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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 26,468 △3.4 1,687 △4.4 1,726 △9.3 948 △12.7
21年3月期第2四半期 27,396 ― 1,763 ― 1,902 ― 1,085 ―

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 6.62 ―
21年3月期第2四半期 7.47 ―

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 75,250 53,202 70.7 371.35
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2四半期  53,202百万円 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
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 ― ― ― 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  有   

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 58,300 1.4 2,940 17.1 2,950 12.8 1,680 13.9 11.73
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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、６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。なお、業績予想に関する事項につきましては、６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 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2四半期  9,989,654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2四半期 143,272,170株 21年3月期第2四半期 145,322,286株
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（参考） 

 平成 22年 3月期の個別業績予想（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） 

 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 

 

通期 

百万円 

56,200 

％ 

1.3 

百万円 

2,420 

％

15.8

百万円

2,450

％

13.7

百万円 

1,400 

％

14.8

円 銭

 9.77

（注）個別業績予想数値の当四半期における修正の有無 有 
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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 21 年４月１日～平成 21 年９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ましたが、依然として雇用環境の悪化や個人消費の低迷が続くな

ど、厳しい状況のまま推移しました。 

砂糖業界におきましては、景気の悪化に伴う節約志向の高まりによる個人消費の冷え込み、新型イ

ンフルエンザの発生、無糖・微糖等の低カロリー食品への嗜好の変化、また、砂糖と競合する安価な

輸入加糖調製品が円高傾向を反映し再び増加傾向になってきたことなどもあり、砂糖消費量の減少が

顕著となりました。 

このような状況のもと、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 3.4％減

の 26,468 百万円となり、経常利益は前年同期比 9.3％減の 1,726 百万円、四半期純利益は前年同期比

12.7％減の 948 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＞ 

海外砂糖相場は、期初 13.68 セント（ニューヨーク粗糖現物相場、ポンド当たり）で始まりました

が、インド、ブラジルなどの主要生産国での天候不順による減産予想や堅調な需要を背景とした世界

的な供給不足観測に加え、投機資金の流入もあり、７月中旬以降騰勢を強め、８月には 28 年ぶりの高

値水準となり、24.85 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 163 円～164 円（東京精糖上白現物相場、キログラム当たり）で始まり、

海外砂糖相場の上昇を受けて、８月中旬に 169 円～170 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、原料糖販売量の増加はありましたが、砂糖需要の減少を受けて白糖販売量が減少した

ことから、売上高は前年同期を下回りました。 

精糖は、砂糖需要の減少と夏期の天候不順の影響により、販売量は前年同期を下回りましたが、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、19,911 百万円（前年同期比 1.1％減）となり、営業利益は 1,261 百万円（前

年同期比 0.6％減）となりました。 

＜その他食品事業＞ 

イーストは、小麦粉価格低下に伴うパン価格の値下がりがありましたが、景気の悪化、個人消費低

迷の影響によりパン需要は低迷し、販売量、売上高とも前年同期を下回りました。 

オリゴ糖等機能性食品は、ラフィノース、スイートオリゴの販売が好調で、売上高は前年同期を上

回りました。  

その他食品事業の売上高は、1,204 百万円（前年同期比 1.5％減）となり、営業利益は 21 百万円（前

年同期比 72.4％減）となりました。 

＜農畜産事業＞ 

配合飼料は、販売量はほぼ前年同期並となりましたが、原材料価格の下落を受けた販売価格の低下

により、売上高は前年同期を下回りました。 

紙筒（移植栽培用育苗鉢）は、前年同期には、そ菜用の価格改定に伴う駆け込み需要があった関係

から、販売量、売上高とも前年同期を下回りました。 
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農業機材は、ほぼ前年同期並の売上高となりました。 

これら農畜産事業の売上高は、4,052 百万円（前年同期比 11.6％減）となり、営業利益は 63 百万円

（前年同期比 37.3％減）となりました。 

＜不動産事業＞ 

不動産事業におきましては、不動産市況低迷の影響を受け若干の減収となりました。 

不動産事業の売上高は、649 百万円（前年同期比 3.7％減）となり、営業利益は 395 百万円（前年同

期比 0.8％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、650 百万円(前年同期比 17.5％減)となり、営業損失は 32 百万円（前年同

期は 76 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 2,064 百万円減の 75,250 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 4,384 百万円減の 37,571 百万

円となり、固定資産は、主に有形固定資産の取得による増加により前連結会計年度末比 2,319 百万円

増の 37,678 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 2,281 百万円減の 22,048 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 2,298 百万円減の 11,923 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 16 百万円増の 10,124 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 217 百万円増の 53,202

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 

通期の業績予想につきましては、景気低迷による砂糖消費の減退等の懸念もあり、先行き不透明な

状況にありますが、当第２四半期連結累計期間の実績を踏まえ見直した結果、平成 21 年５月 15 日に

公表いたしました通期連結業績予想を次のとおり修正いたします。 

 

平成 22 年３月期連結業績（通期）予想（平成 21年 4月 1日～平成 22 年 3月 31 日） 

 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

前回発表予想（A） 
百万円

56,700

百万円

2,630

百万円

2,700

百万円 

1,540 

円 銭

10.75 

今回修正予想（B） 58,300 2,940 2,950 1,680 11.73

増 減 額（B-A） 1,600 310 250 140 －

増 減 率 （％） 2.8 11.8 9.3 9.1 －

（ご参考）前期実績 

（平成21年3月期） 
57,495 2,511 2,614 1,474 10.20 

 

<参 考> 

平成 22 年３月期個別業績（通期）予想（平成 21年 4月 1日～平成 22 年 3月 31 日） 

 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

前回発表予想（A） 
百万円

54,600

百万円

2,170

百万円

2,200

百万円 

1,260 

円 銭

8.79 

今回修正予想（B） 56,200 2,420 2,450 1,400 9.77

増 減 額（B-A） 1,600 250 250 140 －

増 減 率 （％） 2.9 11.5 11.4 11.1 －

（ご参考）前期実績 

（平成21年3月期） 
55,500 2,089 2,155 1,219 8.43 

 

 

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。 

なお、当社は、民事再生手続中の株式会社サークル鉄工から農業機械関連事業等を譲り受けるため、

本年９月に 100％出資の子会社「サークル機工株式会社」を設立し、当第２四半期連結会計期間より

連結の範囲に含めております。 

 

 

 

 

 

 

- 6 -

日本甜菜製糖(株)（2108）平成22年3月期 第2四半期決算短信



(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。 

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）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 7,259 3,523

受取手形及び売掛金 7,057 7,177

有価証券 2,500 1,800

商品及び製品 9,776 21,175

仕掛品 222 3,129

原材料及び貯蔵品 3,756 2,919

その他 7,011 2,243

貸倒引当金 △10 △11

流動資産合計 37,571 41,956

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 11,608 11,959

その他（純額） 14,411 12,813

有形固定資産合計 26,020 24,772

無形固定資産 193 86

投資その他の資産   

投資有価証券 10,758 9,837

その他 715 669

貸倒引当金 △9 △7

投資その他の資産合計 11,464 10,499

固定資産合計 37,678 35,358

資産合計 75,250 77,315

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,578 1,306

短期借入金 2,296 7,675

未払法人税等 820 185

その他 7,228 5,054

流動負債合計 11,923 14,222

固定負債   

長期借入金 512 512

退職給付引当金 3,959 3,957

役員退職慰労引当金 15 12

その他 5,637 5,625

固定負債合計 10,124 10,108

負債合計 22,048 24,330
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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) 

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 36,965 37,162

自己株式 △2,160 △2,157

株主資本合計 51,490 51,691

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,711 1,293

繰延ヘッジ損益 0 0

評価・換算差額等合計 1,711 1,293

純資産合計 53,202 52,985

負債純資産合計 75,250 77,315
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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 27,396 26,468

売上原価 19,140 18,199

売上総利益 8,255 8,269

販売費及び一般管理費   

販売費 5,236 5,209

一般管理費 1,255 1,372

販売費及び一般管理費合計 6,491 6,582

営業利益 1,763 1,687

営業外収益   

受取利息 32 7

受取配当金 212 153

持分法による投資利益 7 －

その他 28 33

営業外収益合計 281 195

営業外費用   

支払利息 91 81

持分法による投資損失 － 38

その他 51 36

営業外費用合計 142 156

経常利益 1,902 1,726

特別利益   

固定資産売却益 5 －

投資有価証券売却益 0 6

補助金収入 10 9

その他 0 －

特別利益合計 16 15

特別損失   

固定資産処分損 12 6

投資有価証券評価損 － 2

ゴルフ会員権評価損 6 －

その他 3 －

特別損失合計 23 9

税金等調整前四半期純利益 1,896 1,732

法人税等 810 784

四半期純利益 1,085 948
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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 1,896 1,732

減価償却費 1,246 1,150

持分法による投資損益（△は益） △7 38

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1 0

退職給付引当金の増減額（△は減少） △82 1

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 0 3

受取利息及び受取配当金 △245 △161

支払利息 91 81

投資有価証券評価損益（△は益） 3 2

ゴルフ会員権評価損 6 －

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） － △6

有形固定資産売却損益（△は益） △5 △0

有形固定資産除却損 21 15

売上債権の増減額（△は増加） △660 119

たな卸資産の増減額（△は増加） 11,652 13,469

前払費用の増減額（△は増加） △150 △119

未収入金の増減額（△は増加） 283 408

その他の流動資産の増減額（△は増加） △4,490 △5,049

仕入債務の増減額（△は減少） 1,025 271

未払消費税等の増減額（△は減少） △267 △27

その他の流動負債の増減額（△は減少） 1,973 1,780

その他 △145 △75

小計 12,149 13,636

利息及び配当金の受取額 239 161

利息の支払額 △100 △90

保険金の受取額 0 2

法人税等の支払額 △678 △166

営業活動によるキャッシュ・フロー 11,609 13,542

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 △1 △262

投資有価証券の売却及び償還による収入 1,000 7

有形固定資産の取得による支出 △1,228 △1,937

有形固定資産の売却による収入 54 1

事業譲受による支出 － △294

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 △260

その他 31 163

投資活動によるキャッシュ・フロー △400 △2,684
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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) 

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 1,967

短期借入金の返済による支出 △7,260 △7,260

長期借入れによる収入 170 170

長期借入金の返済による支出 △286 △257

配当金の支払額 △722 △1,136

自己株式の取得による支出 △10 △3

自己株式の売却による収入 2 0

リース債務の返済による支出 △1 △3

財務活動によるキャッシュ・フロー △6,267 △6,522

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 4,940 4,336

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 12,319 9,659
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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 

 

 

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)  

 
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 
19,911 1,204 4,052 649 650 26,468 ─ 26,468 

(2)セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
0 13 0 38 1,507 1,560 (1,560) ― 

計 19,911 1,218 4,052 687 2,158 28,029 (1,560) 26,468 

営業利益又は 

営業損失（△） 
1,261 21 63 395 △32 1,709 (22) 1,687 

(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。 

 

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) 

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。 
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【海外売上高】 
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) 

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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