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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 10,999 ― 475 ― 502 ― 477 ―

20年3月期第1四半期 10,685 △3.3 536 3.8 539 7.8 309 0.5

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 9.49 ―

20年3月期第1四半期 6.15 ―

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 36,886 26,883 72.9 533.96
20年3月期 37,097 26,673 71.9 529.74

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  26,883百万円 20年3月期  26,673百万円

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 ― ― ― 6.00 6.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ― ― 6.00 6.00

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 21,000 △0.4 750 △31.7 750 △33.2 550 137.0 10.92
通期 43,500 0.6 1,500 △37.8 1,500 △36.8 1,000 27.9 19.86

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  有  

（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。  

(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、４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およ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。  

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  50,387,948株 20年3月期  50,387,948株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  40,651株 20年3月期  35,605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  50,349,804株 20年3月期第1四半期  50,360,980株
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【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１四半期の業績全般の概況

当第１四半期におけるわが国の経済は、エネルギー・原材料価格の高騰を背景にした企業収益の減少や、

ガソリン価格、食料品価格等諸物価の上昇による個人消費の伸び悩みから、景気の先行き不透明感が強まっ

ております。

当社グループの主力事業であります精糖業界の状況につきましても、燃料費、物流費等の諸コストの上昇

や、市場をめぐる競争の激化から、引き続き厳しい経営環境となっております。

海外原糖市況は、ニューヨーク市場現物相場において１ポンド当たり13.30セントで始まりましたが、需給

失調感や、原油市場の軟化の影響を受け11.54セントまで下落した後、主要生産国ブラジル・インドにおける

減産予想等から14.68セントまで上昇し、14.51セントにて当第１四半期を終了しました。

国内精糖市況（日本経済新聞掲載、東京）は、上白糖１kg当たり154～155円で始まりましたが、４月下旬

に160～161円に上昇し、そのまま第１四半期を終了しました。

以上の状況のもと、当第１四半期の売上高は10,999百万円(前年同期比2.9%増)、営業利益は475百万円(同

11.5%減)、経常利益は502百万円(同6.8%減)、四半期純利益は477百万円(同54.3%増)となりました。

(2) セグメント別の状況

① 砂糖その他食品事業

砂糖その他食品事業におきましては、主力の精製糖出荷量は、業務用製品はほぼ前年並みとなりました

が、家庭用製品は内食機会の増加を背景に前年を上回りました。また、その他の甘味料につきましても売上

が順調に推移しました。この結果、売上高は9,515百万円、営業利益は733百万円（配賦不能営業費用控除

前）となりました。

② 健康産業事業

健康産業事業におきましては、３月のドゥ・スポーツプラザ新宿閉鎖により減収となりましたが、ドゥ・

スポーツプラザ豊洲は、会員数、営業収入とも順調に伸長しました。この結果、売上高は338百万円となり

ましたが、下期の新店舗開店に向けた準備費用の発生等により、営業損失33百万円(配賦不能営業費用控除

前)となりました。

③ 不動産その他事業

不動産その他事業につきましては、合成樹脂等の販売が堅調に推移し、売上高は1,144百万円、営業利益

は75百万円(配賦不能営業費用控除前)となりました。

２． 連結財政状態に関する定性的情報

(1) 資産、負債及び純資産の状況

前期末に比べ、総資産は210百万円減少し、36,886百万円となりました。有形固定資産が92百万円減少し、

投資その他の資産が88百万円減少しました。

総負債は、419百万円減少し、10,003百万円となりました。３月のドゥ・スポーツプラザ新宿閉鎖に伴う

会員保証金の返還等により流動負債その他が429百万円減少しました。

純資産は、209百万円増加し、26,883百万円となりました。主として当第１四半期純利益477百万円による

増加と、配当金302百万円の支払によるものであります。

この結果、当第１四半期末の自己資本比率は72.9%となりました。
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(2) キャッシュ・フローの状況

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益は504百万円となりましたが、３月の

ドゥ・スポーツプラザ新宿閉鎖に伴う支出740百万円等により、188百万円の支出となりました。

投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の預入による支出1,000百万円等により、823百万円の支

出となりました。

財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払額302百万円等により、354百万円の支出となりま

した。

以上の結果、当第１四半期末の現金及び現金同等物の残高は、前期末より1,366百万円減少し、2,302百万

円となりました。

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、概ね予想の範囲内で推移しており、平成20年５月13日に公表しました業績予想は、

第２四半期累計期間、通期とも変更しておりません。

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

①簡便な会計処理

ⅰ一般債権(経営状態に重大な問題が生じていない債務者に対する債権)の貸倒見積高の算定方法

貸倒実績等が前事業年度末に算定したものと著しい変化がないと認められるため、前事業年度決算に

おいて算定した貸倒実績率を使用して、一般債権の貸倒見積高を算定しております。

ⅱ棚卸資産の評価方法

四半期会計期間末における棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前事業年度に係る実地棚卸

高を基礎として算定しております。

ⅲ固定資産の減価償却費の算定方法

減価償却の方法として定率法を採用している固定資産の減価償却費の算定にあたっては、事業年度に

係る減価償却費の額を期間按分して算定しております。

ⅳ法人税等ならびに繰延税金資産および繰延税金負債の算定方法

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

おります。また、繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前事業年度決算において使用した将

来の業績予測やタックス・プランニングに基づいて行っております。

②四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理

該当事項はありません。
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(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)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。

なお、四半期連結財務諸表は、「財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内

閣府令」(平成20年８月７日内閣府令第50号)附則第７条第１項第５号ただし書きにより、改正後の四半

期連結財務諸表規則を適用しています。

②棚卸資産の評価基準および評価方法の変更

通常の販売目的で保有する棚卸資産につきましては、従来、主として総平均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、主として総平均法による原価法(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、経常利益および税金等調整前四半期純利益は、それぞれ60百万円減少してお

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リース取引に関する会計基準の適用

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))および「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日以後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。

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。

この変更による損益に与える影響はありません。

(追加情報)

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、機械装置の耐用年数の見直しを行って

おります。

この変更による損益に与える影響は軽微であります。
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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 1,902 1,768

受取手形及び売掛金 4,906 4,738

有価証券 1,911 2,411

商品及び製品 3,469 2,879

仕掛品 79 51

原材料及び貯蔵品 762 1,278

その他 671 601

流動資産合計 13,703 13,730

固定資産

有形固定資産

土地 6,079 6,079

その他（純額） 4,192 4,284

有形固定資産合計 10,271 10,363

無形固定資産 75 79

投資その他の資産

投資有価証券 11,086 11,033

その他 1,883 2,033

貸倒引当金 △134 △142

投資その他の資産合計 12,835 12,924

固定資産合計 23,183 23,367

資産合計 36,886 37,097

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 2,892 2,724

短期借入金 1,100 1,100

未払法人税等 171 111

引当金 155 327

その他 2,044 2,473

流動負債合計 6,363 6,738

固定負債

長期借入金 1,136 1,181

引当金 459 448

その他 2,043 2,055

固定負債合計 3,640 3,685

負債合計 10,003 10,423

純資産の部

株主資本

資本金 7,004 7,004

資本剰余金 7,718 7,718

利益剰余金 10,130 9,954

自己株式 △12 △11

株主資本合計 24,841 24,666

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 391 360

繰延ヘッジ損益 6 2

土地再評価差額金 1,643 1,643

評価・換算差額等合計 2,042 2,006

純資産合計 26,883 26,673

負債純資産合計 36,886 37,097
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(2) 四半期連結損益計算書

（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)

売上高 10,999

売上原価 8,980

売上総利益 2,019

販売費及び一般管理費 1,544

営業利益 475

営業外収益

受取利息 4

受取配当金 16

持分法による投資利益 0

その他 24

営業外収益合計 46

営業外費用

支払利息 10

その他 9

営業外費用合計 19

経常利益 502

特別利益

貸倒引当金戻入額 8

特別利益合計 8

特別損失

固定資産除却損 6

特別損失合計 6

税金等調整前四半期純利益 504

法人税、住民税及び事業税 178

法人税等調整額 △151

法人税等合計 27

四半期純利益 477
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(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 504

減価償却費 116

貸倒引当金の増減額（△は減少） △8

賞与引当金の増減額（△は減少） △151

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △20

退職給付引当金の増減額（△は減少） 2

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 8

受取利息及び受取配当金 △21

持分法による投資損益（△は益） △0

支払利息 10

固定資産除却損 6

売上債権の増減額（△は増加） △167

たな卸資産の増減額（△は増加） △133

仕入債務の増減額（△は減少） 167

その他の流動資産の増減額（△は増加） 8

その他の流動負債の増減額（△は減少） 360

その他の固定負債の増減額（△は減少） △31

その他 18

小計 669

利息及び配当金の受取額 71

利息の支払額 △7

法人税等の支払額 △104

特別退職金の支払額 △77

ドゥ・スポーツプラザ新宿閉鎖に伴う支出 △740

その他の支出 △0

営業活動によるキャッシュ・フロー △188

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △1,000

有形固定資産の取得による支出 △14

無形固定資産の取得による支出 △2

投資有価証券の取得による支出 △2

差入保証金の回収による収入 195

その他 0

投資活動によるキャッシュ・フロー △823

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出 △45

長期未払金の返済による支出 △6

自己株式の取得による支出 △1

配当金の支払額 △302

その他 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △354

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,366

現金及び現金同等物の期首残高 3,668

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,302
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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

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

  該当事項はありません。

(5) セグメント情報

１ 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)

砂糖その他
食品事業
(百万円)

健康産業
事業

(百万円)

不動産その他
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

9,515 338 1,144 10,999 ― 10,999

(2) セグメント間の内部
　 売上高又は振替高

0 2 10 12 (12) ―

計 9,515 340 1,154 11,011 (12) 10,999

営業利益又は営業損失(△) 733 △33 75 775 (300) 475

(注) １ 事業の区分は、製品系列および内部管理上採用している区分によっております。

２ 各事業区分の主要製品

事業区分 主要製品

砂糖その他食品事業
砂糖、砂糖加工品、黒糖、果糖、ガムシロップ、異性化糖、コーンス
ターチ、水飴

健康産業事業
アスレティックジム、ゴルフ練習場、プール、スポーツ用品ブティッ
ク、スポーツ施設の経営およびコンサルタント事業

不動産その他事業 店舗等の不動産賃貸、冷蔵倉庫・港湾運送、合成樹脂等の販売ほか

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」に記載のとおり、通

常の販売目的で保有する棚卸資産については、従来、主として総平均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、主として総平均法による原価法(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。

この結果、従来の方法によった場合に比べ「砂糖その他食品事業」につきましては、営業利益が60

百万円減少しております。

決算短信 2008年08月11日 09時36分 05780xe01_in 8ページ （Tess 1.10 20080626_01）

－8－



日新製糖㈱ (2116) 平成21年３月期 第１四半期決算短信

２ 所在地別セグメント情報

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）

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社および重要な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

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）

当社および連結子会社の海外売上高がないため、該当事項はありません。

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

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

　該当事項はありません。
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「参考資料」

前四半期に係る財務諸表

(要約) 四半期連結損益計算書

(単位：百万円)

科 目

前第１四半期連結累計期間

(自 平成19年４月１日

至 平成19年６月30日)

金 額

Ⅰ 売上高 10,685

Ⅱ 売上原価 8,614

売上総利益 2,071

Ⅲ 販売費及び一般管理費 1,534

営業利益 536

Ⅳ 営業外収益 35

受取利息 5

受取配当金 24

雑益 6

Ⅴ 営業外費用 33

支払利息 15

持分法による投資損失 2

雑損 15

経常利益 539

Ⅵ 特別利益 10

投資有価証券売却益 10

税金等調整前四半期純利益 549

法人税、住民税及び事業税 38

法人税等調整額 201

四半期純利益 309
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