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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21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 ％

22年3月期第2四半期 21,180 △1.4 903 29.7 969 50.2 571 17.6
21年3月期第2四半期 21,472 ― 696 ― 645 ― 485 ―

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2四半期 11.37 ―

21年3月期第2四半期 9.65 ―

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2四半期 36,172 27,121 75.0 539.60
21年3月期 36,299 26,751 73.7 532.19

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  27,121百万円 21年3月期  26,751百万円

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

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年3月期 ― 0.00 ― 6.00 6.00

22年3月期 ― 0.00

22年3月期 
（予想）

― 6.00 6.00

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 42,800 △1.2 1,900 33.3 1,900 44.4 1,100 48.5 21.89
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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、５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。業績予想の前提となる条件および業績予想のご利用にあたっての注意事項等について
は、５ページ【定性的情報・財務諸表等】「３．連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

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2四半期 50,387,948株 21年3月期  50,387,948株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  125,685株 21年3月期  121,830株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第2四半期 50,263,815株 21年3月期第2四半期 50,340,296株
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連結経営成績(会計期間)(平成21年7月1日～平成21年9月30日)

平成22年3月期第2四半期

平成21年3月期第2四半期

平成22年3月期第2四半期

平成21年3月期第2四半期

(参考)

平成22年3月の個別業績予想(平成21年4月1日～平成22年3月31日)

(注)個別業績予想数値の当四半期における修正の有無　無

70.1 1,700 1,000 73.353.2

１株当たり
当期純利益

百万円 百万円 百万円％ 円 銭％

当期純利益

通期

営業利益 経常利益

％百万円 ％

売上高

28,500 0.2 1,500

円　銭 円　銭

0.17

7.97 －

－

(％表示は対前年同四半期増減率)

１株当たり四半期純利益

百万円

400

8

四半期純利益
％

－

10,636 1.6 161.1
百万円 ％百万円

売上高
％

－

営業利益

221

％

－

百万円

10,473

579

経常利益

(％表示は対前期増減率)

－

19.90

－142

662 364.8

潜在株式調整後

１株当たり四半期純利益
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（１）当第２四半期の業績全般の概況  

当第２四半期連結会計期間(自 平成21年７月１日 至 平成21年９月30日)におけるわが国の経済は、個人消費

に上向きの動きがある一方、企業収益の減少傾向や高水準で推移する失業率を背景に引き続き厳しい状況が続き

ました。 

当社グループの各事業環境につきましても、主力である精糖事業において国内精糖市況の先高感から出荷の盛

り上がりが見られたものの、景気低迷の影響から全般的には厳しい経営環境が続きました。 

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18.55セントで始まりましたが、主要生産

国インド、ブラジルの天候要因などによる減産見通しから25.02セントと28年ぶりの高値となりました。その後も

砂糖需給逼迫感が続くなか24.85セントの高値圏で当第２四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163～164円で始まりましたが、海外原糖相場

の高騰を受け８月半ばに６円上昇し、169～170円にて終了いたしました。 

このような状況のもと、当第２四半期連結会計期間の売上高は10,636百万円（前年同期比1.6%増）、営業利益

は579百万円（同161.1%増）、経常利益は662百万円（同364.8%増）、四半期純利益は400百万円（前年同期は８百

万円の純利益）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 

砂糖の販売量は、景気低迷や新型インフルエンザの流行などを背景とした内食機会の増加から、当社のオリジ

ナル商品であるきび砂糖をはじめ家庭用小袋が前年同期を大きく上回り、業務用製品につきましても好調な出荷

を続ける液糖を中心に前年同期を上回りました。その他の甘味料につきましては、果糖、ガムシロップ等が冷夏

の影響から若干苦戦いたしました。 

その結果、売上高は9,359百万円（前年同期比2.8%増）、営業利益は823百万円（配賦不能営業費用控除前、同

65.5%増）となりました。 

②健康産業事業 

会員制スポーツクラブ『ドゥ・スポーツプラザ』におきましては、景気低迷の影響による厳しい事業環境のな

か、新規会員募集キャンペーンの展開により会員数の増加に努めました。 

その結果、売上高は前期にオープンした店舗の増収の寄与もあり472百万円（前年同期比35.2%増）となり、営

業損失16百万円（配賦不能営業費用控除前、前年同期は75百万円の営業損失）となりました。 

③不動産その他事業 

冷蔵倉庫・港湾運送部門および合成樹脂の仕入・販売部門につきましては、いずれも取扱高が減少した結果、

売上高は804百万円（前年同期比21.3%減）となり営業利益は61百万円（配賦不能営業費用控除前、同21.2%減）

となりました。 

  

なお、平成22年３月期第１四半期に係る連結経営成績に関する定性的情報につきましては、平成22年３月期第

１四半期決算短信（平成21年７月30日開示）をご参照下さい。 

  

（１）資産、負債及び純資産の状況  

総資産は、前期末に比べ127百万円減少し、36,172百万円となりました。現金及び預金が1,038百万円減少しま

したが、譲渡性預金からなる有価証券が2,200百万円増加しました。また、たな卸資産が919百万円、受取手形及

び売掛金が331百万円それぞれ減少しました。投資有価証券が株式の取得とその他有価証券の評価増などにより、

392百万円増加しました。 

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

２．連結財政状態に関する定性的情報
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総負債は、497百万円減少し、9,050百万円となりました。支払手形及び買掛金が224百万円、その他流動負債が

314百万円それぞれ減少しました。 

純資産は、370百万円増加し、27,121百万円となりました。四半期純利益（第２四半期連結累計期間）571百万

円に加えその他有価証券評価差額金が113百万円増加し、剰余金の配当により301百万円減少しました。 

以上の結果、当第２四半期連結会計期間末の自己資本比率は75.0%となりました。 

  

（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、税金等調整前当期純利益は956百万円となりましたが、売上債権の減少

331百万円や、たな卸資産の減少896百万円などにより、2,075百万円の収入（前年同期は329百万円の支出）とな

りました。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の払戻による収入1,300百万円と、定期預金の預入による支出

1,000百万円、譲渡性預金の預入による支出1,750百万円および投資有価証券の取得による支出205百万円等により

1,947百万円の支出（前年同期は1,216百万円の支出）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301百万円と長期借入金の返済による支出86百万円等に

より、416百万円の支出（前年同期は402百万円の支出）となりました。 

以上の結果、当第２四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は、前期末の残高2,234百万円より288

百万円減少し、1,946百万円となりました。 

  

国内景気は、海外経済の改善を背景に持ち直しの期待もあるものの、雇用情勢の一層の悪化などの下振れリス

クも懸念されております。国内精糖業界におきましても、高値圏を維持している海外原糖市況の影響から、販売

価格や需要の動向は不透明な状況にあります。通期の業績予想につきましては、以上の状況ならびに第２四半期

連結累計期間の業績の進捗を踏まえた結果、平成21年５月13日公表数値から変更しておりません。 

  

  

  該当事項はありません。  

  

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 

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を使用して貸倒見積高を算定しております。 

ⅱ 棚卸資産の評価方法 

当第２四半期連結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、前連結会計年度末  

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、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する方  

法によっております。繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境  

等および一時差異等の発生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用した  

将来の業績予測やタックス・プランニングを利用する方法によっております。 

３．連結業績予想に関する定性的情報

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）

（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
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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。  

  

 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
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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２四半期 
連結会計期間末 

(平成21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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,846 2,884

受取手形及び売掛金 4,201 4,532

有価証券 2,850 650

商品及び製品 2,615 3,243

仕掛品 237 164

原材料及び貯蔵品 1,106 1,470

その他 604 799

貸倒引当金 △0 －

流動資産合計 13,462 13,747

固定資産   

有形固定資産   

土地 6,079 6,079

その他（純額） 4,206 4,243

有形固定資産合計 10,285 10,322

無形固定資産 84 89

投資その他の資産   

投資有価証券 10,586 10,193

その他 1,846 2,040

貸倒引当金 △93 △93

投資その他の資産合計 12,339 12,141

固定資産合計 22,710 22,552

資産合計 36,172 36,299
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（単位：百万円）

当第２四半期 
連結会計期間末 

(平成21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21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,236 2,460

短期借入金 1,100 1,100

未払法人税等 180 67

引当金 285 381

その他 2,572 2,886

流動負債合計 6,375 6,897

固定負債   

長期借入金 125 175

引当金 466 503

その他 2,084 1,973

固定負債合計 2,675 2,651

負債合計 9,050 9,548

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 10,663 10,393

自己株式 △32 △32

株主資本合計 25,354 25,084

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 135 21

繰延ヘッジ損益 △11 1

土地再評価差額金 1,643 1,643

評価・換算差額等合計 1,767 1,666

純資産合計 27,121 26,751

負債純資産合計 36,172 36,299
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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）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 21,472 21,180

売上原価 17,667 17,098

売上総利益 3,804 4,082

販売費及び一般管理費 3,107 3,178

営業利益 696 903

営業外収益   

受取利息 11 8

受取配当金 36 27

持分法による投資利益 － 35

その他 39 27

営業外収益合計 88 98

営業外費用   

支払利息 19 15

持分法による投資損失 90 －

その他 30 18

営業外費用合計 140 33

経常利益 645 969

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 8 12

投資有価証券評価損 15 －

ゴルフ会員権評価損 2 －

特別損失合計 25 12

税金等調整前四半期純利益 628 956

法人税、住民税及び事業税 343 180

法人税等調整額 △201 204

法人税等合計 142 384

四半期純利益 485 571
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（第２四半期連結会計期間） 

（単位：百万円）

前第２四半期連結会計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 10,473 10,636

売上原価 8,687 8,478

売上総利益 1,785 2,158

販売費及び一般管理費 1,563 1,578

営業利益 221 579

営業外収益   

受取利息 6 4

受取配当金 19 19

持分法による投資利益 － 54

その他 15 20

営業外収益合計 41 99

営業外費用   

支払利息 9 7

持分法による投資損失 90 －

その他 20 8

営業外費用合計 120 16

経常利益 142 662

特別損失   

固定資産除却損 1 1

投資有価証券評価損 15 －

ゴルフ会員権評価損 2 －

特別損失合計 19 1

税金等調整前四半期純利益 123 661

法人税、住民税及び事業税 165 △24

法人税等調整額 △50 285

法人税等合計 114 260

四半期純利益 8 400
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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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21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 628 956

減価償却費 232 256

貸倒引当金の増減額（△は減少） △8 △0

賞与引当金の増減額（△は減少） △2 △4

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △13 △26

退職給付引当金の増減額（△は減少） 5 2

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 21 △39

受取利息及び受取配当金 △48 △35

持分法による投資損益（△は益） 90 △35

支払利息 19 15

固定資産除却損 8 12

投資有価証券評価損益（△は益） 15 －

ゴルフ会員権評価損 2 －

売上債権の増減額（△は増加） 277 331

たな卸資産の増減額（△は増加） △331 896

仕入債務の増減額（△は減少） △475 △224

その他の流動資産の増減額（△は増加） 4 7

その他の流動負債の増減額（△は減少） 173 △189

その他の固定負債の増減額（△は減少） △68 △5

その他 △64 66

小計 466 1,983

利息及び配当金の受取額 86 82

利息の支払額 △17 △21

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △19 33

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 △766 －

その他の支出 △0 △2

営業活動によるキャッシュ・フロー △329 2,075
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（単位：百万円）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

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 △1,000

定期預金の払戻による収入 － 1,300

譲渡性預金の預入による支出 － △1,750

譲渡性預金の払戻による収入 500 －

有形固定資産の取得による支出 △45 △186

無形固定資産の取得による支出 △2 △4

投資有価証券の取得による支出 △5 △205

関係会社株式の取得による支出 － △39

関係会社の整理による支出 － △65

関係会社の整理による収入 － 13

貸付けによる支出 － △20

貸付金の回収による収入 － 20

差入保証金の差入による支出 △59 －

差入保証金の回収による収入 196 －

その他 0 △10

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,216 △1,947

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 13 －

長期借入金の返済による支出 △86 △86

リース債務の返済による支出 － △14

長期未払金の返済による支出 △12 △13

自己株式の取得による支出 △13 △0

配当金の支払額 △302 △301

その他 △0 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △402 △416

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,947 △288

現金及び現金同等物の期首残高 3,668 2,234

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,721 1,946
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 該当事項はありません。 

  

前第２四半期連結会計期間(自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日) 

  

当第２四半期連結会計期間(自 平成21年７月１日 至 平成21年９月30日) 

(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 

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

  
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  9,101  349  1,022  10,473   ―  10,473

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高  0  △0  29  28  (28)  ―

計  9,101  348  1,051  10,501  (28)  10,473

  営業利益又は営業損失(△)  497  △75  77  499  (277)  221

  
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  9,359  472  804  10,636   ―  10,636

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高 

 0     0  7   7   (7)  ―

計  9,359  472  811   10,643  (7)  10,636

  営業利益又は営業損失(△)  823  △16  61   868   (289)  579

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 
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前第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) 

  

当第２四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日) 

(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 

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 18,617   687  2,167  21,472  ―  21,472 

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高 0  1  39  40  (40)  ―

計 18,617  689  2,206  21,512  (40)  21,472 

  営業利益又は営業損失(△) 1,231  △108  153  1,275  (578)  696 

  
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  18,625  930  1,625  21,180   ―  21,180

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高 

 0     1  32   33   (33)  ―

計  18,625  931  1,657   21,214  (33)  21,180

  営業利益又は営業損失(△)  1,453  △56  109   1,506   (603)  903

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 
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前第２四半期連結会計期間(自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日)および当第２四半期連結会計期間(自

平成21年７月１日 至 平成21年９月30日)ならびに前第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)および当第２四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年９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。 

  

  

前第２四半期連結会計期間(自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日)および当第２四半期連結会計期間(自

平成21年７月１日 至 平成21年９月30日)ならびに前第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)および当第２四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日) 

 海外売上高がないため、該当事項はありません。 

  

  

 該当事項はありません。 

  

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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