余金の配当(注)    △707

役員賞与(注)     △36

中間純利益    1,187

自己株式の取得    △5

自己株式の処分    0

株主資本以外の項目の中間会計期間
中の変動額（純額）

△154 144 △9 △9

中間会計期間中の変動額合計
（百万円）

△154 144 △9 428

平成18年９月30日　残高　
（百万円）

629 144 774 32,395

(注)　平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 
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当中間会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30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

その
他資
本剰
余金

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

価格変
動準備
金

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19年３月31日　残高
（百万円）

7,083 1,177 0 1,178 1,033 200 3,417 107 15,780 4,467 25,006 △791 32,476

中間会計期間中の変動額

別途積立金の積立て         2,200 △2,200 －  －

剰余金の配当          △838 △838  △838

中間純利益          1,805 1,805  1,805

自己株式の取得            △392 △392

自己株式の処分   △0 △0        1 1

株主資本以外の項目の
中間会計期間中の変動
額（純額）

             

中間会計期間中の変動額
合計
（百万円）

－ － △0 △0 － － － － 2,200 △1,232 967 △391 575

平成19年９月30日　残高
（百万円）

7,083 1,177 0 1,178 1,033 200 3,417 107 17,980 3,234 25,973 △1,182 33,052

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19年３月31日　残高
（百万円）

780 152 933 33,409

中間会計期間中の変動額

別途積立金の積立て    －

剰余金の配当    △838

中間純利益    1,805

自己株式の取得    △392

自己株式の処分    1

株主資本以外の項目の中間会
計期間中の変動額（純額）

△115 △61 △177 △177

中間会計期間中の変動額合計
（百万円）

△115 △61 △177 398

平成19年９月30日　残高　
（百万円）

665 90 755 33,807
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前事業年度の株主資本等変動計算書（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31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

その
他資
本剰
余金

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

価格変
動準備
金

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18年３月31日　残高
（百万円）

7,083 1,177 － 1,177 1,033 200 4,084 － 15,400 2,235 22,953 △31 31,181

事業年度中の変動額

固定資産圧縮積立金の
取崩し(注)

      △429   429 －  －

固定資産圧縮積立金の
取崩し

      △374   374 －  －

固定資産圧縮積立金の
繰入れ

      137   △137 －  －

固定資産圧縮特別勘定
積立金の繰入れ(注)

       118  △118 －  －

固定資産圧縮特別勘定
積立金の繰入れ

       126  △126 －  －

固定資産圧縮特別勘定
積立金の取崩し

       △137  137 －  －

別途積立金の積立て
(注) 

        380 △380 －  －

剰余金の配当(注)          △707 △707  △707

役員賞与(注)          △36 △36  △36

当期純利益          2,796 2,796  2,796

自己株式の取得            △759 △759

自己株式の処分   0 0        0 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
（百万円）

－ － 0 0 － － △666 107 380 2,231 2,053 △759 1,294

平成19年３月31日　残高
（百万円）

7,083 1,177 0 1,178 1,033 200 3,417 107 15,780 4,467 25,006 △791 32,476
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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

繰延ヘッジ損益
評価・換算差額等
合計

平成18年３月31日　残高
（百万円）

784 － 784 31,966

事業年度中の変動額

固定資産圧縮積立金の取崩し
(注)

   －

固定資産圧縮積立金の取崩し    －

固定資産圧縮積立金の繰入れ    －

固定資産圧縮特別勘定積立金
の繰入れ(注)

   －

固定資産圧縮特別勘定積立金
の繰入れ

   －

固定資産圧縮特別勘定積立金
の取崩し

   －

別途積立金の積立て(注)     －

剰余金の配当(注)    △707

役員賞与(注)     △36

当期純利益    2,796

自己株式の取得    △759

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）

△3 152 148 148

事業年度中の変動額合計
（百万円）

△3 152 148 1,442

平成19年３月31日　残高　
（百万円）

780 152 933 33,409

(注)　平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 
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