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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21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 ％

22年3月期第1四半期 12,703 △8.0 737 △3.4 809 △12.7 380 △27.0
21年3月期第1四半期 13,808 ― 763 ― 927 ― 521 ―

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

22年3月期第1四半期 2.66 ―
21年3月期第1四半期 3.59 ―

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

22年3月期第1四半期 74,173 53,223 71.8 371.48
21年3月期 77,315 52,985 68.5 369.80

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  53,223百万円 21年3月期  52,985百万円

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

21年3月期 ― ― ― 8.00 8.00
22年3月期 ―
22年3月期 

（予想）
― ― 5.00 5.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22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

26,800 △2.2 1,500 △15.0 1,600 △15.9 940 △13.4 6.56

通期 56,700 △1.4 2,630 4.7 2,700 3.3 1,540 4.4 10.75
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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) 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、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。 

(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） 

(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 
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。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第1四半期 153,256,428株 21年3月期  153,256,428株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  9,983,191株 21年3月期  9,977,067株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 143,274,829株 21年3月期第1四半期 145,334,640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１四半期連結累計期間（自 平成 21 年４月１日 至 平成 21 年６月 30 日）におけるわが国経済

は、景気後退に一部底入れの兆しが見られるものの、雇用情勢の悪化に歯止めがかからず、個人消費

は依然として低迷するなど、極めて厳しい状況にありました。 

 砂糖業界におきましても、景気悪化に伴う消費の冷え込みにより、需要の減退が顕著となりました。 

 このような状況のもと、当第１四半期連結累計期間の売上高は前年同期比 8.0％減の 12,703 百万円

となり、経常利益は前年同期比 12.7％減の 809 百万円、四半期純利益は前年同期比 27.0％減の 380 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＞ 

 砂糖事業の売上高は前年同期比6.9％減の9,833百万円となり、営業利益は前年同期比1.8％減の613

百万円となりました。 

＜その他食品事業＞ 

 その他食品事業の売上高は前年同期比 3.0％減の 593 百万円となり、営業利益は前年同期比 72.5％

減の 16 百万円となりました。 

＜農畜産事業＞ 

 農畜産事業の売上高は前年同期比 10.4％減の 1,635 百万円となり、69 百万円の営業損失（前年同期

は 78 百万円の営業損失）となりました。 

＜不動産事業＞ 

 不動産事業の売上高は前年同期比1.9％増の338百万円となり、営業利益は前年同期比9.4％増の211

百万円となりました。 

＜その他の事業＞ 

 その他の事業の売上高は前年同期比 36.4％減の 302 百万円となり、30 百万円の営業損失（前年同期

は 48 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１四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末比 3,141 百万円減の 74,173 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 4,469 百万円減の 37,486 百万

円となり、固定資産は、主に投資有価証券の時価の上昇により前連結会計年度末比 1,327 百万円増の

36,686 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 3,380 百万円減の 20,949 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 3,908 百万円減の 10,313 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 527 百万円増の 10,636 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 238 百万円増の 53,223

百万円となりました。 
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３． 連結業績予想に関する定性的情報 

平成 22 年３月期の連結業績予想につきましては、平成 21 年５月 15 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) 簡便な会計処理およ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１四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。 

②棚卸資産の評価方法 

当第１四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）および流動負債（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 

 該当事項はありません。 
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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21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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,072 3,523

受取手形及び売掛金 6,359 7,177

有価証券 3,000 1,800

商品及び製品 17,548 21,175

仕掛品 172 3,129

原材料及び貯蔵品 2,555 2,919

その他 3,785 2,243

貸倒引当金 △8 △11

流動資産合計 37,486 41,956

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 11,778 11,959

その他（純額） 12,866 12,813

有形固定資産合計 24,645 24,772

無形固定資産 83 86

投資その他の資産   

投資有価証券 11,348 9,837

その他 618 669

貸倒引当金 △9 △7

投資その他の資産合計 11,957 10,499

固定資産合計 36,686 35,358

資産合計 74,173 77,315

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 668 1,306

短期借入金 4,039 7,675

未払法人税等 341 185

その他 5,263 5,054

流動負債合計 10,313 14,222

固定負債   

長期借入金 463 512

退職給付引当金 4,032 3,957

役員退職慰労引当金 14 12

その他 6,126 5,625

固定負債合計 10,636 10,108

負債合計 20,949 24,330
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(単位：百万円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 8,279 8,279

資本剰余金 8,407 8,407

利益剰余金 36,397 37,162

自己株式 △2,159 △2,157

株主資本合計 50,925 51,691

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 2,298 1,293

繰延ヘッジ損益 0 0

評価・換算差額等合計 2,298 1,293

純資産合計 53,223 52,985

負債純資産合計 74,173 77,315
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(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)

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 13,808 12,703

売上原価 9,738 8,757

売上総利益 4,069 3,945

販売費及び一般管理費   

販売費 2,663 2,505

一般管理費 642 703

販売費及び一般管理費合計 3,305 3,208

営業利益 763 737

営業外収益   

受取利息 12 3

受取配当金 210 151

持分法による投資利益 3 －

その他 15 20

営業外収益合計 241 174

営業外費用   

支払利息 52 46

持分法による投資損失 － 35

その他 25 19

営業外費用合計 77 102

経常利益 927 809

特別利益   

固定資産売却益 5 －

補助金収入 － 9

その他 0 1

特別利益合計 6 10

特別損失   

固定資産処分損 5 0

投資有価証券評価損 2 99

その他 － 0

特別損失合計 7 101

税金等調整前四半期純利益 925 719

法人税等 404 338

四半期純利益 521 380
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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)

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21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 925 719

減価償却費 618 565

持分法による投資損益（△は益） △3 35

貸倒引当金の増減額（△は減少） △0 △1

退職給付引当金の増減額（△は減少） 28 75

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △0 1

受取利息及び受取配当金 △222 △154

支払利息 52 46

投資有価証券評価損益（△は益） 2 99

有形固定資産売却損益（△は益） △6 0

有形固定資産除却損 8 4

売上債権の増減額（△は増加） 397 816

たな卸資産の増減額（△は増加） 6,592 6,946

前払費用の増減額（△は増加） △1,258 △292

未収入金の増減額（△は増加） 290 340

仕入債務の増減額（△は減少） △377 △637

未払消費税等の増減額（△は減少） △267 △27

その他 △174 △1,623

小計 6,604 6,915

利息及び配当金の受取額 219 152

利息の支払額 △67 △62

保険金の受取額 0 1

法人税等の支払額 △675 △179

営業活動によるキャッシュ・フロー 6,080 6,828

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 － △100

投資有価証券の取得による支出 △0 △1

投資有価証券の売却及び償還による収入 1,000 0

有形固定資産の取得による支出 △329 △340

有形固定資産の売却による収入 10 0

預り保証金の返還による支出 △130 △130

その他 15 229

投資活動によるキャッシュ・フロー 564 △342
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(単位：百万円)

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

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 － 60

短期借入金の返済による支出 △3,650 △3,650

長期借入金の返済による支出 △109 △95

配当金の支払額 △727 △1,146

自己株式の取得による支出 △1 △1

自己株式の売却による収入 0 0

リース債務の返済による支出 △0 △1

財務活動によるキャッシュ・フロー △4,488 △4,835

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,157 1,649

現金及び現金同等物の期首残高 7,379 5,323

現金及び現金同等物の四半期末残高 9,536 6,972
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(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】 
 

前第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) 

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 
10,563 612 1,824 332 475 13,808 ─ 13,808 

(2)セグメント間の内部

売上高又は振替高 
0 4 ― 19 301 326 (326) ― 

計 10,563 616 1,824 351 776 14,134 (326) 13,808 

営業利益又は 

営業損失（△） 
625 60 △78 193 △48 751 11 763 

(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 

 

当第１四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６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 
9,833 593 1,635 338 302 12,703 ─ 12,703 

(2)セグメント間の内部

売上高又は振替高 
0 5 0 19 494 519 (519) ― 

計 9,833 599 1,635 358 796 13,223 (519) 12,703 

営業利益又は 

営業損失（△） 
613 16 △69 211 △30 742 (5) 737 

(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 
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【所在地別セグメント情報】 
前第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) 

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。 

 

当第１四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６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】 
前第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) 

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。 

 

当第１四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６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。 

 

 

６．その他の情報 

  特記すべき事項はありません。 
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