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    平成20年11月7日 

各  位 

会 社 名  日 本 甜 菜 製 糖 株 式 会 社 

代表者名 取締役社長 小笠原 昭男 

（コード番号 ２１０８ 東証第一部） 

問合せ先 管 理 部 長 沖  有康 

（TEL 03-6414-5522）  

 

（訂正・数値データ訂正あり）「平成21年３月期 第１四半期決算短信」の一部訂正について 

 

 平成20年８月14日に発表いたしました「平成21年３月期 第１四半期決算短信」に、一部誤りがあ

りましたので、下記のとおり訂正いたします。なお、訂正箇所には下線を付しております。 

 また、数値データにも訂正がありますので、訂正後の数値データも送信いたします。 

 

記 

１．訂正の理由 

持分法適用関連会社の「持分法による投資利益」について、正しくは３百万円計上すべきところを、

誤って７百万円計上したため、総資産、純資産、経常利益、四半期純利益、その他関連個所の訂正を

行うものであります。 

 

２．訂正の内容 

[訂正ページ：１ページ] 

『訂正前』 

 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） 
(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  13,808 －  763 －   931 －   525 －   

20年３月期第１四半期 12,530 △7.0 740 △36.0 905 △28.0 472 △36.5

 

 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 3.62     ― 

20年３月期第１四半期 3.23        ― 

(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 

21年３月期第１四半期 79,850 56,369 70.6 387.87

20年３月期 83,556 56,081 67.1 385.87

（参考）自己資本 21年3月期第１四半期 56,369百万円  20年3月期 56,081百万円 
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『訂正後』 

 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） 
(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  13,808 －   763 －   927 －   521 －   

20年３月期第１四半期 12,530 △7.0 740 △36.0 905 △28.0 472 △36.5

 

 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 3.59     ― 

20年３月期第１四半期 3.23        ― 

(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 

21年３月期第１四半期 79,846 56,365 70.6 387.84

20年３月期 83,556 56,081 67.1 385.87

（参考）自己資本 21年3月期第１四半期 56,365百万円  20年3月期 56,081百万円 

 

[訂正ページ：２ページ] 

『訂正前』 

【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 

当第１半期のわが国経済は、米国のサブプライムローン問題に端を発した海外金融市場の混乱や、

エネルギー・原材料価格の高騰などを受け、景気の後退感が強まりました。 

 砂糖業界におきましては、国内砂糖市況は154円～155円（東京精糖上白現物相場、キログラム当た

り）で始まりましたが、燃料費を中心とした製造コスト等の上昇を受けて、４月末には160円～161円

に上昇し、そのまま当第１四半期を終了いたしました。 

 このような状況のもと、当第１四半期の売上高は前年同期比10.2％増の13,808百万円となり、経常

利益は前年同期比2.8％増の931百万円、四半期純利益は前年同期比11.2％増の525百万円となりまし

た。 

 ～ 以下省略 ～ 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

当第１四半期末の総資産は、前連結会計年度末比3,706百万円減の79,850百万円で、このうち流動

資産は、主にたな卸資産の減少により前連結会計年度末比3,261百万円減の37,136百万円となり、固

定資産は、主に減価償却により前連結会計年度末比444百万円減の42,714百万円となりました。 

 一方、負債の合計は前連結会計年度末比3,994百万円減の23,480百万円で、このうち流動負債は、

主に短期借入金の減少により前連結会計年度末比4,096百万円減の10,122百万円となり、固定負債は、

主に繰延税金負債の増加により前連結会計年度末比101百万円増の13,358百万円となりました。 

純資産は、主にその他有価証券評価差額金の増加により、前連結会計年度末比288百万円増の

56,369百万円となりました。 
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『訂正後』 

【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 

当第１四半期のわが国経済は、米国のサブプライムローン問題に端を発した海外金融市場の混乱や、

エネルギー・原材料価格の高騰などを受け、景気の後退感が強まりました。 

 砂糖業界におきましては、国内砂糖市況は154円～155円（東京精糖上白現物相場、キログラム当た

り）で始まりましたが、燃料費を中心とした製造コスト等の上昇を受けて、４月末には160円～161円

に上昇し、そのまま当第１四半期を終了いたしました。 

 このような状況のもと、当第１四半期の売上高は前年同期比10.2％増の13,808百万円となり、経常

利益は前年同期比2.4％増の927百万円、四半期純利益は前年同期比10.4％増の521百万円となりまし

た。 

 ～ 以下省略 ～ 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

当第１四半期末の総資産は、前連結会計年度末比3,710百万円減の79,846百万円で、このうち流動

資産は、主にたな卸資産の減少により前連結会計年度末比3,261百万円減の37,136百万円となり、固

定資産は、主に減価償却により前連結会計年度末比448百万円減の42,710百万円となりました。 

 一方、負債の合計は前連結会計年度末比3,994百万円減の23,480百万円で、このうち流動負債は、

主に短期借入金の減少により前連結会計年度末比4,096百万円減の10,122百万円となり、固定負債は、

主に繰延税金負債の増加により前連結会計年度末比101百万円増の13,358百万円となりました。 

純資産は、主にその他有価証券評価差額金の増加により、前連結会計年度末比284百万円増の

56,365百万円となりました。 
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[訂正ページ：５ページ] 

『訂正前』 

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 6,936 6,279 

  受取手形及び売掛金 6,643 7,041 

  有価証券 2,600 1,100 

  商品及び製品 15,185 18,385 

  原材料及び貯蔵品 2,163 2,654 

  仕掛品 306 3,207 

  その他 3,308 1,737 

  貸倒引当金 △7 △8 

  流動資産合計 37,136 40,397 

 固定資産   

  有形固定資産 

   建物及び構築物(純額) 12,261 12,450 

   その他(純額) 13,204 13,232 

   有形固定資産計 25,465 25,683 

  無形固定資産 75 85 

  投資その他の資産 

   投資有価証券 16,282 16,453 

   その他 895 941 

   貸倒引当金 △4 △4 

   投資その他の資産合計 17,173 17,390 

  固定資産合計 42,714 43,159 

資産合計 79,850 83,556 

 

 

 

 



- 5 -  

『訂正後』 

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 6,936 6,279 

  受取手形及び売掛金 6,643 7,041 

  有価証券 2,600 1,100 

  商品及び製品 15,185 18,385 

  原材料及び貯蔵品 2,163 2,654 

  仕掛品 306 3,207 

  その他 3,308 1,737 

  貸倒引当金 △7 △8 

  流動資産合計 37,136 40,397 

 固定資産   

  有形固定資産 

   建物及び構築物(純額) 12,261 12,450 

   その他(純額) 13,204 13,232 

   有形固定資産計 25,465 25,683 

  無形固定資産 75 85 

  投資その他の資産 

   投資有価証券 16,278 16,453 

   その他 895 941 

   貸倒引当金 △4 △4 

   投資その他の資産合計 17,169 17,390 

  固定資産合計 42,710 43,159 

資産合計 79,846 83,556 
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[訂正ページ：６ページ] 

『訂正前』 

 

（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 773 1,151 

  短期借入金 4,139 7,805 

  未払法人税等 415 687 

  その他 4,792 4,573 

  流動負債合計 10,122 14,218 

 固定負債 

   長期借入金 667 761 

   退職給付引当金 4,131 4,102 

   役員退職慰労引当金 7 8 

   その他 8,552 8,384 

   固定負債合計 13,358 13,257 

 負債合計 23,480 27,475 

純資産の部 

 株主資本 

  資本金 8,279 8,279 

  資本剰余金 8,406 8,406 

  利益剰余金 36,213 36,414 

  自己株式 △1,659 △1,658 

  株主資本合計 51,239 51,442 

 評価・換算差額等 

  その他有価証券評価差額金 5,129 4,639 

  繰延ヘッジ損益 ― △0 

  評価・換算差額合計 5,129 4,639 

 純資産合計 56,369 56,081 

負債純資産合計 79,850 83,556 
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『訂正後』 

 

（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 773 1,151 

  短期借入金 4,139 7,805 

  未払法人税等 415 687 

  その他 4,792 4,573 

  流動負債合計 10,122 14,218 

 固定負債 

   長期借入金 667 761 

   退職給付引当金 4,131 4,102 

   役員退職慰労引当金 7 8 

   その他 8,552 8,384 

   固定負債合計 13,358 13,257 

 負債合計 23,480 27,475 

純資産の部 

 株主資本 

  資本金 8,279 8,279 

  資本剰余金 8,406 8,406 

  利益剰余金 36,209 36,414 

  自己株式 △1,659 △1,658 

  株主資本合計 51,236 51,442 

 評価・換算差額等 

  その他有価証券評価差額金 5,129 4,639 

  繰延ヘッジ損益 ― △0 

  評価・換算差額合計 5,129 4,639 

 純資産合計 56,365 56,081 

負債純資産合計 79,846 83,556 
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[訂正ページ：７ページ] 

『訂正前』 

(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 13,808 

売上原価 9,738 

売上総利益 4,069 

販売費及び一般管理費 

 販売費 2,663 

 一般管理費 642 

販売費及び一般管理費合計 3,305 

営業利益 763 

営業外収益 

 受取利息 12 

 受取配当金 210 

 持分法による投資利益 7 

 その他 15 

営業外収益合計 245 

営業外費用 

 支払利息 52 

その他 25 

 営業外費用合計 77 

経常利益 931 

特別利益  

 資産売却 5 

 その他 0 

 特別利益合計 6 

特別損失  

 固定資産処分損 5 

 投資有価証券評価損 2 

 特別損失合計 7 

税金等調整前四半期純利益 929 

法人税等 404 

四半期純利益 525 
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『訂正後』 

(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 13,808 

売上原価 9,738 

売上総利益 4,069 

販売費及び一般管理費 

 販売費 2,663 

 一般管理費 642 

販売費及び一般管理費合計 3,305 

営業利益 763 

営業外収益 

 受取利息 12 

 受取配当金 210 

 持分法による投資利益 3 

 その他 15 

営業外収益合計 241 

営業外費用 

 支払利息 52 

その他 25 

 営業外費用合計 77 

経常利益 927 

特別利益  

 資産売却 5 

 その他 0 

 特別利益合計 6 

特別損失  

 固定資産処分損 5 

 投資有価証券評価損 2 

 特別損失合計 7 

税金等調整前四半期純利益 925 

法人税等 404 

四半期純利益 521 
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[訂正ページ：８ページ] 

『訂正前』 

(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 929 

減価償却費 618 

持分法による投資利益（△は益） △7 

貸倒引当金の増減額（△は減少) △0 

退職給付引当金の増減額（△は減少) 28 

役員退職慰労引当金の増減額 (△は減少) △0 

受取利息及び受取配当金 △222 

支払利息 52 

投資有価証券評価損益（△は益） 2 

有形固定資産売却損益（△は益） △6 

有形固定資産除却損 8 

売上債権の増減額（△は増加) 397 

たな卸資産の増減額（△は増加) 6,592 

前払費用の増減額（△は増加) △1,258 

未収入金の増減額（△は増加) 290 

仕入債務の増減額（△は減少） △377 

未払消費税の増減額（△は減少） △267 

その他 △174 

小計 6,604 

利息及び配当金の受取額 219 

利息の支払額 △67 

保険金の受取額 0 

法人税等の支払額又は還付額 (△は支払) △675 

営業活動によるキャッシュ・フロー 6,080 
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『訂正後』 

(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 925 

減価償却費 618 

持分法による投資利益（△は益） △3 

貸倒引当金の増減額（△は減少) △0 

退職給付引当金の増減額（△は減少) 28 

役員退職慰労引当金の増減額 (△は減少) △0 

受取利息及び受取配当金 △222 

支払利息 52 

投資有価証券評価損益（△は益） 2 

有形固定資産売却損益（△は益） △6 

有形固定資産除却損 8 

売上債権の増減額（△は増加) 397 

たな卸資産の増減額（△は増加) 6,592 

前払費用の増減額（△は増加) △1,258 

未収入金の増減額（△は増加) 290 

仕入債務の増減額（△は減少） △377 

未払消費税の増減額（△は減少） △267 

その他 △174 

小計 6,604 

利息及び配当金の受取額 219 

利息の支払額 △67 

保険金の受取額 0 

法人税等の支払額又は還付額 (△は支払) △675 

営業活動によるキャッシュ・フロー 6,080 

  

 

 

以 上  


