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平成２０年３月期 中間決算短信 

             平成 19 年 11 月 16 日 

 

上 場 会 社 名        日本甜菜製糖株式会社              上場取引所 東証一部  
コ ー ド 番 号         ２１０８                                   ＵＲＬ  http://www.nitten.co.jp  
代  表  者 （役職名）代表取締役社長（氏名）小笠原 昭男 
問合せ先責任者 （役職名）管理部長   （氏名）相 川  繁    TEL (03) 6414－5522 
半期報告書提出予定日  平成 19 年 12 月 17 日 

（百万円未満切捨て） 
１． 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 
18 年 9 月中間期 

24,675  △8.0
 26,821   7.1

1,480 △33.0
2,211  212.4

 1,607  △27.5 
 2,217   218.7 

903  △30.1
1,293   138.7

19 年 3 月期 55,559    － 2,901    － 2,822     －  1,567     － 

 

 
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 
18 年 9 月中間期 

6.18
8.77

   －  
   －  

19 年 3 月期 10.65       －  
(参考) 持分法投資損益  19 年 9 月中間期   9 百万円    18 年 9 月中間期   －  19 年 3 月期    － 
 
(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 
18 年 9 月中間期 

84,257
91,172

58,070
60,302

68.9 
66.1 

396.80
409.08

19 年 3 月期 94,610 59,558 63.0 406.86

(参考) 自己資本 19 年 9 月中間期 58,070 百万円  18 年 9 月中間期 60,302 百万円  19 年 3 月期 59,558 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 
18 年 9 月中間期 

14,051
15,210

△3,301
△8,008

△9,073 
△13,079 

9,485
8,320

19 年 3 月期 3,957 △4,788 △5,558 7,808
 
２．配当の状況 

 １株当たり配当金 

（基準日） 中間期末 期  末 年  間 

    円 銭    円 銭    円 銭 

19 年 3 月期 －   5.00 5.00 

20 年 3 月期 －   

20 年 3 月期（予想）  5.00 
5.00 

 
３．20 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   55,800  0.4 2,450  △15.5   2,500  △11.4 1,380  △11.9 9.43
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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、22 ページ「(5)中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 4 会計処理基準に

関する事項 （会計方針の変更）」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  153,256,428 株  18 年 9 月中間期  153,256,428 株  19 年 3月期  153,256,428 株 

②期末自己株式数 
 19 年 9 月中間期    6,907,124 株  18 年 9 月中間期    5,846,138 株  19 年 3 月期    6,872,493 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、35 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 
 
１．19 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 
18 年 9 月中間期 

23,584  △7.9
25,596    7.2

1,564  △30.2
 2,240   200.2

1,674 △25.2 
2,238   220.4 

962  △26.4
1,307   147.1

19 年 3 月期 53,133    － 2,711     － 2,614    －  1,448     － 
 
 １株当たり中間 

（当期）純利益 

 円 銭

19 年 9 月中間期 
18 年 9 月中間期 

6.58
8.87

19 年 3 月期 9.85
 
(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 
18 年 9 月中間期 

81,509 
88,326 

  55,207 
57,491 

67.7 
65.1 

377.23 
390.01 

19 年 3 月期 92,149 56,624 61.4 386.82 

(参考)自己資本 19 年 9 月中間期 55,207 百万円 18 年 9 月中間期 57,491 百万円 19 年 3 月期 56,624 百万円   
２．20 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 53,200  0.1 2,170 △20.0 2,200 △15.8   1,200 △17.1 8.20

 
 

 

 

 

 

 

 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 

上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績
は今後様々な要因によって予想数値と大きく異なる可能性があります。 
 平成 19 年 5 月 15 日発表の業績予想について、一部変更を行っております。業績予想に関連する事項
につきましては、添付書類の 4ページをご参照下さい。 
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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経営成績 

当中間連結会計期間のわが国経済は、原油価格をはじめとした原材料価格高騰などの不安定

要因はあるものの、堅調な企業収益や雇用情勢の改善などにより、景気は緩やかな回復基調で

推移いたしました。 

砂糖業界におきましては、需要の維持・拡大に向けた各種取り組みが実施されておりますが、

安価な加糖調製品の輸入増加、無糖飲料類等低甘味への嗜好の変化などから、需要の減少が懸

念される状況が依然として続いております。 

  このような状況のもと、当中間連結会計期間の売上高は、前年同期比8.0％減の24,675百万

円となり、経常利益は前年同期比27.5％減の1,607百万円、中間純利益は前年同期比30.1％減

の903百万円となりました。 

 

  事業別の概況は次のとおりであります。 

＜砂糖事業＞ 

海外砂糖相場は、期初10.86セント（ニューヨーク粗糖現物相場、ポンド当たり）で始まり

ましたが、ブラジル・アジア地域等の主要生産国での増産見込みによる供給過剰観測が強まる

需給状況の中、原油相場の高騰を背景に、さとうきびからのエタノール生産が増加するとの思

惑等から上昇し、11.83セントで当中間連結会計期間を終えました。 

  一方、国内砂糖市況は、期初154円～155円（東京精糖上白現物相場、キログラム当たり）で

始まり、そのまま当中間連結会計期間を終えました。 

ビート糖は、平成18年産ビート糖の生産が減少したことを受け、販売量が減少し、売上高は

前年同期を下回りました。 

精糖は、粗糖の海上運賃が騰勢を強めるなどコスト上昇傾向の中、適正な価格水準での販売

に努めましたが、８月、９月の記録的な暑さの影響から、ユーザーおよび糖種別でまちまちの

荷動きとなり、販売量、売上高とも前年同期を若干下回りました。 

  砂糖事業の売上高は、18,711百万円（前年同期比11.1％減）となり、営業利益は1,324百万

円（前年同期比46.2％減）となりました。 

＜その他食品事業＞ 

イーストは、培養の主原料である糖蜜価格の高止まりおよび燃料費等コスト上昇の状況に

あって、販売価格を引き上げましたが、夏場の記録的な暑さの影響もあり、販売量が減少し、

売上高は前年同期を下回りました。 

オリゴ糖等機能性食品の販売は、ほぼ前年同期並の水準で推移いたしました。 

その他食品事業の売上高は、1,286百万円（前年同期比0.2％減）となり、イーストのコスト

低減もあり、43百万円の営業利益（前年同期は99百万円の営業損失）となりました。 
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＜農畜産事業＞ 

配合飼料は、主原料のとうもろこし、副原料の大豆油粕等の高騰により、２度にわたり販

売価格が改定されましたが、生乳の生産調整の影響を受け、販売数量は前年同期を下回りま

した。売上高は、販売価格の上昇により、前年同期を上回りました。 

なお、配合飼料では、当中間連結会計期間に「カウライザーⅤⅢ」など３銘柄の乾乳牛向

けの特殊新製品を発売し、全国に向けて販売を開始いたしました。 

ビ－トパルプは、前年産繰越在庫の減少に伴い、販売数量も減少いたしました。 

紙筒（移植栽培用育苗鉢）は、４月からそ菜用の価格改定を行った影響もあり、販売量、売

上高とも前年同期を下回りました。 

   農業機材は、ほぼ前年同期並の売上高となりました。 

これら農畜産事業の売上高は、3,142百万円（前年同期比12.2％増）となり、損益面では大

幅に改善し、148百万円の営業損失（前年同期は398百万円の営業損失）となりました。 

＜不動産事業＞ 

  不動産事業におきましては、ほぼ前年同期並の売上高となりました。 

不動産事業の売上高は、670百万円（前年同期比1.6％増）となり、営業利益は389百万円

（前年同期比13.0％増）となりました。 

＜その他の事業＞ 

その他の事業におきましては、競合店出店のため書籍販売が苦戦したことなどもあり、売上

高は前年同期を下回り、営業損失は拡大いたしました。 

  その他の事業の売上高は、864百万円(前年同期比15.3％減)となり、営業損失は143百万円

（前年同期は110百万円の営業損失）となりました｡ 

  

②通期の見通し 

砂糖業界を取り巻く環境は、原油価格の高騰を背景に、粗糖の海上運賃が騰勢を強めるなど

コスト上昇傾向が強まり、予断を許さない状況となっております。 

また、ＷＴＯ（世界貿易機関）、ＥＰＡ（経済連携協定）／ＦＴＡ（自由貿易協定）の農業

分野における交渉は、難航を極めており、一方、国内では、本年10月に開始された砂糖年度か

ら市場の需給事情を重視した新たな甘味制度がスタートし、先行き不透明な状況が続いており

ます。 

このような状況のもと、通期の連結業績予想につきましては、平成19年５月15日発表の業績

予想を一部変更し、売上高は55,800百万円、経常利益は2,500百万円、当期純利益は1,380百万

円を見込んでおります。 
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(2) 財政状態に関する分析 

 ①資産、負債及び純資産の状況 

  資産の合計は、84,257百万円で、前期末に比べ10,353百万円の減少となりました。このうち

流動資産は、36,046百万円で、主にたな卸資産の減少により、前期末に比べ7,638百万円の減

少となりました。 

  また、固定資産は48,210百万円で、主に投資有価証券の時価の下落により、前期末に比べ

2,715百万円の減少となりました。 

一方、負債の合計は26,186百万円で、主に短期借入金の減少により、前期末に比べ8,866百

万円の減少となりました。純資産は、58,070百万円で、主にその他有価証券評価差額金の減少

により、前期末に比べ1,487百万円の減少となりました。 

②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） 

 当中間連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、14,051百万円の収入と

なり、前中間連結会計期間に比べ、1,158百万円の減少となりました。 

 これは、主にたな卸資産の増加により1,482百万円減少し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） 

 当中間連結会計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、3,301百万円の支出と

なり、前中間連結会計期間に比べ、4,707百万円の支出減となりました。 

 これは、主に定期預金の収支差により2,425百万円支出減となったこと、有価証券の償還に

より2,995百万円収入増とな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） 

 当中間連結会計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、9,073百万円の支出と

なり、前中間連結会計期間に比べ、4,005百万円の支出減となりました。 

 これは、主に短期及び長期借入金の収支差によるものであります。 
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キャッシュ・フロー指標のトレンドは、次のとおりであります。 

 平成17年9月 平成18年9月 平成19年9月 平成19年3月

自己資本比率（％） 66.3 66.1 68.9 63.0

時価ベースの自己資本 

比率（％） 

46.8 57.1 46.9 52.8

債務償還年数（年） 2.5 1.2 2.4 3.9

インタレスト・カバレッジ・

レシオ（倍） 

13.8 30.6 13.6 19.0

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／営業キャッシュ・フロー 

   インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

（注）１．各指標は、いずれも連結ベースの財務指標数値により算出しております。 

２．株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しており

ます。 

３．営業キャッシュ・フローは、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・

フローを使用しております。ただし、各９月期についてはビート糖事業特有のキャッシュ・

フローの季節的変動があるため、前年10月より当年９月までの１年間の営業キャッシュ・フ

ローを使用しております。 

４．有利子負債は、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。 

５．利払いについては、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。 

ただし、各９月期についてはビート糖事業特有のキャッシュ・フローの季節的変動があるた

め、前年10月より当年９月までの１年間の利息の支払額を使用しております。 

 

(3) 利益配分に関する基本方針および当期の配当 

  利益配分につきましては、株主の皆様への適切な利益還元を経営上の重要な政策と位置づけ、

財務体質の強化と事業基盤の拡大を図りつつ、安定的な配当を継続することを基本方針として

おります。 

  内部留保資金につきましては、将来にわたる企業体質の改善および事業の拡大に備え、設備

の新設・更新等の資金需要に有効に活用してまいりたいと存じます。 

  当期の配当金につきましては、安定的な配当を継続するという基本方針に基づき、前期と同

様、１株につき５円を予定しております。 



日本甜菜製糖（株）（2108）平成20年3月期中間決算短信 

 - 7 - 

(4) 事業等のリスク 

当社グループは、売上高の約７割を砂糖事業が占めており、他の事業におきましても、ほと

んどが砂糖事業に付随、または関連する事業から成り立っております。 

したがいまして、砂糖事業における以下のようなリスクが、当社グループの経営成績等に重

要な影響を及ぼすと考えております。 

 

①農業政策の影響に関するもの 

主力のビート糖部門は、国が策定する食料自給率の達成、北海道寒地農業の振興、砂糖の安

定的な供給を使命として遂行されており、「砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律」等、国

の農業政策に大きく関わっております。  

ＷＴＯ（世界貿易機関）、ＥＰＡ（経済連携協定）／ＦＴＡ（自由貿易協定）における交渉

の帰趨が、農業政策にも大きく反映される可能性が高く、砂糖事業の業績に大きな影響が出る

ことが考えられます。 

②原料甜菜の生産状況に関するもの 

原料甜菜の収量、糖分、品質は天候に大きく左右され、その結果、ビート糖部門の収益は、

大幅に変動する可能性があります。 

③輸入粗糖の価格変動に関するもの 

精製糖の原料である輸入粗糖は、海外原糖相場や為替相場の影響を受け、調達価格が大きく

変動することがあります。また、精製糖の販売価格は、基本的には輸入粗糖の調達価格の変動

に準じた動きをします。 

ただし、国内の砂糖需給が緩んでいる場合、輸入粗糖の調達価格が上昇しても、これを製品

価格に転嫁できないことがあり、当社グループの業績に悪影響を及ぼす可能性があります。 
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２．企業集団の状況 

当社グループは、当社、子会社３社および関連会社２社により構成されており、その事業は、

ビート糖、精糖、イースト、オリゴ糖等機能性食品、配合飼料、紙筒等の製造販売、物流を主な

内容とし、さらに不動産事業、石炭・石油類・自動車部品の販売、スポーツ施設ならびに書店の

経営を行っております。 

当社グループの事業に係わる位置付けおよび事業の種類別セグメントとの関連は、次のとおり

であります。 

〔 砂糖事業 〕 

ビート糖、精糖、ビート糖蜜、精糖蜜、ポケットシュガーは当社が製造(精糖および精糖蜜は

平成13年４月より関門製糖(株)に製造を委託)し、販売代理店を通じて各得意先に販売しており、

うち一部を子会社ニッテン商事(株)を通じて販売しております。なお、ビート糖製造の燃料であ

る石炭・石油類の一部を子会社スズラン企業(株)から購入し、また、ビート糖原材料および製品

ビート糖の輸送・保管の一部を子会社十勝鉄道(株)が行っております。 

〔 その他食品事業 〕 

イースト、ラフィノース、ベタイン、ＤＦＡⅢなどは、当社が製造し販売しており、うち一部

を子会社ニッテン商事(株)を通じて販売しております。 

子会社ニッテン商事(株)は、食品の仕入れ販売を行っております。 

〔 農畜産事業 〕 

配合飼料、ビートパルプ、紙筒は当社が製造し販売しております。なお、配合飼料の輸送の一

部を、子会社十勝鉄道(株)が行っております。 

種子、調整泥炭は、当社が製造し販売しております。 

農業機材は、当社が仕入れ販売しております。 

〔 不動産事業 〕 

当社および子会社スズラン企業(株)は、社有地に商業施設等を建設し賃貸するなどの不動産事

業を行っております。 

〔 その他の事業 〕 

子会社十勝鉄道(株)は、貨物輸送事業を行っており、当社のビート糖原材料、製品ビート糖お

よび配合飼料の輸送の一部を行っております。また、倉庫業として主に当社製品ビート糖の保管

を行っております。 

子会社スズラン企業(株)は、石炭・石油類・自動車部品の販売を行っており、その一部を当社

へ販売しております。また、保険代理業、書店およびボウリング場等の営業も行っております。 
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砂糖他 

事業の系統図は次のとおりであります。 

 

 

砂糖製造業 

 

 

 

       

 

石油類販売、                                      

スポーツ施設・     

書店営業等 

             

                

 

 

  

貨物自動車運送業 

 

 

 

 

 

 

○印は、連結子会社  ※印は、持分法適用会社 

精製糖製造委託 

食品卸売業 

石油類 

イースト、ラフィノース、DFAⅢ他 

配合飼料、紙筒他 

不動産賃貸他 

運 
 

送 

砂糖他 

イースト他

関 連 会 社 

※関門製糖（株） 

（砂糖事業） 

 

子 会 社 

○スズラン企業（株） 

（不動産事業） 

（その他の事業） 

子 会 社 

○十勝鉄道（株） 

（その他の事業） 

 

砂糖事業

 

 

 

その他 

食品事業

 

 

農畜産 

事業 

 

 

不動産 

事業 

 

当 社 

 

子 会 社  

○ニッテン商事（株） 

（砂糖事業） 

（その他食品事業） 

 

 

 

得 

 

 

 

 

 

意 

 

 

 

 

 

先 
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関係会社の状況 

名   称 住 所 

資本金又は

出資金 

(百万円) 

主 要 な 

事業の内容 

議 決 権 の 

所有割合（％）
関 係 内 容 

（連結子会社） 

十勝鉄道（株） 

北海道 

帯広市 
15 その他の事業 100 

当社製品、原材料の一部を運送・保管

当社の土地の一部を賃貸 

役員の兼任2名 

（連結子会社） 

スズラン企業（株） 

北海道 

帯広市 
10 

不動産事業 

その他の事業 

100 

（25） 

スズラン企業（株）から燃料（石炭･

石油類）の一部を購入 

当社の土地・建物の一部を賃貸 

役員の兼任1名 

（連結子会社） 

ニッテン商事（株） 

千葉県 

千葉市 
18 

砂糖事業 

その他食品事業
100 

当社製品の一部を販売 

ニッテン商事（株）から商品の一部を

購入 

役員の兼任1名 

(持分法適用関連会社) 

関門製糖（株） 

福岡県 

北九州市 
1,000 砂糖事業 50 

精糖および精糖蜜の製造を委託 

資金の貸付、借入債務の保証 

役員の兼任5名 

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

   2.「議決権の所有割合」欄の（内書）は、間接所有であります。 
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３．経 営 方 針  

 (1) 会社の経営の基本方針 

  当社は、「開拓者精神を貫き社会に貢献しよう」の社是のもと、北海道寒地農業の振興と国

内甘味資源自給率確保の社会的使命を企業理念として掲げ、安全で高品質の砂糖の安定的供給

を主たる目標に事業を遂行しております。 

   

（2）目標とする経営指標 

  当社は、長期的かつ安定的に事業を推進するため、財務体質の強化と経営基盤の拡大を図る

ことを重視し、資本に対する収益性の指標であるＲＯＥ（自己資本利益率）の向上とキャッシ

ュ･フローの充実に努めております。 

 

（3）対処すべき課題および中長期的な経営戦略 

砂糖の消費量は、消費者の低甘味嗜好、加糖調製品の増加、および偽装表示の多発化による

影響等により、引き続き伸び悩んでおります。また、原油価格が依然として高水準にあるため、

燃料費のみならず、生産、流通コスト全体に影響が波及しており、会社を取り巻く環境は依然

として厳しい状況にあります。 

このような中、平成19年４月から「砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律」が施行され、

本年10月に開始された砂糖年度より新たな制度がスタートしました。新制度では、国内産糖事

業者に対し 大限の合理化努力が求められており、従前にも増したコスト削減が急務となって

おります。 

砂糖事業におきましては、平成21年度製糖からの稼働に向け、美幌製糖所のビートパルプド

ライヤを欧州で技術開発された 新設備に更新することを決定し、大幅な省エネルギーの推進

とＣＯ2等の環境負荷の軽減を図ることといたしました。 

また、農畜産事業におきましては、現行の配合飼料工場が老朽化したこともあり、日清丸紅

飼料株式会社との共同出資により、配合飼料製造を目的とした新会社を設立し、北海道広尾町

の十勝港に 新鋭の工場を建設することといたしました。合弁によるスケールメリットと港湾

立地によるコスト削減を追求し、競争力の強化を図るものであり、平成23年４月からの操業開

始を予定しております。 

 

当社グループといたしましては、厳しい企業環境に対処するため、競争力の強化を中長期的

な重点課題として取り組んでおります。 

 

 〔品質競争力の強化〕 

   品質管理の徹底を図り、安全で高品質の製品を生産し、品質面での優位性を確保します。 

 〔コスト競争力の強化〕 

    原材料・需要品調達段階でのコスト削減、製造工程でのコスト削減、効率的投資による省

エネ・合理化、流通体制の効率化等により、コスト削減を推し進めます。 
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 〔営業競争力の強化〕 

    各営業所を通じたユーザーサポートを一層きめ細やかに展開し、競争力アップを図ります。

また、ユーザーニーズの多様化、流通形態の変化などに対応できる態勢作りを進めます。 

 〔企業競争力の強化〕 

    長年の研究により培われたバイオ技術を具体化し、新規事業の開発と既存事業の裾野拡大

を図ってまいります。 
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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 
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  12,650 9,287  7,833

 ２ 受取手形及び売掛金 ※５  6,682 6,168  6,768

 ３ 有価証券  ─ 4,997  2,996

 ４ たな卸資産  10,085 10,606  20,075

 ５ 前払費用  3,923 3,424  65

 ６ その他  4,724 1,563  5,948

    貸倒引当金  △1 △1  △2

   流動資産合計  38,064 41.7 36,046 42.8  43,685 46.2

Ⅱ 固定資産   

 １ 有形固定資産 ※１   

    建物及び構築物 
※２ 
※４ 

12,935 12,680 12,989 

    機械装置及び運搬具 ※４ 8,233 7,662 8,284 

    土地 
※２ 
※４ 

5,199 5,296 5,296 

    その他 ※４ 1,472 27,840 30.5 1,221 26,860 31.9 364 26,934 28.5

 ２ 無形固定資産 ※４  158 0.2 112 0.1  124 0.1

 ３ 投資その他の資産   

    投資有価証券 ※２ 24,133 20,255 22,984 

    その他 978 984 885 

     貸倒引当金 △3 25,108 27.6 △2 21,237 25.2 △3 23,866 25.2

   固定資産合計  53,108 58.3 48,210 57.2  50,925 53.8

   資産合計   91,172 100.0 84,257 100.0  94,610 100.0
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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 
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 
※２ 
※５ 

 1,757 1,686  1,455

 ２ 短期借入金 ※２  2,516 2,434  10,647

 ３ その他 ※２  8,478 6,603  5,937

   流動負債合計  12,752 14.0 10,723 12.7  18,040 19.1

Ⅱ 固定負債   

 １ 長期借入金 ※２  1,415 1,021  1,140

 ２ 繰延税金負債  6,743 5,050  6,170

 ３ 退職給付引当金  4,125 4,074  4,102

 ４ 役員退職慰労引当金  3 5  4

 ５ 預り保証金 ※２  4,405 3,922  4,182

 ６ その他 ※２  1,425 1,387  1,410

   固定負債合計  18,118 19.9 15,462 18.4  17,012 17.9

   負債合計  30,870 33.9 26,186 31.1  35,052 37.0

純資産の部   

Ⅰ 株主資本   

 １ 資本金  8,279 9.1 8,279 9.8  8,279 8.8

 ２ 資本剰余金  8,406 9.2 8,406 10.0  8,406 8.9

 ３ 利益剰余金  35,398 38.8 35,844 42.5  35,672 37.7

 ４ 自己株式  △1,098 △1.2 △1,443 △1.7  △1,432 △1.5

   株主資本合計  50,985 55.9 51,087 60.6  50,925 53.9

Ⅱ 評価・換算差額等   

 １ その他有価証券 
   評価差額金 

 9,316 10.2 6,983 8.3  8,632 9.1

 ２ 繰延ヘッジ損益  0 0.0 0 0.0  0 0.0

   評価・換算差額等合計  9,316 10.2 6,983 8.3  8,632 9.1

   純資産合計  60,302 66.1 58,070 68.9  59,558 63.0

   負債純資産合計  91,172 100.0 84,257 100.0  94,610 100.0

   

 

 

 



日本甜菜製糖（株）（2108）平成20年3月期中間決算短信 

 - 15 -

  
(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) 

前連結会計年度 
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
(％)

金額(百万円) 
百分比
(％)

Ⅰ 売上高  26,821 100.0 24,675 100.0  55,559 100.0

Ⅱ 売上原価  17,522 65.3 17,123 69.4  38,595 69.5

   売上総利益  9,298 34.7 7,551 30.6  16,964 30.5

Ⅲ 販売費及び一般管理費   

 １ 販売費 ※１ 5,645 4,767 11,443 

 ２ 一般管理費 ※１ 1,442 7,087 26.5 1,303 6,070 24.6 2,619 14,062 25.3

   営業利益  2,211 8.2 1,480 6.0  2,901 5.2

Ⅳ 営業外収益   

 １ 受取利息 15 36 39 

 ２ 受取配当金 174 194 250 

 ３ 持分法による投資利益 ─ 9 ─ 

 ４ その他 55 245 0.9 38 278 1.1 105 396 0.7

Ⅴ 営業外費用   

 １ 支払利息 106 104 251 

 ２ 固定資産処分損 110 24 180 

 ３ その他 22 238 0.8 23 151 0.6 42 474 0.8

   経常利益  2,217 8.3 1,607 6.5  2,822 5.1

Ⅵ 特別利益   

 １ 固定資産売却益 ※２ 80 2 86 

 ２ 投資有価証券売却益 24 ─ 24 

 ３ 企業立地促進事業補助金 ─ 10 ─ 

 ４ その他 13 118 0.4 3 17 0.1 25 135 0.2

Ⅶ 特別損失   

 １ 固定資産処分損 ※３ 57 9 113 

 ２ その他 ─ 57 0.2 0 9 0.1 ─ 113 0.2

   税金等調整前 
   中間(当期)純利益 

 2,278 8.5 1,615 6.5  2,844 5.1

   法人税、住民税 
   及び事業税 

※４ 984 711 1,482 

   法人税等調整額 ― 984 3.7 ─ 711 2.8 △205 1,277 2.3

   中間(当期)純利益  1,293 4.8 903 3.7  1,567 2.8
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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 評価・換算差額等 

 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式
株主資本
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

純資産合計

平成18年３月31日残高 
(百万円) 

8,279 8,405 34,868 △1,086 50,467 10,104 ― 10,104 60,571

中間連結会計期間中の 
変動額 

  

 剰余金の配当  △737 △737  △737

 役員賞与  △26 △26  △26

 自己株式の取得  △12 △12  △12

 自己株式の処分  0 0 0  0

 中間純利益  1,293 1,293  1,293

 株主資本以外の項目の 
 変動額(純額) 

 △788 0 △788 △788

中間連結会計期間中の 
変動額合計(百万円) 

― 0 530 △12 518 △788 0 △788 △269

平成18年９月30日残高 
(百万円) 

8,279 8,406 35,398 △1,098 50,985 9,316 0 9,316 60,302

 

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 評価・換算差額等 

 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式
株主資本
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

純資産合計

平成19年３月31日残高 
(百万円) 

8,279 8,406 35,672 △1,432 50,925 8,632 0 8,632 59,558

中間連結会計期間中の 
変動額 

  

 剰余金の配当  △731 △731  △731

 自己株式の取得  △11 △11  △11

 自己株式の処分  0 0 0  0

 中間純利益  903 903  903

 株主資本以外の項目の 
 変動額(純額) 

 △1,648 △0 △1,648 △1,648

中間連結会計期間中の 
変動額合計(百万円) 

─ 0 171 △10 161 △1,648 △0 △1,648 △1,487

平成19年９月30日残高 
(百万円) 

8,279 8,406 35,844 △1,443 51,087 6,983 0 6,983 58,070
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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) 

 

株主資本 評価・換算差額等 

 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式
株主資本
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

純資産合計

平成18年３月31日残高 
(百万円) 

8,279 8,405 34,868 △1,086 50,467 10,104 ─ 10,104 60,571

連結会計年度中の変動額   

 剰余金の配当  △737 △737  △737

 役員賞与  △26 △26  △26

 自己株式の取得  △347 △347  △347

 自己株式の処分  0 0 1  1

 当期純利益  1,567 1,567  1,567

 株主資本以外の項目の 
 変動額(純額) 

 △1,472 0 △1,472 △1,472

連結会計年度中の変動額合計
(百万円) 

─ 0 804 △346 458 △1,472 0 △1,472 △1,013

平成19年３月31日残高 
(百万円) 

8,279 8,406 35,672 △1,432 50,925 8,632 0 8,632 59,558
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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) 

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)

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  2,278 1,615 2,844

   減価償却費  1,300 1,308 2,728

   持分法による投資利益  ― △9 ―

   貸倒引当金の増加額 
   （又は減少額△) 

 0 △1 1

   退職給付引当金の増加額 
   （又は減少額△) 

 △40 △27 △63

   役員退職慰労引当金の増加額 
   (又は減少額△) 

 △194 1 △62

   受取利息及び配当金  △189 △230 △290

   支払利息  106 104 251

   投資有価証券売却益  △24 ― △24

   有形固定資産売却損益  △80 △1 △85

   有形固定資産除却損  74 25 97

   売上債権の減少額 
   （又は増加額△) 

 △154 599 △237

   たな卸資産の減少額 
   （又は増加額△) 

 10,950 9,468 961

   前払費用の減少額 
   （又は増加額△) 

 △3,882 △3,359 △24

   未収入金の減少額 
   （又は増加額△) 

 4,834 5,221 △359

   仕入債務の増加額 
   （又は減少額△） 

 △348 230 △650

   未払消費税の増加額 
   （又は減少額△） 

 △29 △7 △22

   役員賞与の支払額  △26 ― △26

   その他  1,258 23 △55

    小計  15,832 14,961 4,982

   利息及び配当金の受取額  185 222 288

   利息の支払額  △121 △118 △207

   災害による保険金収入  0 17 8

   法人税等の支払額(△) 
   又は還付額 

 △686 △1,031 △1,114

   営業活動による 
   キャッシュ・フロー 

 15,210 14,051 3,957

 



日本甜菜製糖（株）（2108）平成20年3月期中間決算短信 

 - 19 -

 

  
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)

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   

   定期預金の預入による支出  △6,300 △1,800 △6,325

   定期預金の払戻による収入  2,100 25 6,430

   有価証券の取得による支出  △2,996 △2,992 △5,991

   有価証券の償還又は売却による 
収入 

 ― 2,995 2,996

   投資有価証券の取得による支出  △1 △31 △3

   投資有価証券の売却による収入  33 ― 33

   有形固定資産の取得による支出  △707 △1,221 △1,588

   有形固定資産の売却による収入  83 3 96

   預り保証金の受入れによる収入  1 ― 18

   預り保証金の返還による支出  △258 △280 △520

   その他  37 1 64

   投資活動による 
   キャッシュ・フロー 

 △8,008 △3,301 △4,788

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  2,255 1,870 22,635

   短期借入金の返済による支出  △14,485 △10,070 △26,715

   長期借入れによる収入  200 170 200

   長期借入金の返済による支出  △302 △303 △595

   配当金の支払額  △735 △730 △737

   自己株式の取得による支出  △12 △11 △347

   自己株式の売却による収入  0 0 1

   財務活動による 
   キャッシュ・フロー 

 △13,079 △9,073 △5,558

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額 
  (又は減少額△) 

 △5,877 1,676 △6,389

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  14,197 7,808 14,197

Ⅵ 現金及び現金同等物の中間期末 
  (期末)残高 

※１ 8,320 9,485 7,808
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(5) 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 

子会社は全て連結しております。 

連結子会社の数 ３社 

連結子会社の名称 

十勝鉄道㈱ 

スズラン企業㈱ 

ニッテン商事㈱ 

１ 連結の範囲に関する事項 

子会社は全て連結しております。 

連結子会社の数 ３社 

連結子会社の名称 

同左 

１ 連結の範囲に関する事項 

子会社は全て連結しております。 

連結子会社の数 ３社 

連結子会社の名称 

同左 

２ 持分法の適用に関する事項 

  持分法適用の関連会社数 １社 

会社等の名称 

関門製糖㈱ 

２ 持分法の適用に関する事項 

 持分法適用の関連会社数 １社 

 会社等の名称 

同左 

２ 持分法の適用に関する事項 

 持分法適用の関連会社数 １社 

 会社等の名称 

同左 

  持分法を適用しない関連会社の名 

称 

 てん菜原料糖㈱ 

 持分法を適用しない関連会社の名

称 

同左 

 持分法を適用しない関連会社の名

称 

同左 

  持分法を適用しない理由 

持分法非適用会社は、それぞれ

中間純損益および利益剰余金等に

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

分法の適用から除外しておりま

す。 

 持分法を適用しない理由 

同左 

 持分法を適用しない理由 

持分法非適用会社は、それぞれ

当期純損益および利益剰余金等に

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

分法の適用から除外しておりま

す。 

   

他の会社等の議決権の20％以上、

50％以下を自己の計算において所

有しているにもかかわらず関連会

社としなかった当該他の会社等の

名称 

ホクト商事㈱ 

関連会社としなかった理由 

当社の100％子会社であるニ

ッテン商事㈱は当該他の会社

の議決権の約23％を所有して

おりますが、経営に参加して

いないことから、財務および

経営方針について全く影響を

与えておらず、かつ、同社の

仕入取引について上記子会社

との取引割合も僅少であるた

めであります。 

他の会社等の議決権の20％以上、

50％以下を自己の計算において所

有しているにもかかわらず関連会

社としなかった当該他の会社等の

名称 

同左 

関連会社としなかった理由 

同左 

他の会社等の議決権の20％以上、

50％以下を自己の計算において所

有しているにもかかわらず関連会

社としなかった当該他の会社等の

名称 

同左 

関連会社としなかった理由 

同左 

３ 連結子会社の中間決算日等に関

する事項 

 連結子会社の中間決算日は、中

間連結決算日と一致しておりま

す。 

３ 連結子会社の中間決算日等に関

する事項 

同左 

３ 連結子会社の事業年度等に関す

る事項 

 連結子会社の事業年度末日は、

連結決算日と一致しております。

４ 会計処理基準に関する事項 

(1) 重要な資産の評価基準及び評価

方法 

① 有価証券 

満期保有目的の債券 

償却原価法(定額法) 

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 

満期保有目的の債券 

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 

① 有価証券 

満期保有目的の債券 

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) 

その他有価証券 

時価のあるもの 

中間連結会計期間末日の

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) 

その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

その他有価証券 

時価のあるもの 

連結会計年度末日の市場

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 デリバティブ 

時価法 

② デリバティブ 

同左 

② デリバティブ 

同左 

③ たな卸資産 

 

 

 

商品、製品、半製品、仕掛品 

主として総平均法による原

価法 

③ たな卸資産 

評価基準は原価法（収益性の

低下による簿価切下げの方

法）によっております。 

商品、製品、半製品、仕掛品

主として総平均法 

③ たな卸資産 

同左 

 

 

商品、製品、半製品、仕掛品

同左 

原材料、貯蔵品 

月別総平均法による原価法 

原材料、貯蔵品 

月別総平均法 

 

 

原材料、貯蔵品 

同左 

 

（会計方針の変更） 

 「棚卸資産の評価に関する会計基

準」（企業会計基準委員会 平成18

年７月５日 企業会計基準第９号）

が平成20年３月31日以前に開始する

連結会計年度に係る連結財務諸表か

ら適用できることになったことに伴

い、当連結会計年度より同会計基準

を適用しております。 

 この結果、従来の方法によった場

合に比べて、売上総利益、営業利

益、経常利益及び税金等調整前当期

純利益が196百万円減少しておりま

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。 

 当該会計方針の変更が当下半期に

行われたのは、棚卸資産の評価に関

する会計基準に係る受入準備が当下

半期に整ったことによります。 

 なお、当中間連結会計期間は従来

の方法によっておりますが、変更後

の方法によった場合と比べ、損益に

与える影響はありません。 
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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) 

 （追加情報） 

 「棚卸資産の評価に関する会計基

準」（企業会計基準委員会 平成18

年７月５日 企業会計基準第９号）

を前連結会計年度の下期より適用し

ております。 

 前中間連結会計期間は従来の方法

によっておりますが、当中間連結会

計期間と同一の方法を採用した場合

と比べ、前中間連結会計期間の営業

利益、経常利益及び税金等調整前中

間純利益に与える影響はありませ

ん。 

 

(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 

 定率法によっております。 

 なお、耐用年数および残存価

額については、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。 

 ただし、平成10年４月１日以

降に取得した建物(建物附属設

備は除く)については、定額法

によっております。 

 なお、中間財務諸表作成基準

注解２により、事業年度に係る

減価償却費の額を期間按分する

方法によっております。 

(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 

定率法によっております。 

 なお、耐用年数および残存価

額については、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。 

 ただし、平成10年４月１日以

降に取得した建物(建物附属設

備は除く)については、定額法

によっております。 

 

（会計方針の変更） 

 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、当中間連結会計期間から、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。 

 これに伴い、前中間連結会計期間

と同一の方法によった場合と比べ、

売上総利益が5百万円、営業利益、

経常利益、税金等調整前中間純利益

が12百万円それぞれ減少しておりま

す。 

  なお、セグメント情報に与える影

響については、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) 

 

（追加情報） 

 当中間連結会計期間から、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

終了した翌年から５年間で均等償却

する方法によっております。 

 当該変更に伴い、前中間連結会計

期間と同一の方法によった場合と比

べ、売上総利益が17百万円、営業利

益が23百万円、経常利益、税金等調

整前中間純利益が24百万円それぞれ

減少しております。 

 なお、セグメント情報に与える影

響については、当該箇所に記載して

おります。 

 

② 無形固定資産 

 定額法によっております。 

 なお、耐用年数については、

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。 

 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

く定額法によっております。 

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 

 債権の取立不能に備えるた

め、下記のとおり計上しており

ます。 

一般債権 

貸倒実績率法によっておりま

す。 

貸倒懸念債権等 

財務内容評価法によっており

ます。 

(3) 重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

 債権の取立不能に備えるた

め、下記のとおり計上しており

ます。 

一般債権 

同左 

 

貸倒懸念債権等 

同左 

(3) 重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

 債権の取立不能に備えるた

め、下記のとおり計上しており

ます。 

一般債権 

同左 

 

貸倒懸念債権等 

同左 

② 退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるた

め、当連結会計年度末における

退職給付債務および年金資産の

見込額に基づき、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。 

 数理計算上の差異について

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

(15年)による按分額を翌連結会

計年度より費用処理することと

しております。 

 

② 退職給付引当金 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるた

め、当連結会計年度末における

退職給付債務および年金資産の

見込額に基づき、当連結会計年

度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。 

 数理計算上の差異について

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

(15年)による按分額を翌連結会

計年度より費用処理することと

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 役員退職慰労引当金 

 連結子会社の役員の退職慰労

金の支出に備えるため、会社所

定の基準に基づく中間期末要支

給見込額を計上しております。 

③ 役員退職慰労引当金 

同左 

 

 

③ 役員退職慰労引当金 

 連結子会社の役員の退職慰労

金の支出に備えるため、会社所

定の基準に基づく期末要支給見

込額を計上しております。 

（追加情報） 

 連結財務諸表提出会社におい

ては、従来、役員の退職慰労金

の支出に備えて、会社所定の基

準に基づく中間期末要支給見込

額を計上しておりましたが、平

成18年６月29日の株主総会にお

いて、役員退職慰労金制度の廃

止を決定したことに伴い、当中

間連結会計期間より計上してお

りません。 

 この役員退職慰労金制度の廃

止に伴い、連結財務諸表提出会

社の前連結会計年度末役員退職

慰労引当金残高181百万円のう

ち、当中間連結会計期間中の目

的取崩額を除く金額130百万円

については、長期未払金として

固定負債の「その他」に含め、

計上しております。 

 （追加情報） 

 連結財務諸表提出会社におい

ては、従来、役員の退職慰労金

の支出に備えて、会社所定の基

準に基づく期末要支給額を計上

しておりましたが、平成18年６

月29日の株主総会において、役

員退職慰労金制度の廃止を決定

したことに伴い、当連結会計年

度より計上しておりません。 

 この役員退職慰労金制度の廃

止に伴い、連結財務諸表提出会

社の前連結会計年度末役員退職

慰労引当金残高181百万円のう

ち、当連結会計年度中の目的取

崩額を除く金額130百万円につ

いては、長期未払金として固定

負債の「その他」に含め、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) 重要なヘッジ会計の方法 

① ヘッジ会計の方法 

 繰延ヘッジ処理によっており

ます。ただし、為替予約が付さ

れている外貨建金銭債権債務等

については、振当処理を行って

おります。 

(5) 重要なヘッジ会計の方法 

① ヘッジ会計の方法 

同左 

(5) 重要なヘッジ会計の方法 

① ヘッジ会計の方法 

同左 

 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段 為替予約取引、 

通貨オプション 

取引および外貨 

預金 

ヘッジ対象 外貨建金銭債務 

および外貨建予 

定取引 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

 

 

 

 

 

③ ヘッジ方針 

原材料の輸入に関わる為替

相場の変動リスクを回避する

目的で為替予約取引等を行

い、輸入取引の範囲内で為替

変動リスクをヘッジしており

ます。 

③ ヘッジ方針 

同左 

③ ヘッジ方針 

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) 

④ ヘッジの有効性評価の方法 

 為替予約および通貨オプシ

ョンの締結時に、リスク管理

方針に従って、同一通貨によ

る同一金額で同一期日の為替

予約および通貨オプションを

対応させているため、その後

の為替相場の変動による相関

関係は完全に確保されてお

り、その判定をもって有効性

の判定に代えております。

（中間決算日における有効性

の 評 価 を 省 略 し て お り ま

す。） 

④ ヘッジの有効性評価の方法 

同左 

④ ヘッジの有効性評価の方法 

 為替予約および通貨オプシ

ョンの締結時に、リスク管理

方針に従って、同一通貨によ

る同一金額で同一期日の為替

予約および通貨オプションを

対応させているため、その後

の為替相場の変動による相関

関係は完全に確保されてお

り、その判定をもって有効性

の判定に代えております。

（決算日における有効性の評

価を省略しております。） 

(6) 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 

 消費税および地方消費税は税

抜方式によっております。 

(6) 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 

(6) 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 

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、要求払預金および取

得日から３ヶ月以内に満期日の到

来する流動性の高い、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

短期的な投資であります。 

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 

 



日本甜菜製糖（株）（2108）平成20年3月期中間決算短信 

 - 26 -

(6) 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 

会計処理の変更 

 
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

関する会計基準等） 

 当中間連結会計期間から「貸借対

照表の純資産の部の表示に関する会

計基準」（企業会計基準委員会 平

成17年12月９日 企業会計基準第５

号）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」（企業会計基準委員会 平成17

年12月９日 企業会計基準適用指針

第８号）を適用しております。 

 これによる損益に与える影響はあ

りません。 

 なお、従来の「資本の部」の合計

に相当する金額は60,302百万円であ

ります。 

 中間連結財務諸表規則の改正によ

り、当中間連結会計期間における中

間連結財務諸表は、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

関する会計基準等） 

 当連結会計年度から「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基

準」（企業会計基準委員会 平成17

年12月９日 企業会計基準第５号）

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」

（企業会計基準委員会 平成17年12

月９日 企業会計基準適用指針第８

号）を適用しております。 

 これによる損益に与える影響はあ

りません。 

 なお、従来の「資本の部」の合計

に相当する金額は59,558百万円であ

ります。 

 連結財務諸表規則の改正により、

当連結会計年度における連結財務諸

表は、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) 

────── （中間連結貸借対照表） 

 前中間連結会計期間において流動資産の「その他」

に含めて表示しておりました「有価証券」（前中間連

結会計期間2,999百万円）については資産総額の100分

の５超となったため、当中間連結会計期間より区分掲

記しております。 

────── （中間連結損益計算書） 

 前中間連結会計期間において特別利益の「その他」

に含めて表示しておりました「企業立地促進事業補助

金」（前中間連結会計期間11百万円）については特別

利益総額の100分の10超となったため、当中間連結会計

期間より区分掲記しております。 
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(7) 中間連結財務諸表に関する注記事項 

(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 有形固定資産の減価償却累計

額 

53,072百万円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

54,847百万円

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

53,928百万円

※２ 担保資産及び担保付債務 

 (1) 有形固定資産のうち一部を下

記のとおり担保に供しており

ます。 

  商品仕入れ代445百万円および

預り保証金・敷金4,885百万円

の担保 

建物 5,046百万円

土地 99  〃  

計 5,146  〃  
 

※２ 担保資産及び担保付債務 

 (1) 有形固定資産のうち一部を下

記のとおり担保に供しており

ます。 

  商品仕入れ代4百万円および預

り保証金・敷金4,439百万円の

担保 

建物 4,801百万円

土地 99  〃  

計 4,901  〃  
 

※２ 担保資産及び担保付債務 

 (1) 有形固定資産のうち一部を下

記のとおり担保に供しており

ます。 

  商品仕入れ代34百万円および預

り保証金・敷金4,841百万円の

担保 

建物 4,924百万円

土地 99  〃  

計 5,023  〃  
 

 (2) 投資有価証券のうち一部を下

記のとおり担保に供しており

ます。 

  (イ)長期借入金(一年内返済予

定長期借入金596百万円を

含む)2,012百万円の担保 

5,433百万円 

 (2) 投資有価証券のうち一部を下

記のとおり担保に供しており

ます。 

  (イ)長期借入金(一年内返済予

定長期借入金564百万円を

含む)1,585百万円の担保 

3,797百万円

 (2) 投資有価証券のうち一部を下

記のとおり担保に供しており

ます。 

  (イ)長期借入金(一年内返済予

定長期借入金577百万円を

含む)1,718百万円の担保 

4,582百万円

  (ロ)従業員預り金1,041百万円

の担保 

1,465百万円 

  (ロ)従業員預り金1,007百万円

の担保 

1,048百万円

  (ロ)従業員預り金1,055百万円

の担保 

1,214百万円

  (賃金の支払の確保等に関する

法律施行規則第２条第１項第３

号に基づくもの) 

   計 6,899百万円
 

  (賃金の支払の確保等に関する

法律施行規則第２条第１項第３

号に基づくもの) 

   計 4,845百万円
 

  (賃金の支払の確保等に関する

法律施行規則第２条第１項第３

号に基づくもの) 

   計 5,796百万円
 

３ 偶発債務 

   連結子会社以外の会社の金融

機関からの借入金に対して、次

のとおり債務保証を行っており

ます。 

関門製糖㈱ 95百万円
 

３ 偶発債務 

   連結子会社以外の会社の金融

機関からの借入金に対して、次

のとおり債務保証を行っており

ます。 

関門製糖㈱ 73百万円
 

３ 偶発債務 

   連結子会社以外の会社の金融

機関からの借入金に対して、次

のとおり債務保証を行っており

ます。 

関門製糖㈱ 84百万円
 

※４ 国庫補助金等の受入により固

定資産の取得価額から控除して

いる圧縮記帳額 

※４ 国庫補助金等の受入により固

定資産の取得価額から控除して

いる圧縮記帳額 

※４ 固定資産の取得価額から控除

している圧縮記帳額 

 (1)国庫補助金等の受入によるも

の 

建物 169百万円

構築物 249 〃 

機械及び装置 1,978 〃 

車両運搬具 0 〃 

工具器具備品 61 〃 

無形固定資産 17 〃 

計 2,477 〃 
 

建物 169百万円

構築物 249 〃 

機械及び装置 1,986 〃 

車両運搬具 8 〃 

工具器具備品 61 〃 

無形固定資産 17 〃 

計 2,494 〃 
 

建物 169百万円

構築物 249 〃 

機械及び装置 1,986  〃 

車両運搬具 0 〃 

工具器具備品 61 〃 

無形固定資産 17 〃 

計 2,485 〃 

 (2)収用等によるもの 

土地       12百万円 
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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) 

※５ 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 9百万円

支払手形 3 〃 
 

※５ 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 18百万円

支払手形 2 〃 
 

※５ 期末日満期手形の会計処理に

ついては、手形交換日をもって

決済処理しております。 

 なお、当連結会計年度末日が

金融機関の休日であったため、

次の期末日満期手形が、期末残

高に含まれております。 

    受取手形  15百万円 

    支払手形   2 〃 

 

(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 販売費及び一般管理費の主な

内訳 

 (1) 販売費 

運送・保管費 3,022百万円

販売促進費 1,341 〃 

賃金・賞与 
手当 

557 〃 

退職給付費用 51 〃 

減価償却費 63 〃 
 

※１ 販売費及び一般管理費の主な

内訳 

 (1) 販売費 

運送・保管費 2,426百万円

販売促進費 1,402 〃 

賃金・賞与 
手当 

500 〃 

退職給付費用 39 〃 

減価償却費 68 〃 
 

※１ 販売費及び一般管理費の主な

内訳 

 (1) 販売費 

運送・保管費 6,263百万円

販売促進費 2,808 〃 

賃金・賞与 
手当 

1,084 〃 

退職給付費用 88 〃 

減価償却費 135 〃 
 

 (2) 一般管理費 

賃金・賞与 
手当 

381百万円

退職給付費用 51 〃 

減価償却費 18 〃 

研究開発費 358 〃 
 

 (2) 一般管理費 

賃金・賞与 
手当 

380百万円

退職給付費用 63 〃 

役員退職慰労
引当金繰入額

1 〃 

減価償却費 34 〃 

研究開発費 262 〃 
 

 (2) 一般管理費 

賃金・賞与 
手当 

711百万円

退職給付費用 109 〃 

役員退職慰労 
引当金繰入額 

22 〃 

減価償却費 39 〃 

研究開発費 626 〃 
 

※２ 固定資産売却益の主な内訳 

土地 80百万円

  
 

※２ 固定資産売却益の内訳 

土地 2百万円

  
 

※２ 固定資産売却益の主な内訳 

土地 86百万円

  

  
 

※３ 固定資産処分損の主な内訳 

建物処分損 44百万円

構築物処分損 13 〃 

  

※３ 固定資産処分損の主な内訳 

建物処分損 8百万円

構築物処分損 1 〃 

  

※３ 固定資産処分損の主な内訳 

建物処分損 99百万円

構築物処分損 14 〃 

  

※４ 法人税等の表示方法 

   税効果会計の適用に当たり

「簡便法」を採用しているの

で、法人税等調整額を含めた金

額で一括掲記しております。 

※４ 法人税等の表示方法 

同左 

―――――― 
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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 発行済株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(株) 153,256,428 ― ― 153,256,428

 
 

２ 自己株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(株) 5,812,742 36,155 2,759 5,846,138

 
（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

 単元未満株式の買取りによる増加     36,155株 

減少数の主な内訳は、次の通りであります。 

 単元未満株式の買増請求による減少     2,759株 

 

３ 新株予約権等に関する事項 

    該当事項はありません。 

 

４ 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 737 5 平成18年３月31日 平成18年６月30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 

    該当事項はありません。 
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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） 

１ 発行済株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(株) 153,256,428 ― ― 153,256,428

 
 

２ 自己株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(株) 6,872,493 37,405 2,774 6,907,124

 
（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

 単元未満株式の買取りによる増加     37,405株 

減少数の主な内訳は、次の通りであります。 

 単元未満株式の買増請求による減少     2,774株 

 

３ 新株予約権等に関する事項 

    該当事項はありません。 

 

４ 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 731 5 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当中間連結会計期間後と

なるもの 

    該当事項はありません。 
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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） 

１ 発行済株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末 

普通株式(株) 153,256,428 ― ― 153,256,428

 

２ 自己株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末 

普通株式(株) 5,812,742 1,064,471 4,720 6,872,493

（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

 単元未満株式の買取りによる増加     64,471株 

 市場買付を実施したことによる増加   1,000,000株 

減少数の主な内訳は、次の通りであります。 

 単元未満株式の買増請求による減少     4,720株 

 

３ 新株予約権等に関する事項 

    該当事項はありません。 

 

４ 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 737 5 平成18年３月31日 平成18年６月30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 配当の原資
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 利益剰余金 731 5 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 

現金及び預金勘定 12,650百万円

預入期間が３か月を
超える定期預金 

△4,330 〃 

現金及び現金同等物 8,320  〃  
  

現金及び預金勘定 9,287百万円

有価証券 4,997  〃 

計 14,285  〃  

 

預入期間が３か月を
超える定期預金 

△1,800百万円

償還期間が３か月を
超える債券等 

△3,000  〃 

現金及び現金同等物 9,485  〃  
  

現金及び預金勘定 7,833百万円

預入期間が３か月を
超える定期預金 

△25 〃 

現金及び現金同等物 7,808  〃  
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（セグメント情報） 

1.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)  
 

 
砂糖事業 

(百万円) 

その他 
食品事業
(百万円)

農畜産
事業 

(百万円)

不動産
事業 

(百万円)

その他の
事業 

(百万円)

計 

(百万円) 

消去 
又は全社 
(百万円) 

連結 

(百万円)

売上高    

(1)外部顧客に 
対する売上高 

21,051 1,289 2,799 659 1,020 26,821 ─ 26,821

(2)セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

0 13 ─ 40 964 1,019 (1,019) ─

計 21,052 1,303 2,799 700 1,985 27,840 (1,019) 26,821

営業費用 18,592 1,403 3,198 355 2,095 25,644 (1,034) 24,610

営業利益又は 
営業損失(△) 

2,460 △99 △398 344 △110 2,196 15 2,211

(注) １ 事業区分は製品の種類・性質および販売市場等の類似性を考慮して区分しております。 

２ 各事業区分に属する主要な内容 

砂糖事業………ビート糖、精糖、ビート糖蜜、精糖蜜、ポケットシュガー等 

その他食品事業……イースト、ラフィノース、ベタイン、ＤＦＡⅢ等 

農畜産事業……ビートパルプ、配合飼料、紙筒、種子、調整泥炭、農業機材 

不動産事業……不動産賃貸等 

その他の事業…貨物運送、石油類販売、スポーツ施設・書店営業等 
 

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)  
 

 
砂糖事業 

(百万円) 

その他 
食品事業
(百万円)

農畜産
事業 

(百万円)

不動産
事業 

(百万円)

その他の
事業 

(百万円)

計 

(百万円) 

消去 
又は全社 
(百万円) 

連結 

(百万円)

売上高    

(1)外部顧客に 
対する売上高 

18,711 1,286 3,142 670 864 24,675 ─ 24,675

(2)セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

0 11 ― 40 613 665 (665) ―

計 18,711 1,297 3,142 711 1,477 25,340 (665) 24,675

営業費用 17,387 1,254 3,291 322 1,620 23,875 (680) 23,194

営業利益又は 
営業損失(△) 

1,324 43 △148 389 △143 1,465 15 1,480

(注) １ 事業区分は製品の種類・性質および販売市場等の類似性を考慮して区分しております。 

２ 各事業区分に属する主要な内容 

砂糖事業………ビート糖、精糖、ビート糖蜜、精糖蜜、ポケットシュガー等 

その他食品事業……イースト、ラフィノース、ベタイン、ＤＦＡⅢ等 

農畜産事業……ビートパルプ、配合飼料、紙筒、種子、調整泥炭、農業機材 

不動産事業……不動産賃貸等 

その他の事業…貨物運送、石油類販売、スポーツ施設・書店営業等 

３「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 ４会計処理基準に関する事項 (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（会計方針の変更）および（追加情報）」に記載の通り、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、当中間連結会計期間から、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。また、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年から５年間で均等償

却する方法によっています。この変更に伴い、従来の方法と比較し、当中間連結会計期間における「砂糖

事業」の営業利益は11百万円、「その他食品事業」の営業利益は2百万円、「農畜産事業」の営業利益は9

百万円、「不動産事業」の営業利益は1百万円、「その他の事業」の営業利益は10百万円それぞれ減少し

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)  

 

 
砂糖事業 

(百万円) 

その他 
食品事業
(百万円)

農畜産
事業 

(百万円)

不動産
事業 

(百万円)

その他の
事業 

(百万円)

計 

(百万円) 

消去 
又は全社 
(百万円) 

連結 

(百万円)

売上高    

(1)外部顧客に 
対する売上高 

39,265 2,667 10,279 1,328 2,016 55,559 ─ 55,559

(2)セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

2 25 0 81 5,323 5,433 (5,433) ─

計 39,268 2,693 10,279 1,409 7,340 60,993 (5,433) 55,559

営業費用 37,694 2,760 9,661 683 7,290 58,090 (5,432) 52,658

営業利益又は 
営業損失(△) 

1,574 △66 618 726 50 2,902 (1) 2,901

(注) １ 事業区分は製品の種類・性質および販売市場等の類似性を考慮して区分しております。 

２ 各事業区分に属する主要な内容 

砂糖事業………ビート糖、精糖、ビート糖蜜、精糖蜜、ポケットシュガー等 

その他食品事業……イースト、ラフィノース、ベタイン、ＤＦＡⅢ等 

農畜産事業……ビートパルプ、配合飼料、紙筒、種子、調整泥炭、農業機材 

不動産事業……不動産賃貸等 

その他の事業…貨物運送、石油類販売、スポーツ施設・書店営業等 

 

2.所在地別セグメント情報 

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)および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)ならびに前連結会計年度(自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日)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および在外支店が

ないため、該当事項はありません。 

 

3.海外売上高 

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)および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)ならびに前連結会計年度(自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日)において、海外売上高が、いずれも連結売上高の10％未満のため記載を省略

しております。 
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（開示の省略） 

リース取引、有価証券、デリバティブ取引、ストック・オプション等、企業結合等に関する注記事項に

ついては、中間決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略します。 

 

 

（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 409円08銭
 

１株当たり純資産額 396円80銭
 

１株当たり純資産額 406円86銭
 

１株当たり中間純利益 8円77銭
 

１株当たり中間純利益 6円18銭
 

１株当たり当期純利益 10円65銭
 

 なお、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益については、潜在株式が

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

当期純利益については、潜在株式が

ないため記載しておりません。 

  

(注) 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

 
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)

中間連結貸借対照表(連結貸借対照
表)の純資産の部の合計額(百万円) 

60,302 58,070 59,558

普通株式に係る純資産額(百万円) 60,302 58,070 59,558

差額の主な内訳  

─ ─ ─ ─

普通株式の発行済株式数(千株) 153,256 153,256 153,256

普通株式の自己株式数(千株) 5,846 6,907 6,872

１株当たり純資産額の算定に用いら
れた普通株式の数(千株) 

147,410 146,349 146,383

  

２ １株当たり中間(当期)純利益 

 
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)

中間連結損益計算書上の中間(当期)
純利益(百万円) 

1,293 903 1,567

普通株式に係る中間(当期)純利益 
(百万円) 

1,293 903 1,567

普通株主に帰属しない金額の主要な
内訳(百万円) 

 

 ─ ─ ─ ─

普通株主に帰属しない金額(百万円) ─ ─ ─

普通株式の期中平均株式数(千株) 147,428 146,366 147,139
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（重要な後発事象） 

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) 

該当事項はありません。 

 

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) 

該当事項はありません。 

 

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) 

該当事項はありません。 
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５．中間個別財務諸表等 

(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 
要約貸借対照表 

(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 12,389 9,069 7,507 

 ２ 受取手形 ※５ 193 200 129 

 ３ 売掛金 6,536 5,853 6,610 

 ４ 有価証券 ─ 4,997 2,996 

 ５ たな卸資産 9,845 10,355 19,817 

 ６ 前払費用 3,913 3,411 52 

 ７ その他 ※６ 4,214 1,186 5,893 

    貸倒引当金 △1 △1 △2 

  流動資産合計  37,092 42.0 35,073 43.0  43,006 46.7

Ⅱ 固定資産   

 １ 有形固定資産 ※１   

    建物 
※２ 
※４ 

10,578 10,450 10,695 

    機械及び装置 ※４ 7,746 7,208 7,850 

    土地 
※２ 
※４ 

5,125 5,221 5,221 

    その他 ※４ 3,170 2,830 2,021 

   有形固定資産合計 26,620 25,710 25,788 

 ２ 無形固定資産 ※４ 152 105 116 

 ３ 投資その他の資産   

    投資有価証券 ※２ 23,498 19,647 22,367 

    その他 966 974 872 

     貸倒引当金 △2 △1 △2 

   投資その他の資産合計 24,461 20,620 23,237 

  固定資産合計  51,234 58.0 46,436 57.0  49,142 53.3

  資産合計  88,326 100.0 81,509 100.0  92,149 100.0
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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 
要約貸借対照表 

(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 買掛金 1,765 1,561 1,315 

 ２ 短期借入金 ※２ 3,426 3,464 11,787 

 ３ その他 
※２ 
※６ 

7,831 6,092 5,698 

  流動負債合計  13,023 14.7 11,118 13.6  18,801 20.4

Ⅱ 固定負債   

 １ 長期借入金 ※２ 1,415 1,021 1,140 

 ２ 繰延税金負債 6,618 4,942 6,057 

 ３ 退職給付引当金 4,120 4,069 4,097 

 ４ 預り保証金 ※２ 4,295 3,824 4,079 

 ５ その他 ※２ 1,361 1,325 1,347 

  固定負債合計  17,811 20.2 15,183 18.7  16,722 18.2

  負債合計  30,835 34.9 26,302 32.3  35,524 38.6
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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 
要約貸借対照表 

(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
(％)

純資産の部   

Ⅰ 株主資本   

 １ 資本金  8,279 9.4 8,279 10.2  8,279 9.0

 ２ 資本剰余金   

   (1)資本準備金 8,404 8,404 8,404 

   (2)その他資本剰余金 1 1 1 

    資本剰余金合計  8,406 9.5 8,406 10.3  8,406 9.1

 ３ 利益剰余金   

   (1)利益準備金 2,069 2,069 2,069 

   (2)その他利益剰余金   

     配当準備積立金 2,700 2,700 2,700 

     設備拡張積立金 1,200 1,200 1,200 

     買換資産圧縮 
     積立金 

2,261 2,278 2,278 

     特別償却準備金 837 678 678 

     買換資産圧縮 
     特別勘定積立金 

61 40 40 

     別途積立金 18,516 18,516 18,516 

     繰越利益剰余金 5,035 5,568 5,337 

    利益剰余金合計  32,680 37.0 33,052 40.6  32,821 35.6

 ４ 自己株式  △1,098 △1.2 △1,443 △1.9  △1,432 △1.6

  株主資本合計  48,267 54.7 48,294 59.2  48,074 52.1

Ⅱ 評価・換算差額等   

 １ その他有価証券 
   評価差額金 

 9,223 10.4 6,912 8.5  8,550 9.3

 ２ 繰延ヘッジ損益  0 0.0 0 0.0  0 0.0

  評価・換算差額等合計  9,223 10.4 6,912 8.5  8,550 9.3

  純資産合計  57,491 65.1 55,207 67.7  56,624 61.4

  負債純資産合計  88,326 100.0 81,509 100.0  92,149 100.0
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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) 

前事業年度 
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 
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   25,596 100.0 23,584 100.0  53,133 100.0

Ⅱ 売上原価   16,550 64.7 16,214 68.8  36,905 69.5

   売上総利益   9,046 35.3 7,369 31.2  16,227 30.5

Ⅲ 販売費及び一般管理費   6,806 26.5 5,804 24.6  13,516 25.4

   営業利益   2,240 8.8 1,564 6.6  2,711 5.1

Ⅳ 営業外収益   

 １ 受取利息 15 25 34 

 ２ 受取配当金 170 192 242 

 ３ その他 46 232 0.9 40 258 1.1 93 370 0.7

Ⅴ 営業外費用   

 １ 支払利息 110 111 261 

 ２ その他 ※１ 124 234 1.0 36 148 0.6 205 466 0.9

   経常利益  2,238 8.7 1,674 7.1  2,614 4.9

Ⅵ 特別利益 ※２  116 0.5 14 0.1  134 0.3

Ⅶ 特別損失 
※３ 

 58 0.2 8 0.1  116 0.2

   税引前中間(当期) 
   純利益 

 2,296 9.0 1,681 7.1  2,632 5.0

   法人税、住民税 
   及び事業税 

※５ 988 718 1,400 

   法人税等調整額  ― 988 3.9 ― 718 3.0 △215 1,184 2.3

   中間(当期)純利益   1,307 5.1 962 4.1  1,448 2.7

    

 



日本甜菜製糖（株）（2108）平成20年3月期中間決算短信 

 - 41 -

  
(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 

資本剰余金 利益剰余金  
資本金 

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 

平成18年３月31日残高(百万円) 8,279 8,404 0 8,405 2,069 30,065 32,134

中間会計期間中の変動額    

 その他利益剰余金の変動額 
 （純額） 

  545 545

 自己株式の取得    

 自己株式の処分  0 0   

 株主資本以外の項目の変動額 
 （純額） 

   

中間会計期間中の変動額合計 
(百万円) 

― ― 0 0 ― 545 545

平成18年９月30日残高(百万円) 8,279 8,404 1 8,406 2,069 30,610 32,680

 

株主資本 評価・換算差額等 

 
自己株式 株主資本合計

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 

純資産合計 

平成18年３月31日残高(百万円) △1,086 47,733 9,996 ― 9,996 57,730 

中間会計期間中の変動額    

 その他利益剰余金の変動額 
 (純額) 

 545  545 

 自己株式の取得 △12 △12  △12 

 自己株式の処分 0 0  0 

 株主資本以外の項目の変動額 
 (純額) 

 △773 0 △773 △773 

中間会計期間中の変動額合計 
(百万円) 

△12 534 △773 0 △773 △239 

平成18年９月30日残高(百万円) △1,098 48,267 9,223 0 9,223 57,491 

 

（注） その他利益剰余金の内訳 

 
配当準備 
積立金 

設備拡張
積立金 

買換資産
圧縮積立金

特別償却
準備金 

買換資産
圧縮特別
勘定積立金

別途積立金 
繰越利益 
剰余金 

その他利益
剰余金合計

平成18年３月31日残高(百万円) 2,700 1,200 2,300 708 ― 18,516 4,640 30,065

中間会計期間中の変動額    

 取崩  △40 △124  164 ―

 繰入  1 252 61  △315 ―

 剰余金の配当   △737 △737

 利益処分による役員賞与   △25 △25

 中間純利益   1,307 1,307

中間会計期間中の変動額合計 
(百万円) 

― ― △39 128 61 ― 395 545

平成18年９月30日残高(百万円) 2,700 1,200 2,261 837 61 18,516 5,035 30,610
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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 

資本剰余金 利益剰余金  
資本金 

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 

平成19年３月31日残高(百万円) 8,279 8,404 1 8,406 2,069 30,751 32,821

中間会計期間中の変動額    

 その他利益剰余金の変動額 
 （純額） 

  230 230

 自己株式の取得    

 自己株式の処分  0 0   

 株主資本以外の項目の変動額 
 （純額） 

   

中間会計期間中の変動額合計 
(百万円) 

─ ─ 0 0 ─ 230 230

平成19年９月30日残高(百万円) 8,279 8,404 1 8,406 2,069 30,982 33,052

 

株主資本 評価・換算差額等 

 
自己株式 株主資本合計

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 

純資産合計 

平成19年３月31日残高(百万円) △1,432 48,074 8,550 0 8,550 56,624 

中間会計期間中の変動額    

 その他利益剰余金の変動額 
 (純額) 

 230  230 

 自己株式の取得 △11 △11  △11 

 自己株式の処分 0 0  0 

 株主資本以外の項目の変動額 
 (純額) 

 △1,637 △0 △1,638 △1,638 

中間会計期間中の変動額合計 
(百万円) 

△10 220 △1,637 △0 △1,638 △1,417 

平成19年９月30日残高(百万円) △1,443 48,294 6,912 0 6,912 55,207 

 

（注） その他利益剰余金の内訳 

 
配当準備 
積立金 

設備拡張
積立金 

買換資産
圧縮積立金

特別償却
準備金 

買換資産
圧縮特別
勘定積立金

別途積立金 
繰越利益 
剰余金 

その他利益
剰余金合計

平成19年３月31日残高(百万円) 2,700 1,200 2,278 678 40 18,516 5,337 30,751

中間会計期間中の変動額    

 取崩    ─

 繰入    ─

 剰余金の配当   △731 △731

 中間純利益   962 962

中間会計期間中の変動額合計 
(百万円) 

─ ─ ─ ─ ─ ─ 230 230

平成19年９月30日残高(百万円) 2,700 1,200 2,278 678 40 18,516 5,568 30,982
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前事業年度(自 平成19年４月１日 至 平成19年３月31日) 

 
株主資本 

資本剰余金 利益剰余金  
資本金 

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 

平成18年３月31日残高(百万円) 8,279 8,404 0 8,405 2,069 30,065 32,134

事業年度中の変動額    

 その他利益剰余金の変動額 
 （純額） 

  686 686

 自己株式の取得    

 自己株式の処分  0 0   

 株主資本以外の項目の変動額 
 （純額） 

   

事業年度中の変動額合計 
(百万円) 

─ ─ 0 0 ─ 686 686

平成19年３月31日残高(百万円) 8,279 8,404 1 8,406 2,069 30,751 32,821

 
株主資本 評価・換算差額等 

 
自己株式 株主資本合計

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 

純資産合計 

平成18年３月31日残高(百万円) △1,086 47,733 9,996 ― 9,996 57,730 

事業年度中の変動額    

 その他利益剰余金の変動額 
 (純額) 

 686  686 

 自己株式の取得 △347 △347  △347 

 自己株式の処分 0 1  1 

 株主資本以外の項目の変動額 
 (純額) 

 △1,446 0 △1,446 △1,446 

事業年度中の変動額合計 
(百万円) 

△346 340 △1,446 0 △1,446 △1,105 

平成19年３月31日残高(百万円) △1,432 48,074 8,550 0 8,550 56,624 

 

（注） その他利益剰余金の内訳 

 
配当準備 
積立金 

設備拡張
積立金 

買換資産
圧縮積立金

特別償却
準備金 

買換資産
圧縮特別
勘定積立金

別途積立金 
繰越利益 
剰余金 

その他利益
剰余金合計

平成18年３月31日残高(百万円) 2,700 1,200 2,300 708 ― 18,516 4,640 30,065

事業年度中の変動額    

 取崩  △83 △282 △61  427 ─

 繰入  62 252 102  △417 ─

 剰余金の配当   △737 △737

 利益処分による役員賞与   △25 △25

 当期純利益   1,448 1,448

事業年度中の変動額合計 
(百万円) 

─ ─ △21 △30 40 ─ 697 686

平成19年３月31日残高(百万円) 2,700 1,200 2,278 678 40 18,516 5,337 30,751

※剰余金の配当△737百万円、利益処分による役員賞与△25百万円、買換資産圧縮積立金の取崩のうち△40百万円、買

換資産圧縮積立金の繰入のうち1百万円、特別償却準備金の取崩のうち△124百万円、特別償却準備金の繰入252百万

円、買換資産圧縮特別勘定積立金の繰入のうち61百万円は前期の定時株主総会における利益処分による増減であり

ます。 
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(4) 中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

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) 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

１ 資産の評価基準及び評価方法 

(1) 有価証券 

満期保有目的の債券 

償却原価法(定額法) 

子会社株式及び関連会社株式 

移動平均法による原価法 

その他有価証券 

時価のあるもの 

中間会計期間末日の市場

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) 

１ 資産の評価基準及び評価方法 

(1) 有価証券 

満期保有目的の債券 

同左 

子会社株式及び関連会社株式 

同左 

その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

 

１ 資産の評価基準及び評価方法 

(1) 有価証券 

満期保有目的の債券 

同左 

子会社株式及び関連会社株式 

同左 

その他有価証券 

時価のあるもの 

決算期末日の市場価格等

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) デリバティブ 

時価法 

(2) デリバティブ 

同左 

(2) デリバティブ 

同左 

(3) たな卸資産 

 

 

 

商品、製品、半製品、仕掛品 

総平均法による原価法 

(3) たな卸資産 

 評価方法は原価法(収益性の

低下による簿価切下げの方法）

によっております。 

商品、製品、半製品、仕掛品 

総平均法 

(3) たな卸資産 

     同左 

 

 

商品、製品、半製品、仕掛品 

同左 

原材料、貯蔵品 

月別総平均法による原価法 

原材料、貯蔵品 

月別総平均法 

 

 

原材料、貯蔵品 

同左 

 

（会計方針の変更） 

 「棚卸資産の評価に関する会計基

準」（企業会計基準委員会 平成18

年７月５日 企業会計基準第９号）

が平成20年３月31日以前に開始する

事業年度に係る財務諸表から適用で

きることになったことに伴い、当事

業年度より同会計基準を適用してお

ります。 

 この結果、従来の方法によった場

合に比べて、売上総利益、営業利

益、経常利益及び税引前当期純利益

が224百万円減少しております。 

 当該会計方針の変更が当下半期に

行われたのは、棚卸資産の評価に関

する会計基準に係る受入準備が当下

半期に整ったことによります。 

 なお、当中間会計期間は従来の方

法によっておりますが、変更後の方

法によった場合と比べ、損益に与え

る影響はありません。 
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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) 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

 （追加情報） 

 「棚卸資産の評価に関する会計基

準」（企業会計基準委員会 平成18

年７月５日 企業会計基準第９号）

を前事業年度の下期より適用してお

ります。 

 前中間会計期間は従来の方法によ

っておりますが、当中間会計期間と

同一の方法を採用した場合と比べ、

前中間会計期間の営業利益、経常利

益及び税引前中間純利益に与える影

響はありません。 

 

２ 固定資産の減価償却の方法 

(1) 有形固定資産 

 定率法によっております。 

 なお、耐用年数および残存価額

については、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。 

 ただし、平成10年４月１日以降

に取得した建物(建物附属設備は

除く)については、定額法によっ

ております。 

 なお、中間財務諸表作成基準注

解２により、事業年度に係る減価

償却費の額を期間按分する方法に

よっております。 

２ 固定資産の減価償却の方法 

(1) 有形固定資産 

同左 

 

２ 固定資産の減価償却の方法 

(1) 有形固定資産 

 定率法によっております。 

 なお、耐用年数および残存価額

については、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。 

 ただし、平成10年４月１日以降

に取得した建物(建物附属設備は

除く)については、定額法によっ

ております。 

  

 

 （会計方針の変更） 

 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、当中間会計期間から、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。 

 これに伴い、前中間会計期間と同

一の方法によった場合と比べ、売上

総利益が0百万円、営業利益、経常

利益、税引前中間純利益が7百万円

それぞれ減少しております。 
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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) 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

 （追加情報） 

 当中間会計期間から、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

した翌年から５年間で均等償却する

方法によっております。 

 当該変更に伴い前中間会計期間と

同一の方法によった場合と比べ、売

上総利益が10百万円、営業利益、経

常利益、税引前中間純利益が17百万

円それぞれ減少しております。 

 

 

(2) 無形固定資産 

 定額法によっております。 

 なお、耐用年数について

は、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。 

 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

づく定額法によっておりま

す。 

(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 

債権の取立不能に備えるため、

下記のとおり計上しております。 

一般債権 

 貸倒実績率法によっておりま

す。 

貸倒懸念債権等 

 財務内容評価法によっておりま

す。 

(2) 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

付債務およ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。 

 数理計算上の差異については、

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(15年)に

よる按分額を翌期より費用処理す

ることとしております。 

３ 引当金の計上基準 

(1) 貸倒引当金 

 債権の取立不能に備えるため、

下記のとおり計上しております。

一般債権 

同左 

 

貸倒懸念債権等 

同左 

 

(2) 退職給付引当金 

同左 

 

 

３ 引当金の計上基準 

(1) 貸倒引当金 

 債権の取立不能に備えるため、

下記のとおり計上しております。

一般債権 

同左 

 

貸倒懸念債権等 

同左 

 

(2) 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

付債務および年金資産の見込額に

基づき、当事業年度末において発

生していると認められる額を計上

しております。 

 数理計算上の差異については、

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(15年)に

よる按分額を翌期より費用処理す

ることとしております。 
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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) 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

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。 

４ リース取引の処理方法 

同左 

 

４ リース取引の処理方法 

同左 

５ ヘッジ会計の方法 

(1) ヘッジ会計の方法 

 繰延ヘッジ処理によってお

ります。ただし、為替予約が

付されている外貨建金銭債権

債務等については、振当処理

を行っております。 

５ ヘッジ会計の方法 

(1) ヘッジ会計の方法 

同左 

  

５ ヘッジ会計の方法 

(1) ヘッジ会計の方法 

同左 

  

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段 為替予約取引、通 

貨オプション取引 

および外貨預金 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

 

 

 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

 

 

ヘッジ対象 外貨建金銭債務お

よび外貨建予定取

引 

 

 

 

(3) ヘッジ方針 

 原材料の輸入に関わる為替相場

の変動リスクを回避する目的で為

替予約取引等を行い、輸入取引の

範囲内で為替変動リスクをヘッジ

しております。 

(3) ヘッジ方針 

同左 

(3) ヘッジ方針 

同左 

 

(4) ヘッジの有効性評価の方法 

 為替予約および通貨オプション

の締結時に、リスク管理方針に従

って、同一通貨による同一金額で

同一期日の為替予約および通貨オ

プションを対応させているため、

その後の為替相場の変動による相

関関係は完全に確保されており、

その判定をもって有効性の判定に

代えております。（中間決算日に

おける有効性の評価を省略してお

ります。） 

(4) ヘッジの有効性評価の方法 

同左 

(4) ヘッジの有効性評価の方法 

 為替予約および通貨オプション

の締結時に、リスク管理方針に従

って、同一通貨による同一金額で

同一期日の為替予約および通貨オ

プションを対応させているため、

その後の為替相場の変動による相

関関係は完全に確保されており、

その判定をもって有効性の判定に

代えております。（決算日におけ

る有効性の評価を省略しておりま

す。） 

６ その他中間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 

消費税および地方消費税は税抜

方式によっております。 

６ その他中間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 

６ その他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 
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(5) 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 
 

会計処理の変更 

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) 

前事業年度 
(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

関する会計基準等） 

 当中間会計期間から「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基

準」（企業会計基準委員会 平成17

年12月９日 企業会計基準第５号）

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」

（企業会計基準委員会 平成17年12

月９日 企業会計基準適用指針第８

号）を適用しております。 

 これによる損益に与える影響はあ

りません。 

 なお、従来の「資本の部」の合計

に相当する金額は57,491百万円であ

ります。 

 中間財務諸表等規則の改正によ

り、当中間会計期間における中間財

務諸表は、改正後の中間財務諸表等

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

関する会計基準等） 

 当事業年度から「貸借対照表の純

資産の部の表示に関する会計基準」

（企業会計基準委員会 平成17年12

月９日 企業会計基準第５号）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

業会計基準委員会 平成17年12月９

日 企業会計基準適用指針第８号）

を適用しております。 

 これによる損益に与える影響はあ

りません。 

 なお、従来の「資本の部」の合計

に相当する金額は56,624百万円であ

ります。 

 財務諸表等規則の改正により、当

事業年度における財務諸表は、改正

後の財務諸表等規則により作成して

おります。 

 

 

 

表示方法の変更 

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) 

────── 

 

（中間貸借対照表） 

 前中間会計期間において流動資産の「その他」に含

めて表示しておりました「有価証券」（前中間会計期

間2,999百万円）については資産総額の100分の５超と

なったため、当中間会計期間より区分掲記しておりま

す。 
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(6) 個別財務諸表に関する注記事項 

(中間貸借対照表関係) 

 
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) 

前事業年度末 
(平成19年３月31日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

50,363百万円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

52,107百万円

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

51,187百万円

※２ 担保資産 

  ① 担保差入資産 

建物 5,009百万円

土地 99 〃 

投資有価証券 6,899 〃 

      このうち投資有価証券1,465
百万円は、賃金の支払の確保
等に関する法律施行規則第２
条第１項第３号に基づくもの
であります。 

※２ 担保資産 

  ① 担保差入資産 

建物 4,765百万円

土地 99 〃 

投資有価証券 4,845  〃 

      このうち投資有価証券1,048
百万円は、賃金の支払の確保
等に関する法律施行規則第２
条第１項第３号に基づくもの
であります。 

※２ 担保資産 

  ① 担保差入資産 

建物 4,887百万円

土地 99 〃 

投資有価証券 5,796 〃 

      このうち投資有価証券1,214
百万円は、賃金の支払の確保
等に関する法律施行規則第２
条第１項第３号に基づくもの
であります。 

  ② 債務の内容 

長期借入金（一年内返済予

定長期借入金596百万円を

含む） 

 2,012百万円

従業員預り金 1,041 〃 

預り保証金 4,241 〃 

預り敷金 631 〃 

関係会社の 

取引保証等 
457 〃 

 

  ② 債務の内容 

長期借入金（一年内返済予

定長期借入金564百万円を

含む） 

 1,585百万円

従業員預り金 1,007 〃 

預り保証金 3,796 〃 

預り敷金 631 〃 

関係会社の 

取引保証等 
15 〃 

 

  ② 債務の内容 

長期借入金（一年内返済予

定長期借入金577百万円を

含む） 

 1,718百万円

従業員預り金 1,055 〃 

預り保証金 4,198 〃 

預り敷金 631 〃 

関係会社の 

取引保証等 
45 〃 

 
 ３ 偶発債務 

① 短期借入金・仕入商品代金に

対する債務保証 

スズラン企業㈱ 525百万円
 

 ３ 偶発債務 

① 短期借入金・仕入商品代金に

対する債務保証 

スズラン企業㈱ 34百万円
 

 ３ 偶発債務 

① 短期借入金・仕入商品代金に

対する債務保証 

スズラン企業㈱ 84百万円
 

  ② 長期借入金に対する債務保証 

関門製糖㈱ 95百万円
 

  ② 長期借入金に対する債務保証

関門製糖㈱ 73百万円
 

② 長期借入金に対する債務保証

関門製糖㈱ 84百万円
 

※４ 国庫補助金等の受入により固

定資産の取得価額から控除し

ている圧縮記帳額 

 

建物 169百万円

構築物 249 〃 

機械及び装置 1,978 〃 

車両運搬具 0 〃 

工具器具備品 61 〃 

無形固定資産 17 〃 

計 2,477 〃 
 

※４ 国庫補助金等の受入により固

定資産の取得価額から控除し

ている圧縮記帳額 

 

建物 169百万円

構築物 249  〃 

機械及び装置 1,986 〃 

車両運搬具 0 〃 

工具器具備品 61 〃 

無形固定資産 17 〃 

計 2,485 〃 
 

※４ 固定資産の取得価額から控除

している圧縮記帳額 

①国庫補助金等の受入による

もの 

建物 169百万円

構築物 249 〃 

機械及び装置 1,986 〃 

車両運搬具 0 〃 

工具器具備品 61 〃 

無形固定資産 17 〃 

計 2,485 〃 

    ②収用等によるもの 

    土地             12百万円 
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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) 

前事業年度末 
(平成19年３月31日) 

※５ 中間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、次の中間会計期間末日満

期手形が、中間会計期間末残

高に含まれております。 

   受取手形          3百万円 

※５ 中間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、次の中間会計期間末日満

期手形が、中間会計期間末残

高に含まれております。 

   受取手形          5百万円 

※５ 期末日満期手形の会計処理に

ついては、手形交換日をもっ

て決済処理しております。 

 なお、当期末日が金融機関

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         7百万円 

 

※６ 消費税等に係る表示 

 仮払消費税等および仮受消

費税等は、流動資産および流

動負債の「その他」に各々含

めて表示しております。 

※６ 消費税等に係る表示 

同左 

――――― 

 

 

 

(中間損益計算書関係) 

 
 

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) 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

※１ 営業外費用その他の主な内訳 

機械装置処分損 99百万円

  

※１ 営業外費用その他の主な内訳

機械装置処分損 14百万円
 

※１ 営業外費用その他の主な内訳

機械装置処分損 145百万円
 

※２ 特別利益の主要項目 

土地売却益 80百万円

投資有価証券 
売却益 

24 〃 

  
 

※２ 特別利益の主要項目 

土地売却益 2百万円

企業立地促進 
事業補助金 

10 〃 

  
 

※２ 特別利益の主要項目 

土地売却益 86百万円

投資有価証券 
売却益 

24 〃 

  
 

※３ 特別損失の主要項目 

建物処分損 45百万円

構築物処分損 13 〃 
 

※３ 特別損失の主要項目 

建物処分損 6百万円

構築物処分損 1 〃 

  
 

※３ 特別損失の主要項目 

建物処分損 101百万円

構築物処分損 14 〃 
 

 ４ 減価償却実施額 

有形固定資産 1,198百万円

無形固定資産 23 〃 
 

 ４ 減価償却実施額 

有形固定資産 1,201百万円

無形固定資産 20 〃 

  
 

 ４ 減価償却実施額 

有形固定資産 2,521百万円

無形固定資産 45 〃 
 

※５ 法人税等の表示方法 

税効果会計の適用に当たり

「簡便法」を採用しているの

で、法人税等調整額を含めた

金額で、一括掲記しておりま

す。 

※５ 法人税等の表示方法 

同左 

――――― 
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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18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

自己株式に関する事項 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末 

普通株式（株） 5,812,742 36,155 2,759 5,846,138
 
  （変動事由の概要） 

  増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

   単元未満株式の買取りによる増加      36,155株 

  減少数の主な内訳は、次の通りであります。 

   単元未満株式所有株主の買増しによる減少   2,759株 

 

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） 

自己株式に関する事項 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末 

普通株式（株） 6,872,493 37,405 2,774 6,907,124
 
  （変動事由の概要） 

  増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

   単元未満株式の買取りによる増加      37,405株 

  減少数の主な内訳は、次の通りであります。 

   単元未満株式所有株主の買増しによる減少   2,774株 

 

前事業年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

自己株式に関する事項 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末 

普通株式（株） 5,812,742 1,064,471 4,720 6,872,493

  （変動事由の概要） 

  増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

   単元未満株式の買取りによる増加      64,471株 

   市場買付を実施したことによる増加    1,000,000株 

  減少数の主な内訳は、次の通りであります。 

   単元未満株式所有株主の買増しによる減少   4,720株 
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(１株当たり情報) 

 
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) 

前事業年度 
(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 390円01銭
 

１株当たり純資産額 377円23銭
 

１株当たり純資産額 386円82銭
 

１株当たり中間純利益 8円87銭
 

１株当たり中間純利益 6円58銭
 

１株当たり当期純利益 9円85銭
 

 なお、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益については、潜在株式が

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

当期純利益については、潜在株式が

ないため記載しておりません。 

 

(注) 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

 
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) 
前事業年度末 

 (平成19年３月31日)

中間貸借対照表(貸借対照表)の純資
産の部の合計額(百万円) 

57,491 55,207 56,624

普通株式に係る純資産額(百万円) 57,491 55,207 56,624

差額の主な内訳  

 ─ ─ ─ ─

普通株式の発行済株式数(千株) 153,256 153,256 153,256

普通株式の自己株式数(千株) 5,846 6,907 6,872

１株当たり純資産額の算定に用いら
れた普通株式の数(千株) 

147,410 146,349 146,383

  

  

２ １株当たり中間(当期)純利益 

 
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) 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

中間損益計算書上の中間(当期)純利
益(百万円) 

1,307 962 1,448

普通株式に係る中間(当期)純利益 
(百万円) 

1,307 962 1,448

普通株主に帰属しない金額の主要な
内訳(百万円) 

 

─ ─ ─ ─

普通株主に帰属しない金額(百万円) ─ ─ ─

普通株式の期中平均株式数(千株) 147,428 146,366 147,139

 

(重要な後発事象) 

 

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) 
  該当事項はありません。 
 
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) 
  該当事項はありません。 
 
前事業年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 
  該当事項はありません。 


