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1.  平成21年3月期第1四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年6月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期第1四半期 20,021 ― 1,950 ― 2,303 ― 1,417 ―

20年3月期第1四半期 20,910 5.3 1,854 56.6 2,204 51.4 1,481 32.1

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期純利

益

円 銭 円 銭

21年3月期第1四半期 10.31 ―

20年3月期第1四半期 10.62 ―

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

21年3月期第1四半期 68,588 46,381 66.6 331.89
20年3月期 68,365 45,319 65.3 324.53

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  45,649百万円 20年3月期  44,636百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 3.00 ― 4.00 7.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 3.00 ― 4.00 7.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期純

利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期連結累計期間 39,200 ― 2,610 ― 2,700 ― 1,620 ― 11.67
通期 78,800 0.3 5,420 △12.5 5,560 △20.7 3,310 △24.9 23.84

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) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  無  

(3) 四半期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（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

[(注) 詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。]  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．本資料に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。 
２．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14
号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第1四半期  141,667,400株 20年3月期  141,667,400株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  4,125,522株 20年3月期  4,123,072株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期  137,543,452株 20年3月期第1四半期  139,563,993株



定性的情報・財務諸表等

１．連結経営成績に関する定性的情報

（１）当第１四半期の概要

      当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、株式市場の低迷、企業収益の悪化や民間設備投資の落込み

など景気の減速感が鮮明となりました。個人消費も相次ぐ値上げの影響などにより盛り上がりを欠くものとなり

ました。当社の属する食品産業分野におきましては、原材料、エネルギーコストの上昇や、消費の停滞も相俟っ

て一層厳しい環境となりました。

　このような環境の中、当社グループとして製品の安定供給と食の安全・安心の確保、コストセーブに努力して

まいりました結果、下記の通りとなりました。

　　　売上高　　　　20,021百万円 （前年同期比4.3％減）

　　　営業利益　　　 1,950百万円 （前年同期比5.2％増）

　　　経常利益　　　 2,303百万円 （前年同期比4.5％増）

　　　四半期純利益　 1,417百万円 （前年同期比4.3％減）

 

　  （２）セグメント別の概況

　    （砂糖事業）

　        砂糖事業におきましては、海外粗糖相場（ニューヨーク砂糖現物、１ポンド当たり）は、期中安値11.54セント、

期中高値14.68セント、四半期末14.51セントで推移しました。国内市中相場（日本経済新聞掲載、東京上白大袋

１㎏当たり）は４月に６円上昇し160～161円で推移しました。

  販売数量は堅調に推移し、計画を若干上回りましたが、四半期末にかけてやや低調となりました。価格面では

４月にエネルギー、資材、配送コストの上昇により出荷価格の改定を行いましたが、当該期間での浸透は限定的

なものとなりました。調達面では原料の有利安定買付けに努め、原価率が改善しました。生産面におきましては、

品質の維持向上、省エネに取り組みました。子会社における甘蔗糖事業は、制度変更による売上高の減少があり

ましたが期首計画に反映されており、砂糖周辺事業も含めてほぼ計画通りの進捗となりました。

  以上の結果、砂糖事業の売上高は17,702百万円（前年同期比4.6％減）、営業利益は2,156百万円（同5.1％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、概ね計画通りの販売となりました。個別ではパラチノース、さとうきび抽出物

は堅調に推移しましたが、天然色素、寒天・ゲル化剤、また子会社における品質向上剤などの販売はやや苦戦し

その結果、食品素材事業の売上高は1,913百万円（前年同期比5.3％減）、営業利益は58百万円（同56.8％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効率的活用に努め、計画通りの進捗となり、売上高は404

百万円（前年同期比21.8％増）、営業利益は250百万円（同52.5％増）となりました。

２．連結財政状態に関する定性的情報

〔連結財政状態の変動状況〕　

　当第１四半期連結会計期間末の総資産は68,588百万円となり、前連結会計年度末比222百万円の増加となりました。

これは主として、投資有価証券の取得等による投資その他の資産の増加494百万円と、受取手形及び売掛金の増加や

たな卸資産の減少等による流動資産の減少32百万円、及び減価償却等による有形固定資産の減少228百万円によるも

のであります。

　負債合計では22,206百万円となり、未払費用や未払法人税等の減少等により前連結会計年度末比839百万円減少し

ました。

　純資産合計では46,381百万円となり、当四半期純利益1,417百万円や剰余金の配当551百万円等を要因として、前

連結会計年度末比1,062百万円増加し、自己資本比率は66.6％と1.3ポイント改善しました。

〔連結キャッシュ・フローの状況〕　

　当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）の残高は2,109百万円となり、

前連結会計年度末と比較して233百万円の増加となりました。

・営業活動によるキャッシュ・フロー

　営業活動による資金の増加は1,602百万円となりました。

　これは主として、税金等調整前四半期純利益2,270百万円、減価償却費521百万円及び仕入債務の増加額998百万円

等により資金が増加した一方で、法人税等の支払額1,439百万円等により資金が減少したことによるものでありま

す。
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・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617百万円となりました。

　これは主として、有形固定資産の取得による支出490百万円等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751百万円となりました。

　これは主として、借入金の純減少197百万円、配当金の支払額551百万円によるものであります。

 

３．連結業績予想に関する定性的情報

  当第１四半期の業績は、第２四半期に繰り越された販売費及び一般管理費を勘案するとほぼ計画通りに推移しまし

た。一方、第２四半期、通期に向けては海外粗糖相場の変動により原料コストの上昇や、原油高によりエネルギー、

配送コストの上昇が懸念されますが、５月15日に公表した平成21年３月期の第２四半期連結累計期間及び通期業績予

想について変更はありません。今後の情報収集、分析により見直しが必要と判断した場合には、速やかに開示いたし

ます。

 平成21年３月期見通し 前期比

　売上高　 78,800百万円　 265百万円増（ 0.3％増）　

　営業利益　 　5,420百万円　 771百万円減（12.5％減）　

　経常利益　 　5,560百万円　 1,448百万円減（20.7％減）　

　当期純利益 　3,310百万円　 1,099百万円減（24.9％減）　

 

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）

　該当事項はありません。　

 

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

　該当事項はありません。　

 

（３）四半期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

　（会計処理基準に関する事項の変更）

　①　当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号 平成19年３月14日）及び

「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号 平成19年３月14日）を適用し

ております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

　②　通常の販売目的で保有するたな卸資産につきましては、従来、主として先入先出法による原価法によってお

りましたが、当第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成

18年７月５日）が適用されたことに伴い、主として先入先出法による原価法（貸借対照表価額については収益

性の低下に基づく簿価切下げの方法）により算定しております。これにより営業利益及び経常利益は、それぞ

れ13百万円減少しており、税金等調整前四半期純利益が46百万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。

　③　所有権移転外ファイナンス・リース取引につきましては、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理に

よっておりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計

審議会第一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基

準適用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））が

平成20年４月１日以降開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用することができることになっ

たことに伴い、当第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る会計処理

によっております。また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法につき

ましては、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。これによる損益への

影響はありません。　　

なお、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・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を引き続き採用しております。

　（追加情報）

　当社及び連結子会社におきまして、当第１四半期連結会計期間より、法人税法の改正を契機として資産の利用

状況等を見直した結果、機械及び装置の耐用年数を一部変更しております。これにより、営業利益、経常利益及

び税金等調整前四半期純利益が37百万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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５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,113 1,879

受取手形及び売掛金 4,604 4,327

商品 887 952

製品 3,438 3,403

原材料 3,317 3,671

仕掛品 1,107 1,086

繰延税金資産 500 508

その他 480 653

貸倒引当金 △10 △10

流動資産合計 16,439 16,472

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 24,336 24,342

減価償却累計額 △15,406 △15,276

建物及び構築物（純額） 8,929 9,065

機械装置及び運搬具 38,422 38,292

減価償却累計額 △30,416 △30,101

機械装置及び運搬具（純額） 8,006 8,191

工具、器具及び備品 1,630 1,630

減価償却累計額 △1,348 △1,356

工具、器具及び備品（純額） 281 274

土地 19,773 19,773

建設仮勘定 111 26

有形固定資産合計 37,101 37,330

無形固定資産   

無形固定資産合計 50 60

投資その他の資産   

投資有価証券 13,205 12,788

長期貸付金 215 150

繰延税金資産 107 113

その他 1,486 1,468

貸倒引当金 △17 △17

投資その他の資産合計 14,996 14,502

固定資産合計 52,149 51,893

資産合計 68,588 68,365



（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 5,780 4,782

短期借入金 200 200

1年内返済予定の長期借入金 2,313 2,476

未払費用 2,121 2,598

未払法人税等 774 1,456

未払消費税等 331 550

役員賞与引当金 21 77

その他 918 1,008

流動負債合計 12,461 13,149

固定負債   

長期借入金 3,112 3,146

繰延税金負債 1,121 1,114

退職給付引当金 2,559 2,644

長期預り保証金 1,397 1,423

その他 1,554 1,567

固定負債合計 9,745 9,896

負債合計 22,206 23,046

純資産の部   

株主資本   

資本金 7,083 7,083

資本剰余金 1,254 1,254

利益剰余金 38,223 37,356

自己株式 △1,609 △1,608

株主資本合計 44,951 44,085

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 533 544

繰延ヘッジ損益 66 28

為替換算調整勘定 97 △22

評価・換算差額等合計 697 550

少数株主持分 732 682

純資産合計 46,381 45,319

負債純資産合計 68,588 68,365



（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

売上高 20,021

売上原価 15,354

売上総利益 4,666

販売費及び一般管理費  

配送費 715

役員賞与引当金繰入額 16

退職給付引当金繰入額 32

その他 1,951

販売費及び一般管理費合計 2,716

営業利益 1,950

営業外収益  

受取利息 1

受取配当金 33

持分法による投資利益 179

デリバティブ評価益 145

雑収入 55

営業外収益合計 415

営業外費用  

支払利息 24

雑損失 37

営業外費用合計 62

経常利益 2,303

特別損失  

たな卸資産評価損 33

特別損失合計 33

税金等調整前四半期純利益 2,270

法人税、住民税及び事業税 770

法人税等調整額 31

少数株主利益 51

四半期純利益 1,417



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純利益 2,270

減価償却費 521

持分法による投資損益（△は益） △179

退職給付引当金の増減額（△は減少） △84

受取利息及び受取配当金 △35

支払利息 24

売上債権の増減額（△は増加） △276

たな卸資産の増減額（△は増加） 361

仕入債務の増減額（△は減少） 998

未払消費税等の増減額（△は減少） △219

その他 △358

小計 3,022

利息及び配当金の受取額 35

利息の支払額 △16

法人税等の支払額 △1,439

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,602

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形固定資産の取得による支出 △490

有形固定資産の売却による収入 1

投資有価証券の取得による支出 △139

投資有価証券の売却による収入 12

その他 0

投資活動によるキャッシュ・フロー △617

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入れによる収入 1,100

短期借入金の返済による支出 △1,100

コマーシャル・ペーパーの発行による収入 500

コマーシャル・ペーパーの償還による支出 △500

長期借入れによる収入 200

長期借入金の返済による支出 △397

自己株式の取得による支出 △1

自己株式の売却による収入 0

配当金の支払額 △551

少数株主への配当金の支払額 △1

財務活動によるキャッシュ・フロー △751

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 233

現金及び現金同等物の期首残高 1,876

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,109



当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会

計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従

い四半期連結財務諸表を作成しております。

 

（４）継続企業の前提に関する注記

　該当事項はありません。

（５）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

当第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年６月30日）

 
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）

売上高        

(1）
外部顧客に対する売

上高
17,702 1,913 404 － 20,021 － 20,021

(2）

 

セグメント間の内部

売上高又は振替高
9 0 17 － 26 △26 －

 計 17,711 1,913 422 － 20,047 △26 20,021

 営業利益 2,156 58 250 － 2,465 △515 1,950

　（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
機能性甘味料（「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．会計処理方法の変更

　（棚卸資産の評価に関する会計基準）

　当第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号　平成18年

７月５日）を適用しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、食品素材事業の営

業利益が13百万円減少しております。

４．追加情報

　当社及び連結子会社におきまして、当第１四半期連結会計期間より、法人税法の改正を契機として資産

の利用状況等を見直した結果、機械及び装置の耐用年数を一部変更しております。この変更に伴い、砂糖

事業の営業利益が38百万円減少し、食品素材事業の営業利益が０百万円増加しております。

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

　該当事項はありません。

－ 1 －



「参考資料」

前四半期に係る財務諸表等

（１）（要約）四半期連結損益計算書

科目

前年同四半期
（平成20年３月期
第１四半期）

金額（百万円）

Ⅰ　売上高 20,910

Ⅱ　売上原価 16,404

売上総利益 4,506

Ⅲ　販売費及び一般管理費 2,651

営業利益 1,854

Ⅳ　営業外収益 437

受取利息及び受取配当金　 36

持分法による投資利益　 236

その他　 164

Ⅴ　営業外費用 87

支払利息　 32

その他　 55

経常利益 2,204

Ⅵ　特別利益 113

税金等調整前四半期純利益 2,317

税金費用 747

少数株主利益　 88

四半期純利益 1,481

－ 2 －



（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

前年同四半期
（平成20年３月期
第１四半期）

区分 金額（百万円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純利益　 2,317

減価償却費　 565

受取利息及び受取配当金　 △36

支払利息　 32

持分法による投資利益　 △236

売上債権の増加額　 △761

たな卸資産の減少額　 1,445

仕入債務の増加額　 153

その他　 △1,309

小計 2,170

利息及び配当金の受取額　 36

利息の支払額　 △21

法人税等の支払額　 △1,414

その他　 6

営業活動によるキャッシュ・フロー 777

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形固定資産の取得による支出　 △218

有形固定資産の売却による収入　 156

その他　 48

投資活動によるキャッシュ・フロー △12

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　 800

短期借入金の返済による支出　 △550

長期借入金の返済による支出　 △433

自己株式の取得による支出　 △1

自己株式の処分による収入　 0

配当金の支払額　 △839

少数株主への配当金の支払額　 △4

その他　 500

財務活動によるキャッシュ・フロー △529

Ⅳ　現金及び現金同等物の増加額 235

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 2,338

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高 2,574

－ 3 －



（３）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

前第１四半期（自平成19年４月１日　至平成19年６月30日）

 
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）

売上高        

(1）
外部顧客に対する売

上高
18,557 2,020 332 － 20,910 － 20,910

(2）

 

セグメント間の内部

売上高又は振替高
7 0 18 － 26 △26 －

 計 18,564 2,020 351 － 20,936 △26 20,910

 営業利益 2,052 135 164 － 2,351 △497 1,854

　（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
機能性甘味料（「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

－ 4 －
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