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1.  平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年9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2四半期 27,396 ― 1,763 ― 1,902 ― 1,085 ―
20年3月期第2四半期 24,675 △8.0 1,480 △33.0 1,607 △27.5 903 △30.1

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2四半期 7.47 ―
20年3月期第2四半期 6.18 ―

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2四半期 80,726 56,197 69.6 386.76
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2四半期  56,197百万円 20年3月期  56,081百万円

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  有  

   平成21年3月期（予想）期末配当金の内訳   普通配当 5円00銭  記念配当 3円00銭  

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 ― ― ― 5.00 5.00
21年3月期 ― ― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 8.00 8.00

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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 57,300 4.7 2,560 △0.8 2,600 △3.8 1,560 5.9 10.73

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、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．本資料に掲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。 
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）および「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2四半期  153,256,428株 20年3月期  153,256,428株
② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  7,951,383株 20年3月期  7,919,746株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第2四半期  145,322,286株 20年3月期第2四半期  146,366,732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 

当第２四半期連結累計期間（平成 20 年４月１日～９月 30 日）のわが国経済は、原材料価格の高騰

を受けた物価上昇や、米国のサブプライムローン問題に端を発した世界的な金融不安の影響を受け、

景気後退感が鮮明となりました。 

砂糖業界におきましては、中国産食料品の輸入を巡る問題があるものの、競合する加糖調製品の輸

入が再び増加傾向を示しており、個人消費の低迷、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、農畜産事業等が好調に推移したこともあり、当社グループの当第２四半期

連結累計期間の売上高は、前年同期比 11.0％増の 27,396 百万円となり、経常利益は前年同期比 18.4％

増の 1,902 百万円、四半期純利益は前年同期比 20.1％増の 1,085 百万円となりました。 

※「定性的情報」における前年同期比増減率は、参考として記載しております。 

 

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 13.30 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、世界

的に需給が供給過多の状況などから、一時 11 セント台まで軟化したものの、主要生産国のブラジル、

インド、ＥＵなどの減産予想やブラジルにおける原油代替燃料であるエタノール向けへのさとうきび

割当て増加などの影響を受けて上昇し、15.05 セントで当第２四半期連結累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、

４月下旬に 160 円～161 円に上昇し、そのまま当第２四半期連結累計期間を終えました。 

ビート糖は、平成 19 年産の生産増加を受けた販売量の増加と販売価格の上昇があり、売上高は前年

同期を上回りました。 

精糖は、早い梅雨明け及び夏期の天候に恵まれたことなどから、販売量が増加したことに加え、販

売価格の上昇があり、売上高は前年同期を上回りました。 

砂糖事業の売上高は、20,124 百万円（前年同期比 7.6％増）となりましたが、燃料費をはじめとし

たコスト上昇等により、営業利益は 1,269 百万円（前年同期比 4.1％減）となりました。 

＜その他食品事業＞ 

イーストは、小麦粉価格上昇に伴う製パン価格の値上がりなどによるパン需要減少の影響はありま

したが、販売量、売上高ともほぼ前年同期並となりました。 

オリゴ糖等機能性食品は、ラフィノースの販売が好調でしたが、ＤＦＡⅢの販売が減少したことも

あり、売上高は前年同期を下回りました。  

その他食品事業の売上高は、1,223 百万円（前年同期比 4.9％減）となり、営業利益は 77 百万円（前

年同期比 77.3％増）となりました。 

＜農畜産事業＞ 

配合飼料は、主原料のとうもろこし、副原料の大豆粕等の高騰により、二度の価格改定が行われ、

売上高は前年同期を上回りました。 

なお、配合飼料では、当社独自の新商品「かんぞう奉仕」の販売を開始いたしました。 

紙筒（移植栽培用育苗鉢）は、ビート用の一部の出荷時期が早まったことに加え、10 月からの価格

改定を見越したそ菜用の駆け込み需要もあり、販売量、売上高とも前年同期を大幅に上回りました。 
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農業機材は、ネギ用育苗培土や移植機を中心に好調で、売上高は前年同期を上回りました。 

これら農畜産事業の売上高は、4,585 百万円（前年同期比 45.9％増）となり、101 百万円の営業利益

（前年同期は 148 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、674 百万円（前年同期比 0.5％増）となり、営業利益は 392 百万円（前年同

期比 0.9％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、売上高は前年同期を下回りましたが、営業損失は縮小いたしました。 

その他の事業の売上高は、788 百万円(前年同期比 8.8％減)となり、営業損失は 76 百万円（前年同

期は 143 百万円の営業損失）となりました｡ 

 

２． 連結財政状態に関する定性的情報 

当第２四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末比 2,830 百万円減の 80,726 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 1,672 百万円減の 38,725 百万

円となり、固定資産は、主に投資有価証券の時価の下落により前連結会計年度末比 1,158 百万円減の

42,001 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 2,947 百万円減の 24,528 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 2,323 百万円減の 11,894 百万円となり、固定負債は、

主に繰延税金負債及び預り保証金の減少により前連結会計年度末比 623 百万円減の 12,634 百万円とな

りました。 

純資産は、主に利益剰余金の増加により、前連結会計年度末比 116 百万円増の 56,197 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 

平成 21 年３月期の連結業績予想につきましては、平成 20 年５月 16 日に発表いたしました連結業績

予想に変更はありません。 

 

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 

ⅰ．簡便な会計処理 

①一般債権の貸倒見積高の算定方法 

 当第２四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計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、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しておりま

す。 

 

 

 



日本甜菜製糖（株）（2108）平成 21 年 3月期第 2 四半期決算短信 

- 4 - 

②棚卸資産の評価方法 

当第２四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末

の実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 

また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価

額を見積り、簿価切下げを行う方法によっております。 

③固定資産の減価償却費の算定方法 

固定資産の年度中の取得、売却又は除却等の見積を考慮した予算に基づく年間償却予定額を期間

按分する方法によっております。 

 なお、定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分し

て算定する方法によっております。 

ⅱ．四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

①原価差異の繰延処理 

操業度等の季節的な変動に起因して発生した原価差異につきましては、原価計算期間末までにほ

ぼ解消が見込まれるため、当該原価差異を流動資産（その他）及び流動負債（その他）として繰延

べております。 

②税金費用の計算 

当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税

引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。 

(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 

 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。 

 ②「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成５年６月17日 終改正平成19年

３月30日 企業会計基準第13号）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

委員会 平成６年１月18日 終改正平成19年３月30日 企業会計基準適用指針第16号）を第１四

半期連結会計期間から早期に適用し、所有権移転外ファイナンス・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から通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理に変更し、

リース資産として計上しております。 

  また、リース資産の減価償却の方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして算定

する方法によっております。 

  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・リース取引については、

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。 

  この変更に伴う損益に与える影響はありません。 

 

（追加情報） 

法人税法の改正（所得税法等の一部を改正する法律 平成 20 年 4月 30 日 法律第 23 号）による

耐用年数の見直しにより、当連結会計年度より耐用年数の見直しを行っております。これにより、

第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益はそれぞれ 49 百万円

減少しております。この変更によるセグメント毎の影響については、事業の種類別セグメント情報

の注記に記載しております。 



日本甜菜製糖（株）（2108）平成21年3月期第2四半期決算短信 

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２四半期連結会計期間末

(平成20年９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 4,019 6,279 

  受取手形及び売掛金 7,697 7,041 

  有価証券 8,300 1,100 

  商品及び製品  8,049 18,385 

  原材料及び貯蔵品 4,284 2,654 

  仕掛品 260 3,207 

  その他 6,120 1,737 

  貸倒引当金 △7 △8 

  流動資産合計 38,725 40,397 

 固定資産   

  有形固定資産 

   建物及び構築物(純額) 12,082 12,450 

   その他(純額) 13,800 13,232 

   有形固定資産合計 25,882 25,683 

  無形固定資産 65 85 

  投資その他の資産 

   投資有価証券 15,066 16,453 

   その他 992 941 

   貸倒引当金 △5 △4 

   投資その他の資産合計 16,052 17,390 

  固定資産合計 42,001 43,159 

資産合計 80,726 83,556 
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（単位：百万円） 

 
当第２四半期連結会計期間末

(平成20年９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 2,176 1,151 

  短期借入金 2,360 7,805 

  未払法人税等 846 687 

  その他 6,510 4,573 

  流動負債合計 11,894 14,218 

 固定負債 

  長期借入金 670 761 

  退職給付引当金 4,020 4,102 

  役員退職慰労引当金 9 8 

  その他 7,933 8,384 

  固定負債合計 12,634 13,257 

 負債合計 24,528 27,475 

純資産の部 

 株主資本 

  資本金 8,279 8,279 

  資本剰余金 8,407 8,406 

  利益剰余金 36,773 36,414 

  自己株式 △1,667 △1,658 

  株主資本合計 51,793 51,442 

 評価・換算差額等 

  その他有価証券評価差額金 4,406 4,639 

  繰延ヘッジ損益 △1 △0 

  評価・換算差額等合計 4,404 4,639 

 純資産合計 56,197 56,081 

負債純資産合計 80,726 83,556 
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(2) 四半期連結損益計算書 

  【第２四半期連結累計期間】 

（単位：百万円） 

 

当第２四半期連結累計期間 

（自 平成20年４月１日 

  至 平成20年９月30日）

売上高 27,396 

売上原価 19,140 

売上総利益 8,255 

販売費及び一般管理費 

 販売費 5,236 

 一般管理費 1,255 

販売費及び一般管理費合計 6,491 

営業利益 1,763 

営業外収益 

 受取利息 32 

 受取配当金 212 

 持分法による投資利益 7 

 その他 28 

営業外収益合計 281 

営業外費用 

 支払利息 91 

その他 51 

 営業外費用合計 142 

経常利益 1,902 

特別利益  

 固定資産売却益 5 

 補助金収入 10 

 その他 0 

 特別利益合計 16 

特別損失  

 固定資産処分損 12 

 ゴルフ会員権評価損 6 

 その他 3 

 特別損失合計 23 

税金等調整前四半期純利益 1,896 

法人税等 810 

四半期純利益 1,085 
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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２四半期連結累計期間 

（自 平成20年４月１日 

  至 平成20年９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 1,896 

減価償却費 1,246 

持分法による投資損益（△は益） △7 

貸倒引当金の増減額（△は減少) 1 

退職給付引当金の増減額（△は減少) △82 

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 △245 

支払利息 91 

投資有価証券評価損益（△は益） 3 

ゴルフ会員権評価損 6 

有形固定資産売却損益（△は益） △5 

有形固定資産除却損 21 

売上債権の増減額（△は増加) △660 

たな卸資産の増減額（△は増加) 11,652 

前払費用の増減額（△は増加) △150 

未収入金の増減額（△は増加) 283 

その他の流動資産の増減額（△は増加） △4,490 

仕入債務の増減額（△は減少） 1,025 

未払消費税等の増減額（△は減少） △267 

その他の流動負債の増減額（△は減少） 1,973 

その他 △145 

小計 12,149 

利息及び配当金の受取額 239 

利息の支払額 △100 

保険金の受取額 0 

法人税等の支払額 △678 

営業活動によるキャッシュ・フロー 11,609 
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（単位：百万円） 

 

当第２四半期連結累計期間 

（自 平成20年４月１日 

  至 平成20年９月30日） 

投資活動によるキャッシュ・フロー 

 投資有価証券の取得による支出 △1 

 投資有価証券の売却及び償還による収入 1,000 

 有形固定資産の取得による支出 △1,228 

 有形固定資産の売却による収入 54 

 預り保証金の受入による収入 5 

 預り保証金の返還による支出 △261 

 その他 31 

 投資活動によるキャッシュ・フロー △400 

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 1,840 

 短期借入金の返済による支出 △7,260 

 長期借入れによる収入 170 

 長期借入金の返済による支出 △286 

 配当金の支払額 △722 

 自己株式の取得による支出 △10 

 自己株式の売却による収入 2 

 リース債務の返済による支出 △1 

 財務活動によるキャッシュ・フロー △6,267 

現金及び現金同等物の増減額 (△は減少) 4,940 

現金及び現金同等物の期首残高 7,379 

現金及び現金同等物の四半期末残高 12,319 
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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 

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２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20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 
20,124 1,223 4,585  674  788 27,396 ─ 27,396 

(2)セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
0 11 ― 38 1,248 1,299 (1,299) ― 

計 20,124 1,235  4,585  712 2,036 28,695 (1,299) 27,396 

営業利益又は 

営業損失（△） 
1,269 77 101 392 △76 1,764 (0) 1,763 

(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、農業機材等 

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 「追加情報」に記載のとおり、法人税法の改正（所得税法等の一部を改正する法律 平成20年

４月30日 法律第23号）による耐用年数の見直しにより、当連結会計年度より耐用年数の見直

しを行っております。これにより、第２四半期連結累計期間の営業利益は砂糖事業で48百万円、

農畜産事業で1百万円、不動産事業で0百万円それぞれ減少し、その他食品事業で0百万円増加し

ております。 

 

【所在地別セグメント情報】 

当第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日） 

在外子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 

 

【海外売上高】 

当第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日） 

海外売上高が連結売上高の10％未満のため記載を省略しております。 

 

 

(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。 
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「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表 

(1)中間連結損益計算書 

 

 

前中間連結会計期間 

(自 平成19年４月１日  

 至 平成19年９月30日) 

区分 金額(百万円) 
百分比

（％）

Ⅰ 売上高 24,675 100.0 

Ⅱ 売上原価 17,123 69.4 

   売上総利益 7,551 30.6 

 

Ⅲ 販売費及び一般管理費   

 １ 販売費 4,767 

 ２ 一般管理費 1,303 6,070 24.6 

   営業利益 1,480 6.0 

Ⅳ 営業外収益  

１ 受取利息 36 

 ２ 受取配当金 194 

 ３ 持分法による投資利益 9 

 ４ その他 38 278 1.1 

Ⅴ 営業外費用   

 １ 支払利息 104 

 ２ 固定資産処分損 24 

 ３ その他 23 151 0.6 

   経常利益     1,607 6.5 

Ⅵ 特別利益     

 １ 固定資産売却益 2 

 ２ 企業立地促進事業補助金 10 

 ３ その他 3 17 0.1 

Ⅶ 特別損失    

 １ 固定資産処分損 9 

 ２ その他 0 9 0.1 

   税金等調整前 

中間(当期)純利益 
1,615 6.5 

   法人税、住民税 

及び事業税 
711 2.8 

   中間(当期)純利益 903 3.7 

 

     

 

 

 

 - 11 -



日本甜菜製糖（株）（2108）平成21年3月期第2四半期決算短信 

(2) 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19年４月１日 

 至 平成19年９月30日) 

区分 金額(百万円) 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー 

税金等調整前中間(当期)純利益 1,615 

減価償却費 1,308 

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△) △1 

退職給付引当金の増加額（又は減少額△) △27 

役員退職慰労引当金の増加額 (又は減少額△) 1 

受取利息及び配当金 △230 

支払利息 104 

有形固定資産売却損益 △1 

有形固定資産除却損 25 

売上債権の減少額（又は増加額△) 599 

たな卸資産の減少額（又は増加額△) 9,468 

前払費用の減少額（又は増加額△) △3,359 

未収入金の減少額（又は増加額△) 5,221 

仕入債務の増加額（又は減少額△） 230 

未払消費税の増加額（又は減少額△） △7 

その他 23 

小計 14,961 

利息及び配当金の受取額 222 

利息の支払額 △118 

災害による保険金収入 17 

法人税等の支払額（△） △1,031 

営業活動によるキャッシュ・フロー 14,051 
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前中間連結会計期間 

(自 平成19年４月１日 

 至 平成19年９月30日)  

区分 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 △1,800 

   定期預金の払戻による収入 25 

   有価証券の取得による支出 △2,992 

   有価証券の償還又は売却による収入 2,995 

   投資有価証券の取得による支出 △31 

   有形固定資産の取得による支出 △1,221 

   有形固定資産の売却による収入 3 

 預り保証金の返還による支出 △280 

   その他 1 

   投資活動によるキャッシュ・フロー △3,301 

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 1,870 

   短期借入金の返済による支出 △10,070 

   長期借入れによる収入 170 

   長期借入金の返済による支出 △303 

   配当金の支払額 △730 

   自己株式の取得による支出 △11 

   自己株式の売却による収入 0 

 財務活動によるキャッシュ・フロー △9,073 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額 (又は減少額△) 1,676 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 7,808 

Ⅵ 現金及び現金同等物の中間期末残高 9,485 
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(3)セグメント情報 

【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、農業機材等 

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 

 

【所在地別セグメント情報】 

前中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

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。 

 

【海外売上高】 

前中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

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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