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1.  22年3月期の連結業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期 78,519 1.8 6,114 △4.7 6,861 5.2 4,196 6.2
21年3月期 77,119 △1.8 6,413 3.6 6,521 △7.0 3,952 △10.4

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

22年3月期 30.74 ― 8.8 9.9 7.8
21年3月期 28.74 ― 8.7 9.5 8.3

（参考） 持分法投資損益 22年3月期  676百万円 21年3月期  263百万円

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 69,594 49,606 70.1 363.34
21年3月期 68,592 47,429 68.0 339.37

（参考） 自己資本   22年3月期  48,818百万円 21年3月期  46,671百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

22年3月期 6,470 △1,214 △5,012 3,371
21年3月期 4,537 △1,618 △1,668 3,127

2.  配当の状況 

（注）平成22年3月期 期末配当金の内訳 記念配当 ３円 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

21年3月期 ― 3.00 ― 4.00 7.00 964 24.4 2.1
22年3月期 ― 3.00 ― 7.00 10.00 1,351 32.5 2.8

23年3月期 
（予想）

― 3.00 ― 4.00 7.00 24.2

3.  23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23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）

 

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

40,100 2.4 3,620 5.6 3,940 7.8 2,420 8.1 18.01

通期 78,400 △0.2 6,000 △1.9 6,400 △6.7 3,880 △7.5 28.88

－1－



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) 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（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

（注）詳細は、15ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注）１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数につきましては、27ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

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 141,667,400株 21年3月期 141,667,400株

② 期末自己株式数 22年3月期  7,305,722株 21年3月期  4,145,475株

（参考）個別業績の概要 

1.  22年3月期の個別業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期 73,540 2.1 5,724 △4.1 5,944 △0.1 3,448 △3.6

21年3月期 72,044 △0.2 5,970 5.6 5,947 2.0 3,577 2.9

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

22年3月期 25.22 ―

21年3月期 25.97 ―

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 56,995 38,273 67.2 284.39
21年3月期 56,434 36,614 64.9 265.83

（参考） 自己資本 22年3月期  38,273百万円 21年3月期  36,614百万円

2.  23年3月期の個別業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

※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及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仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等につきまし
ては、３ページ「１．経営成績（１）経営成績に関する分析」をご覧下さい。 

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 
累計期間

36,800 1.5 3,330 6.1 3,420 5.8 2,030 5.8 15.08

通期 73,000 △0.7 5,640 △1.5 5,800 △2.4 3,460 0.3 25.71

－2－



（１）経営成績に関する分析 

①当連結会計年度の概要 

  当連結会計年度におけるわが国経済は、アジア向けを中心とした輸出の回復や政府の景気対策の効果などにより、

企業収益も緩やかながら回復傾向が出てきたものの、依然として雇用環境、所得環境の悪化や設備投資の低迷が続き

ました。食品産業分野におきましても、消費者心理が冷え込む中でデフレの進行は止まず、経営環境は厳しい状況で

推移しました。  

このような環境のもと、当社グループとして、継続的なコスト削減、製品の安定供給と食の安全・安心の確保に

努めてまいりました結果、下記の通りの業績となりました。  

売上高      78,519百万円（前連結会計年度比 1.8％増） 

営業利益      6,114百万円（   〃     4.7％減） 

経常利益      6,861百万円（   〃     5.2％増） 

当期純利益     4,196百万円（   〃     6.2％増） 

  

事業の種類別セグメントの概況は以下の通りであります。 

  

（砂糖事業） 

砂糖事業におきましては、海外粗糖相場が29年振りの高値を示現し、大幅な原料コスト上昇への対応に迫られた一

年となりました。 

期初13セント台から始まったニューヨーク砂糖現物相場は、降雨不足によるインドの減産や 大輸出国であるブラ

ジルの生産ペース減少などを背景に世界的に需給環境が引き締まり、これに投機筋の買いも加わって騰勢を強め、本

年１月末には30セントの大台を突破しました。このような極めて荒い相場動向の中、当社としましては、慎重かつ適

切な原料調達を進めながら、できる限りのコストアップ抑制に努める一方で、８月以降三度の出荷価格の引き上げを

実施し、皆様のご理解をいただきながら適正な価格を市中に浸透させることに尽力しました。 

マーケティング面では、昨年度から引き続き「スプーン印50周年」を機に、テレビコマーシャルや新商品の投入な

どの取り組みを積極的に展開し、皆様から多くのご支持を賜り、伝統的な「スプーン印」に、新鮮で若々しいブラン

ド価値を新たに付加することができました。業務用分野につきましても、伸長する飲料向け需要へ適切に対応し、砂

糖事業全体では前期の売上高を上回る結果となりました。 

生産面では、原油価格が上昇する中、継続して燃料の削減を中心とした変動費削減に努める一方、ボイラー燃料の

ガス化など、コスト削減及びCO2排出量の削減を目指し、環境に配慮した取り組みを進めました。また、新型インフル

エンザ対策も迅速に実行することにより、安定供給体制の整備に努めました。 

以上の結果、砂糖事業の売上高は70,530百万円（前連結会計年度比2.8％増）、営業利益（配賦不能営業費用控除

前）は6,901百万円（同5.4％減）となりました。  

（期中の価格指標の推移） 

国内市中相場（日本経済新聞掲載、東京上白大袋1㎏当たり） 

始値163～164円 安値163～164円 高値182円～183円 終値182円～183円 

（期中の相場指標の推移） 

海外粗糖相場（ニューヨーク砂糖現物、１ポンド当たり） 

始値13.68セント 安値13.34セント 高値30.64セント 終値20.34セント  

（食品素材事業） 

食品素材事業におきましては、寒天・ゲル化剤は減収ながら４期振りに営業黒字となりました。「パラチノース

Ⓡ」は、穏やかに吸収される糖質とのコンセプトでスローカロリープロジェクトの普及に努めた結果、新規納入を開

拓することができ、また大手発酵乳メーカーのリニューアル商品にも継続採用されて収益は改善されました。連結子

会社を販売総代理店とする天然色素を含めたその他の食品素材分野の売上高は低調に推移しました。 

以上の結果、食品素材事業の売上高は6,499百万円（前連結会計年度比5.9％減）と減収となったものの、営業利

益（配賦不能営業費用控除前）は301百万円（同21.9％増）と増益となりました。 

（不動産事業） 

不動産事業におきましては、引き続き社有不動産の効率的活用に努めたものの、一部店舗賃貸物件等でテナント

の退去があったこと等により、売上高は減少しました。 

 以上の結果、不動産事業の売上高は1,489百万円（前連結会計年度比5.9％減）、営業利益（配賦不能営業費用控除

前）は925百万円（同0.9％増）となりました。 

  

１．経営成績
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 営業外損益におきましては、当社にとって原料費の上昇要因である海外粗糖相場の高騰が逆に国内甜菜糖会社及び

タイ国関係会社の増益に寄与し、また国内甘蔗糖会社も好調であったことから持分法による投資利益が改善し、経常

利益は6,861百万円（前連結会計年度比5.2％増）となりました。  

  

②次期連結会計年度の業績見通し  

   次期連結会計年度の経済環境は、一昨年の 悪の時期は脱しつつあるものの、世界経済の不安定要素は跡を絶た

ず、我が国経済にも少なからず影響があると予想されます。企業の設備投資などは未だ慎重な動きが続いており、ま

たデフレや財政悪化が個人消費に与える影響も大きく、引き続き厳しい環境が続くものと思われます。 

     次期連結会計年度の業績予想と事業の種類別セグメントの取り組み課題は次の通りであります。 

  

売上高        78,400百万円（当連結会計年度比 0.2％減） 

営業利益       6,000百万円（   〃      1.9％減） 

経常利益       6,400百万円（   〃      6.7％減） 

当期純利益     3,880百万円（   〃      7.5％減） 

   

（砂糖事業） 

 砂糖事業におきましては、高騰した海外砂糖相場は当期末に収束を見せているものの、世界的な砂糖消費の増加傾

向などを背景に未だ予断は許さない状況であり、引き続き適正な価格での販売が課題となります。また、円高の影響

による加糖調製品等へのシフト、デフレ環境下での雇用・所得不安による嗜好品需要の伸び悩み、更には消費者の無

糖食品への傾注などによる砂糖消費減退も想定される中で、このような事業環境に対応し得る効率的生産・操業形態

を追及し、基礎収益力の向上に取り組んでまいります。また製品品質の維持向上、環境に配慮した事業活動を行い、

お客様に信頼いただける商品・サービスの提供に努め、今後も皆様に選んでいただけるスプーン印ブランドを目指し

てまいります。 

（食品素材事業） 

 食品素材事業におきましては、当期で製造販売における固定費の圧縮はほぼ終了しており、組織改編に伴う砂糖営

業部門との一体化による拡販、新設の開発本部との連携による新製品の上市、提案営業の強化を進めます。 

 また、連結子会社との生販の関係をより強化して共同研究開発、提案営業の強化を目指すことで増収増益を目指し

てまいります。 

（不動産事業） 

 不動産事業におきましては、所有不動産の安定的なキャッシュ・フロー創出と、資産ポートフォリオの継続的見直

しによる価値の創造、収益力の向上に取組んでまいります。 

  

（２）財政状態に関する分析 

①資産、負債及び純資産の状況  

 当連結会計年度末の資産合計は、前連結会計年度末に対して1,001百万円増加し69,594百万円となりました。 

 原材料及び貯蔵品の増加等があった一方で、商品及び製品の減少、減価償却による有形固定資産の減少等があった

ことによるものであります。 

 負債合計は前連結会計年度末に対して1,175百万円減少し19,987百万円となりました。 

 主に、有利子負債の圧縮によるものであります。 

 純資産合計は、前連結会計年度末に対して2,176百万円増加し49,606百万円となりました。 

 主な要因は当期純利益4,196百万円、剰余金の配当960百万円、自己株式の取得946百万円等であります。  
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②キャッシュ・フローの状況  

 当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、営業活動により6,470百万円増加した

一方、投資活動と財務活動で6,226百万円減少したことにより、前連結会計年度末に対して244百万円増加し、3,371

百万円となりました。 

 当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次の通りであります。  

（営業活動によるキャッシュ・フロー）  

 営業活動の結果得られた資金は6,470百万円（前連結会計年度は資金の増加4,537百万円）となりました。 

 これは主に、税金等調整前当期純利益6,746百万円、減価償却費2,187百万円、仕入債務の増加2,048百万円等資金

の増加があった一方で、たな卸資産の増加1,349百万円、法人税等の支払2,428百万円等による資金の減少があったこ

とによるものです。  

（投資活動によるキャッシュ・フロー）  

 投資活動による資金の減少は1,214百万円（前連結会計年度は資金の減少1,618百万円）となりました。 

  これは主に、工場設備等に係る有形固定資産の取得による支出1,626百万円、投資有価証券の売却による収入303百

万円等があったことによるものです。  

（財務活動によるキャッシュ・フロー）  

 財務活動による資金の減少は5,012百万円（前連結会計年度は資金の減少1,668百万円）となりました。 

 これは主に、借入金の純減少3,100百万円、配当金の支払956百万円、自己株式の取得946百万円等による資金の減

少があったことによるものです。 

  

（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移  

自己資本比率：自己資本／総資産  

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産  

債務償還年数：有利子負債／キャッシュ・フロー  

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い  

（注１）いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。  

（注２）株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。 

（注３）キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。 

（注４）有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としており

ます。 

  

（３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

 当社は、株主の皆様への安定的かつ継続的な配当を基本として、将来の事業展開、財務体質・経営基盤の強化のた

めの内部留保の充実と、再生産と成長に必要な投資を考慮しつつ、業績への連動性を加味した総合的な判断により配

当金額を決定いたします。また自己株式の取得など、株主価値の向上と経営環境の変化に対応した機動的な資本政策

に努めてまいります。当期の配当につきましては、前期並の配当を予定しておりましたが、平成17年４月１日の３社

合併から５年を経過するこの機会に、株主の皆様の支援に感謝の意を表するため、合併５周年記念配当として１株３

円を加え、合わせて1株当たり10円（中間３円、期末７円）を予定しております。次期の配当につきましては１株当

たり７円（中間３円、期末４円）を予想しております。 

  

  平成20年３月期 平成21年３月期 平成22年３月期

自己資本比率（％）  65.3  68.0  70.1

時価ベースの自己資本比率（％）  68.4  53.5  60.2

債務償還年数（年）  0.8  1.1  0.3

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍）  65.8  55.2  136.8
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（４）事業等のリスク 

当社グループの事業及びその他を遂行する上でのリスクについて、投資家の判断に重要な影響を及ぼす可能性が

あると考えられる事項を以下に記載します。なお、文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末現在におい

て当社が判断したものであります。 

①食の安全性に関する事項 

当社グループは、安全安心な製品を安定的に供給するための生産・品質管理体制を整備し万全の体制で臨んでお

りますが、品質上の重大な問題や新型インフルエンザ等の予想を超える事態が発生した場合、管理体制の強化や対策

のための費用の発生を含め、当社グループの業績及び財産状態に影響を及ぼす可能性があります。 

②農業政策等の事業環境に関する事項 

当社グループは、砂糖事業が売上高の80％以上を占めており、当該事業を取り巻く環境の変化が当社グループの

業績に影響を及ぼしやすい構造になっております。砂糖事業は、政府の農業政策と「砂糖及びでん粉の価格調整に関

する法律」等の法令の中で事業を行っており、政府の農業政策の変更、ＷＴＯ（世界貿易機関）の動向やＥＰＡ（経

済連携協定）・ＦＴＡ（自由貿易協定）の進捗や政策変更により、当社グループの業績及び財産状態に影響を及ぼす

可能性があります。 

③原料仕入価格、並びに製品の販売価格の変動に関する事項 

 当社グループは、主力である砂糖事業において、原料である粗糖が相場商品であり市況が大きく変動する場合があ

ります。また製品価格も競争や市場環境等により変動する場合があり、当社グループの業績及び財産状態に影響を及

ぼす可能性があります。 

  

   近の有価証券報告書（平成21年６月24日提出）における「事業の内容」及び「関係会社の状況」から重要な変更が

ないため開示を省略しております。 

  

（１）会社の経営の基本方針 

三井製糖グループは、企業価値の継続的な向上により全てのステークホルダーにご満足いただくことを経営の基

本方針としております。企業の社会的責任を果たすために、内部統制の充実を図り、業務の有効性、効率性、社会的

適正性、財務報告の信頼性の確保、資産の保全のための体制を構築しております。重要情報の早期開示やＩＲ活動等

を通じて企業活動に関する積極的な情報開示に努めて透明性の高い経営を目指し、また昨年８月のＩＳＯ14001認証

取得を契機として地球環境に配慮した企業活動を行い、社会からの信頼に応え得る企業グループ、スプーンブランド

を目指します。 

  

（２）目標とする経営指標 

 継続的に企業価値を高めていくため、引き続き「ＲＯＡ（総資産利益率）とＲＯＥ（自己資本利益率）の維持向

上」を経営指標として、収益力の強化を図ってまいります。  

（３）中長期的な会社の経営戦略、及び対処すべき課題 

当社グループの属する精製糖業界では、年々圧力を増しているＷＴＯ（世界貿易機関）、ＥＰＡ（経済連携協定）

の帰趨や、昨年８月の政権交代による我が国の農業政策の動静が、国内農業制度にリンクした精製糖企業の運営に影

響を与える可能性があります。 

 砂糖の需要につきましては、少子高齢化や甘味離れによる漸減が予想され、原料面では高騰した海外粗糖相場が当

期末までに収束を見せているものの、中国・インドといった巨大人口を抱えるアジアの砂糖消費は増加傾向にあり、

現物の調達面では予断を許さない状況です。食品素材事業におきましては加工食品全般の消費低迷や食品添加物忌避

の傾向、不動産事業におきましては全国的な賃料相場の低迷など、総じて厳しい環境に対峙しております。 

 三井製糖グループは、こういった今後の厳しい環境に対応するために、第３次中期経営計画を策定しました。次期

は２年計画の１年目に当たりますが、これを実行するために組織の一部改正と経営陣の若返りを図りました。 

 合併以降進めてきました有利子負債の削減等により強化された財務体質をベースに、今後は時代のニーズに対応し

た投資などを積極的に打ち出してまいります。まずは生産設備の大型リニューアル投資を行うことで更なる安全安心

な製品の品質を担保し、続いて全社的効率化推進のための基幹統合システム構築を計画しております。また、総合研

究所を廃して新たに開発本部を組織し、商品開発を通して市場へのアクセスを図り、これまで培った精糖技術やバイ

オ技術を活かした開発を行うことで、砂糖事業・食品素材事業を包括したマーケティング力を強化し、質の高い顧客

フォローを展開します。 

２．企業集団の状況

３．経営方針
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４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,135 3,380

受取手形及び売掛金 4,427 4,532

リース投資資産 99 78

商品及び製品 4,130 3,518

仕掛品 1,263 1,278

原材料及び貯蔵品 4,678 6,626

繰延税金資産 530 503

その他 429 500

貸倒引当金 △13 △9

流動資産合計 18,681 20,408

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 ※2,5  23,771 ※5  23,879

減価償却累計額 △15,162 △15,700

建物及び構築物（純額） 8,609 8,179

機械装置及び運搬具 ※5  38,947 ※5  38,903

減価償却累計額 △31,012 △31,142

機械装置及び運搬具（純額） 7,935 7,760

工具、器具及び備品 1,583 1,576

減価償却累計額 △1,330 △1,340

工具、器具及び備品（純額） 253 236

土地 ※2  19,727 19,727

リース資産 － 44

減価償却累計額 － △7

リース資産（純額） － 36

建設仮勘定 107 44

有形固定資産合計 36,632 35,984

無形固定資産   

無形固定資産合計 54 60

投資その他の資産   

投資有価証券 ※1  11,780 ※1  12,030

長期貸付金 181 59

繰延税金資産 117 118

その他 1,163 952

貸倒引当金 △19 △19

投資その他の資産合計 13,223 13,141

固定資産合計 49,910 49,186

資産合計 68,592 69,594
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,721 6,770

短期借入金 1,800 －

1年内返済予定の長期借入金 ※2,6  1,300 ※6  941

リース債務 － 8

未払費用 2,737 2,453

未払法人税等 1,197 1,153

未払消費税等 125 372

役員賞与引当金 67 67

その他 1,008 1,332

流動負債合計 12,959 13,099

固定負債   

長期借入金 ※6  2,026 1,084

リース債務 － 29

繰延税金負債 979 1,149

退職給付引当金 2,400 2,138

長期預り保証金 1,290 1,149

その他 1,506 1,335

固定負債合計 8,202 6,887

負債合計 21,162 19,987

純資産の部   

株主資本   

資本金 7,083 7,083

資本剰余金 1,254 1,254

利益剰余金 40,344 43,580

自己株式 △1,616 △2,561

株主資本合計 47,065 49,356

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 110 249

繰延ヘッジ損益 △2 △3

為替換算調整勘定 △502 △783

評価・換算差額等合計 △394 △537

少数株主持分 758 788

純資産合計 47,429 49,606

負債純資産合計 68,592 69,594

三井製糖㈱（2109）平成22年３月期決算短信

－8－



（２）連結損益計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 77,119 78,519

売上原価 59,467 61,750

売上総利益 17,652 16,768

販売費及び一般管理費   

販売手数料 1,635 1,657

販売促進費 188 226

配送費 2,652 2,527

保管費 394 377

荷役費 435 491

給料及び賞与 ※1  2,022 ※1  1,988

役員賞与引当金繰入額 67 68

退職給付引当金繰入額 ※1  121 ※1  169

その他 ※1  3,720 ※1  3,147

販売費及び一般管理費合計 11,239 10,653

営業利益 6,413 6,114

営業外収益   

受取利息 9 6

受取配当金 53 56

持分法による投資利益 263 676

雑収入 177 259

営業外収益合計 504 999

営業外費用   

支払利息 84 47

固定資産除却損 66 76

デリバティブ評価損 73 －

設備撤去費 56 47

たな卸資産処分損 42 －

雑損失 73 80

営業外費用合計 395 252

経常利益 6,521 6,861
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

特別利益   

投資有価証券売却益 － 48

固定資産処分益 ※2  72 －

特別利益合計 72 48

特別損失   

投資有価証券評価損 141 －

たな卸資産評価損 33 －

減損損失 － ※3  9

製造委託契約解約損 － 132

その他 9 21

特別損失合計 184 163

税金等調整前当期純利益 6,409 6,746

法人税、住民税及び事業税 2,298 2,374

法人税等調整額 80 143

法人税等合計 2,378 2,518

少数株主利益 77 31

当期純利益 3,952 4,196
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（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 7,083 7,083

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 7,083 7,083

資本剰余金   

前期末残高 1,254 1,254

当期変動額   

自己株式の処分 △0 △0

利益剰余金から資本剰余金への振替 0 0

当期変動額合計 △0 －

当期末残高 1,254 1,254

利益剰余金   

前期末残高 37,356 40,344

当期変動額   

剰余金の配当 △964 △960

当期純利益 3,952 4,196

利益剰余金から資本剰余金への振替 △0 △0

当期変動額合計 2,988 3,235

当期末残高 40,344 43,580

自己株式   

前期末残高 △1,608 △1,616

当期変動額   

自己株式の取得 △12 △946

自己株式の処分 5 1

当期変動額合計 △7 △945

当期末残高 △1,616 △2,561

株主資本合計   

前期末残高 44,085 47,065

当期変動額   

剰余金の配当 △964 △960

当期純利益 3,952 4,196

自己株式の取得 △12 △946

自己株式の処分 4 0

利益剰余金から資本剰余金への振替 － －

当期変動額合計 2,980 2,290

当期末残高 47,065 49,356
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 544 110

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △434 138

当期変動額合計 △434 138

当期末残高 110 249

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 28 △2

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △30 △1

当期変動額合計 △30 △1

当期末残高 △2 △3

為替換算調整勘定   

前期末残高 △22 △502

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △480 △281

当期変動額合計 △480 △281

当期末残高 △502 △783

評価・換算差額等合計   

前期末残高 550 △394

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △945 △143

当期変動額合計 △945 △143

当期末残高 △394 △537

少数株主持分   

前期末残高 682 758

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 75 29

当期変動額合計 75 29

当期末残高 758 788

純資産合計   

前期末残高 45,319 47,429

当期変動額   

剰余金の配当 △964 △960

当期純利益 3,952 4,196

自己株式の取得 △12 △946

自己株式の処分 4 0

利益剰余金から資本剰余金への振替 － －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △869 △113

当期変動額合計 2,110 2,176

当期末残高 47,429 49,606
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益 6,409 6,746

減価償却費 2,203 2,187

固定資産処分損益（△は益） △63 △0

固定資産除却損 66 76

投資有価証券評価損益（△は益） 141 8

投資有価証券売却損益（△は益） △9 △49

持分法による投資損益（△は益） △263 △676

退職給付引当金の増減額（△は減少） △243 △262

貸倒引当金の増減額（△は減少） 5 △3

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △9 △0

受取利息及び受取配当金 △62 △63

支払利息 84 47

減損損失 － 9

製造委託契約解約損 － 132

売上債権の増減額（△は増加） △99 △105

たな卸資産の増減額（△は増加） △867 △1,349

仕入債務の増減額（△は減少） △61 2,048

未払消費税等の増減額（△は減少） △425 246

その他 316 16

小計 7,119 9,009

利息及び配当金の受取額 63 63

利息の支払額 △82 △47

製造委託契約解約金の支払額 － △132

法人税等の支払額 △2,562 △2,428

法人税等の還付額 － 6

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,537 6,470

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 △5 △0

有形固定資産の取得による支出 △1,692 △1,626

有形固定資産の売却による収入 138 1

投資有価証券の取得による支出 △147 △27

投資有価証券の売却による収入 70 303

長期貸付金の回収による収入 34 150

その他 △15 △15

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,618 △1,214
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31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 6,400 3,770

短期借入金の返済による支出 △4,800 △5,570

コマーシャル・ペーパーの発行による収入 1,500 －

コマーシャル・ペーパーの償還による支出 △1,500 －

長期借入れによる収入 200 －

長期借入金の返済による支出 △2,496 △1,300

自己株式の取得による支出 △12 △946

自己株式の売却による収入 4 0

配当金の支払額 △961 △956

少数株主への配当金の支払額 △1 △1

その他 － △8

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,668 △5,012

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,250 244

現金及び現金同等物の期首残高 1,876 3,127

現金及び現金同等物の期末残高 ※1  3,127 ※1  3,371
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 該当事項はありません。  

   

  

継続企業の前提に関する注記

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

１．連結の範囲に関する事項 

全ての子会社を連結の範囲に含めております。 

連結子会社はスプーンシュガー㈱ 、スプーンシュガ

ーウエスト㈱、生和糖業㈱、㈱タイショーテクノス、

㈱スプーンフーズ、山王運輸㈱の６社であります。 

１．連結の範囲に関する事項 

同左 

２．持分法の適用に関する事項 

(1) 持分法適用会社は13社であり、その主要な持分法適

用会社は南西糖業㈱、北海道糖業㈱、サンエイ糖化

㈱、㈱平野屋、クムパワピーシュガー㈱及びカセッ

トポンシュガー㈱であります。 

  ㈱レイオンは、当連結会計年度中に株式の全部を譲

渡し、関連会社でなくなったため、持分法適用の範

囲から除外し、みなし売却日（平成20年９月30日）

までの損益を持分法による投資損益として取込んで

おります。 

２．持分法の適用に関する事項 

(1) 持分法適用会社は13社であり、その主要な持分法適

用会社は南西糖業㈱、北海道糖業㈱、サンエイ糖化

㈱、㈱平野屋、クムパワピーシュガー㈱及びカセッ

トポンシュガー㈱であります。 

  

(2）持分法を適用していない関連会社（㈱精糖工業会

館、㈱村上商店）は当期純損益(持分に見合う額)及

び利益剰余金 (持分に見合う額)等からみて、持分

法の対象から除いても連結財務諸表に及ぼす影響が

軽微であり、かつ、全体としても重要性がないため

持分法の適用範囲から除外しております。 

(2）同左 

３．連結子会社の事業年度等に関する事項 

連結子会社のうち生和糖業㈱の決算日は、12月31日で

あります。 

連結財務諸表の作成に当たりましては、同決算日現在

の財務諸表を使用しております。ただし、１月１日か

ら連結決算日までの期間に発生した重要な取引につき

ましては、連結上必要な調整を行っております。 

３．連結子会社の事業年度等に関する事項 

同左 

４．会計処理基準に関する事項 

(1)重要な資産の評価基準及び評価方法 

イ．有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額

は全部純資産直入法により処理し、売却原価は

移動平均法により算定） 

４．会計処理基準に関する事項 

(1)重要な資産の評価基準及び評価方法 

イ．有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

時価のないもの 

移動平均法による原価法 

時価のないもの 

同左 

ロ．デリバティブ 

原則として、時価法 

ロ．デリバティブ 

 同左  
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前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

ハ．たな卸資産 

商品・製品・仕掛品は主として先入先出法による

原価法、原材料（原料）は主として総平均法によ

る原価法、原材料（副材料）・貯蔵品は主として

移動平均法による原価法によっております。 

なお、貸借対照表価額は、収益性の低下に基づく

簿価切下げの方法により算定しております。  

ハ．たな卸資産 

商品・製品・仕掛品は主として先入先出法による

原価法、原材料（原料）は主として総平均法によ

る原価法、原材料（副材料）・貯蔵品は主として

移動平均法による原価法によっております。 

なお、貸借対照表価額は、収益性の低下に基づく

簿価切下げの方法により算定しております。  

（会計処理方法の変更）  

当社及び連結子会社は、通常の販売目的で保有す

るたな卸資産につきましては、当連結会計年度よ

り「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会

計基準第９号 平成18年７月５日公表分）を適用

しております。 

これにより、当連結会計年度の営業利益、経常利

益はそれぞれ128百万円減少し、税金等調整前当

期純利益は162百万円減少しております。  

なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所

に記載しております。  

  

(2)重要な減価償却資産の減価償却の方法 

イ．有形固定資産（リース資産を除く） 

当社は主として定額法であり、連結子会社は主とし

て定率法であります。 

なお、主な耐用年数は以下の通りであります。  

建物及び構築物  

15～38年  

機械装置及び運搬具  

４～10年  

（追加情報）  

当社及び連結子会社は、当連結会計年度より、法人

税法の改正を契機として資産の利用状況等を見直し

た結果、機械及び装置の耐用年数を一部変更してお

ります。これにより、当連結会計年度の営業利益、

経常利益及び税金等調整前当期純利益は、それぞれ

197百万円減少しております。 

なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に

記載しております。 

  

(2)重要な減価償却資産の減価償却の方法 

 イ．有形固定資産（リース資産を除く） 

当社は主として定額法であり、連結子会社は主とし

て定率法であります。 

なお、主な耐用年数は以下の通りであります。  

建物及び構築物  

15～38年  

機械装置及び運搬具  

４～10年  

ロ．リース資産 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法を採用しております。 

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のう

ち、リース取引開始日が平成20年３月31日以前のリ

ース取引につきましては、通常の賃貸借取引に係る

方法に準じた会計処理によっております。  

ロ．リース資産 

  同左  
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前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

(3)重要な引当金の計上基準 

イ．貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権

につきましては貸倒実績率により、貸倒懸念債権

等特定の債権につきましては個別に債権の回収可

能性を勘案し、回収不能見込額を計上しておりま

す。 

(3)重要な引当金の計上基準 

イ．貸倒引当金 

同左 

ロ．役員賞与引当金 

役員賞与の支出に備えるため、当連結会計年度に

おける支給見込額に基づき計上しております。 

ロ．役員賞与引当金 

同左 

ハ．退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度

末における退職給付債務及び年金資産の見込額に

基づき計上しております。 

過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均残存

勤務期間以内の一定の年数（５年）による定額法

により損益処理しております。 

数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時に

おける従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年

数（10年）による定額法により按分した額をそれ

ぞれ発生の翌連結会計年度から損益処理すること

としております。 

なお、連結子会社は簡便法を採用しております。

ハ．退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度

末における退職給付債務及び年金資産の見込額に

基づき計上しております。 

過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均残存

勤務期間以内の一定の年数（５年）による定額法

により損益処理しております。 

数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時に

おける従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年

数（10年）による定額法により按分した額をそれ

ぞれ発生の翌連結会計年度から損益処理すること

としております。 

なお、連結子会社は簡便法を採用しております。

（会計処理方法の変更） 

当連結会計年度より「「退職給付に係る会計基

準」の一部改正（その３）」（企業会計基準第19

号 平成20年７月31日）を適用しております。な

お、これによる当連結会計年度の損益への影響は

ありません。 

(4）重要な外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基

準 

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場

により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し

ております。 

なお、在外子会社等の資産及び負債は、連結決算日

の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は純

資産の部における為替換算調整勘定に含めて計上し

ております。  

(4）重要な外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基

準 

同左 
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前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

(5)重要なヘッジ会計の方法 

イ．ヘッジ会計の方法 

繰延ヘッジ処理によっております。なお、特例処

理の要件を満たしている金利スワップにつきまし

ては特例処理によっております。 

(5)重要なヘッジ会計の方法 

イ．ヘッジ会計の方法 

同左 

ロ．ヘッジ手段、ヘッジ対象及びヘッジ方針 

（ヘッジ手段）    （ヘッジ対象） 

商品オプション取引  商品予定取引 

為替予約取引     外貨建予定取引 

金利スワップ     借入金利息 

ロ．ヘッジ手段、ヘッジ対象及びヘッジ方針 

    同左  

（ヘッジ方針） 

商品オプション取引及び為替予約取引につきまし

ては相場変動リスクを減少させるため、輸出入取

引に係る販売計画をベースとして必要な範囲で商

品相場変動リスク及び為替変動リスクをヘッジし

ております。 

金利スワップにつきましては将来の金利上昇リス

クをヘッジするために変動金利を固定化する目的

で行っております。 

（ヘッジ方針） 

 同左  

ハ．ヘッジ有効性評価の方法 

商品オプション取引につきましては、同一商品、

同一時期に対してであり、為替予約取引につきま

しては、同一通貨、同一金額に対してであるた

め、ヘッジの効果が確保されているものとみてお

ります。なお、金利スワップにつきましては特例

処理の要件を満たしているため有効性の評価を省

略しております。 

ハ．ヘッジ有効性評価の方法 

  同左  

(6）その他連結財務諸表作成のための重要な事項 

イ．消費税等の会計処理 

消費税等の会計処理は税抜処理によっておりま

す。 

(6）その他連結財務諸表作成のための重要な事項 

イ．消費税等の会計処理 

 同左 

 ロ．収益及び費用の計上基準  

ファイナンス・リース取引に係る収益の計上基準 

リース料受取時に売上高と売上原価を計上する方法

によっております。 

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のう

ち、リース取引開始日が平成20年３月31日以前のリ

ース取引につきましては、通常の賃貸借取引に係る

方法に準じた会計処理によっております。  

 ロ．収益及び費用の計上基準  

 同左 

５．連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 

連結子会社の資産及び負債の評価につきましては、全

面時価評価法を採用しております。 

５．連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 

  同左 

６．連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可

能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクし

か負わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来す

る短期投資からなっております。 

６．連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

  同左 
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

（リース取引に関する会計基準） 

 当社及び連結子会社は、所有権移転外ファイナンス・リ

ース取引につきましては、従来、賃貸借取引に係る方法に

準じた会計処理によっておりましたが、当連結会計年度よ

り「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号

（平成５年６月17日（企業会計審議会第一部会）、平成19

年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の

適用指針」（企業会計基準適用指針第16号（平成６年１月

18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年

３月30日改正））を適用し、通常の売買取引に係る方法に

準じた会計処理によっております。 

 なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、

リース取引開始日が平成20年３月31日以前のリース取引に

つきましては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計

処理によっております。 

 これによる当連結会計年度の損益への影響は軽微であり

ます。 
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表示方法の変更

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

（連結貸借対照表） 

「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等

の一部を改正する内閣府令」(平成20年８月７日 内閣府

令第50号）が適用となることに伴い、前連結会計年度に

おいて、「たな卸資産」として掲記されていたものは、

当連結会計年度から「商品及び製品」「仕掛品」「原材

料及び貯蔵品」に区分掲記しております。なお、前連結

会計年度の「たな卸資産」に含まれる「商品及び製品」

「仕掛品」「原材料及び貯蔵品」は、それぞれ4,355百

万円、1,086百万円、3,763百万円であります。  

（連結貸借対照表） 

                                        

(連結損益計算書) 

１．前連結会計年度において「販売口銭及び奨励費」とし

て掲記されていたものは、ＥＤＩＮＥＴへのＸＢＲＬ導

入に伴い連結財務諸表の比較可能性を向上するため、当

連結会計年度より「販売手数料」「販売促進費」に区分

掲記しております。 

なお、前連結会計年度の「販売口銭及び奨励費」に含ま

れる「販売手数料」「販売促進費」は、それぞれ1,625

百万円、242百万円であります。 

(連結損益計算書) 

１．前連結会計年度において区分掲記しておりました「た

な卸資産処分損」（当連結会計年度10百万円）は、営業

外費用の総額の100分の10以下となったため、営業外費

用の「雑損失」に含めて表示しております。 

  

２．前連結会計年度において「保管料及び荷役料」として

掲記されていたものは、ＥＤＩＮＥＴへのＸＢＲＬ導入

に伴い連結財務諸表の比較可能性を向上するため、当連

結会計年度より「保管費」「荷役費」に区分掲記してお

ります。 

なお、前連結会計年度の「保管料及び荷役料」に含まれ

る「保管費」「荷役費」は、それぞれ386百万円、415百

万円であります。 

２．前連結会計年度において区分掲記しておりました「投

資有価証券評価損」（当連結会計年度8百万円）は、特

別損失の総額の100分の10以下となったため、特別損失

の「その他」に含めて表示しております。 

  

３．「たな卸資産処分損」は、前連結会計年度まで営業外

費用の「雑損失」に含めて表示しておりましたが、営業

外費用の総額の100分の10を超えたため区分掲記してお

ります。 

なお、前連結会計年度における「たな卸資産処分損」の

金額は19百万円であります。  
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注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度 
（平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成22年３月31日） 

※１．関連会社に対するものは下記の通りであります。 ※１．関連会社に対するものは下記の通りであります。 

投資有価証券（株式） 百万円9,970 投資有価証券（株式） 百万円10,300

※２．担保提供資産及び対応債務は下記のとおりでありま

す。 

(1) 担保提供資産 

※２．                               

  

建物及び構築物 百万円 86

土地 百万円 3

  合計 百万円 89

  

  

   

(2)対応債務   

１年内返済予定の長期借入金 百万円 8

  合計 百万円 8

   

 ３．保証債務 

連結会社以外の会社の金融機関等からの借入に対す

る連帯保証 

 ３．保証債務 

連結会社以外の会社の金融機関等からの借入に対す

る連帯保証 

クムパワピーシュガー㈱   百万円137

カセットポンシュガー㈱   百万円555

計   百万円692

クムパワピーシュガー㈱ 百万円134

カセットポンシュガー㈱ 百万円537

計   百万円672

４．受取手形裏書譲渡高 百万円9 ４．受取手形裏書譲渡高 百万円7

※５．有形固定資産の圧縮記帳額 

連結子会社生和糖業㈱において砂糖生産振興事業補

助金を受入れたことにより、取得価額より控除した

圧縮記帳額は、次のとおりであります。 

※５．有形固定資産の圧縮記帳額 

連結子会社生和糖業㈱において砂糖生産振興事業補

助金を受入れたことにより、取得価額より控除した

圧縮記帳額は、次のとおりであります。 

建物及び構築物  百万円8

機械装置及び運搬具     百万円173

建物及び構築物  百万円8

機械装置及び運搬具  百万円173

※６．財務制限条項 

１年内返済予定の長期借入金のうち332百万円、長

期借入金のうち174百万円には、財務制限条項がつ

いており、下記の条項に一つでも抵触した場合、借

入先からの通知により借入金は該当する借入先に対

し一括返済することになっております。 

※６．財務制限条項 

１年内返済予定の長期借入金のうち174百万円に

は、財務制限条項がついており、下記の条項に一つ

でも抵触した場合、借入先からの通知により借入金

は該当する借入先に対し一括返済することになって

おります。 

（１）当連結会計年度末における純資産の部の金額から少

数株主持分及び繰延ヘッジ損益の各金額を控除した

金額が前連結会計年度末における純資産の部の金額

から少数株主持分及び繰延ヘッジ損益の各金額を控

除した金額の75％未満。 

（１）同左 

（２）連結会計年度において経常損失を２期連続で計上。

（３）各連結会計年度末における有利子負債（短期借入

金、１年内返済予定の長期借入金、長期借入金、社

債等）の合計金額が、営業損益、受取利息・配当金

及び減価償却費の合計金額の15.0倍（小数点以下第

二位切り上げ。）を２期連続で上回ること。なお、

減価償却費とは、連結キャッシュ・フロー計算書の

「営業活動によるキャッシュ・フロー」欄に記載さ

れる減価償却費とする。 

（２）同左 

（３）同左 
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（連結損益計算書関係）

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

※１．一般管理費に含まれる研究開発費 ※１．一般管理費に含まれる研究開発費 

   百万円515    百万円532

※２．固定資産処分益の内訳 

土地の売却によるものであります。 

※２.             ────── 

  

※３．      ──────  

  

※３．減損損失 

  ①減損損失を認識した資産グループの概要  

  ②減損損失に至った経緯 

   営業損益が悪化し、短期的な業績の回復が見込まれ

ないため、減損損失を認識しております。 

  ③減損損失の内訳 

   建物及び構築物             百万円

   機械装置及び運搬具           百万円 

   工具、器具及び備品           百万円 

   合計                  百万円 

  ④グルーピングの方法 

   固定資産を砂糖事業グループ、食品素材事業グルー

プ、不動産事業グループとその他事業グループとに

大区分し、さらに砂糖事業グループは工場別に区分

しております。食品素材事業グループは主としてパ

ラチノースグループ、色素グループ、ハイドロゲル

グループ、バイオグループに区分しております。不

動産事業グループは賃貸物件毎に区分しておりま

す。なお、遊休資産につきましては、個々の物件毎

に区分しております。 

  ⑤回収可能価額の算定方法 

   パラチノース製造設備につきましては、回収可能価

額は正味売却価額によっており、時価の算定方法

は、主として他への転用が困難なため０円と評価し

ております。   

場所 用途 種類 

パラチノー

スグループ

（岡山県岡

山市） 

パラチノース

製造設備 

建物及び構築

物、機械装置

及び運搬具、

工具器具及び

備品 

1

7

0

9
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前連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注）１．普通株式の自己株式の株式数の増加35千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

    ２．普通株式の自己株式の株式数の減少13千株は、単元未満株式の売渡しによる減少13千株、関連会社が保有し

ていた当社株式の売却０千株による減少であります。 

  

２．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

  

（連結株主資本等変動計算書関係）

  
前連結会計年度末
株式数(千株) 

当連結会計年度
増加株式数(千株) 

当連結会計年度 
減少株式数(千株) 

当連結会計年度末
株式数(千株) 

発行済株式                        

普通株式  141,667  －  －  141,667

合計  141,667  －  －  141,667

自己株式                        

普通株式  4,123  35  13  4,145

合計  4,123  35  13  4,145

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

１株当たり
 配当額（円） 

基準日 効力発生日

平成20年６月25日 

定時株主総会 
普通株式  551  4.0 平成20年３月31日 平成20年６月26日

平成20年10月31日  

取締役会  
普通株式   413  3.0 平成20年９月30日 平成20年12月５日

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

配当の原資
１株当たり
 配当額(円) 

基準日 効力発生日

平成21年６月24日 

定時株主総会 
普通株式  550 利益剰余金   4.0 平成21年３月31日 平成21年６月25日
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当連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注）１．普通株式の自己株式の株式数の増加3,163千株は、取締役会決議による自己株式の取得による増加3,100千

株、単元未満株式の買取りによる増加63千株であります。 

    ２．普通株式の自己株式の株式数の減少3千株は、単元未満株式の売渡しによる減少であります。 

  

２．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

    次のとおり、決議を予定しております。  

  

  

 該当事項はありません。 

  

  
前連結会計年度末
株式数(千株) 

当連結会計年度
増加株式数(千株) 

当連結会計年度 
減少株式数(千株) 

当連結会計年度末
株式数(千株) 

発行済株式                        

普通株式  141,667  －  －  141,667

合計  141,667  －  －  141,667

自己株式                        

普通株式  4,145  3,163  3  7,305

合計  4,145  3,163  3  7,305

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

１株当たり
 配当額（円） 

基準日 効力発生日

平成21年６月24日 

定時株主総会 
普通株式  550  4.0 平成21年３月31日 平成21年６月25日

平成21年10月30日  

取締役会  
普通株式   409  3.0 平成21年９月30日 平成21年12月４日

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

配当の原資
１株当たり
 配当額(円) 

基準日 効力発生日

平成22年６月23日 

定時株主総会 
普通株式  942 利益剰余金   7.0 平成22年３月31日 平成22年６月24日

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

※１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係 

（平成21年３月31日現在）

※１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係 

（平成22年３月31日現在）

現金及び預金勘定 百万円3,135

預入期間が３ヶ月を越える定期預金 百万円△8

現金及び現金同等物 百万円3,127

現金及び預金勘定 百万円3,380

預入期間が３ヶ月を越える定期預金 百万円△8

現金及び現金同等物 百万円3,371

（ストック・オプション等関係）
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前連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

 （注）１．事業区分の方法 

当社の事業区分の方法は製品系列によって行っております。 

２．各事業区分に属する主要な製品及び商品等 

３．当連結会計年度における営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は2,069百

万円であり、その主なものは当社の総務、人事、経理等の管理部門に係る費用及び基礎的研究開発費であり

ます。 

４．当連結会計年度における資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は4,575百万円であり、そ

の主なものは当社での余資運用資産（現預金）、長期投資資金（投資有価証券）及び管理部門に係る資産等

であります。 

５．会計基準の変更 

 （棚卸資産の評価に関する会計基準） 

当社及び連結子会社につきまして、当連結会計年度より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基

準第９号 平成18年７月５日公表分）を適用しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比

べて、当連結会計年度の営業費用は砂糖事業が117百万円、食品素材事業が10百万円増加し、営業利益がそ

れぞれ同額減少しております。 

６．追加情報 

当社及び連結子会社につきまして、当連結会計年度より、法人税法の改正を契機として資産の利用状況等を

見直した結果、機械及び装置の耐用年数を一部変更しております。この変更に伴い、当連結会計年度におい

て、砂糖事業の営業費用が199百万円増加し営業利益が同額減少、食品素材事業の営業費用が２百万円減少

し営業利益が同額増加しております。 

  

（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

科目 
砂糖事業 
（百万円） 

食品素材
事業 

（百万円）

不動産事業
（百万円）

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）

Ⅰ 売上高及び営業損益    

(1)売上高    

① 外部顧客に対する売

上高 
 68,589  6,910  1,582  37  77,119  －  77,119

② セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 31  0  73  －  105  △105  －

計  68,621  6,910  1,656  37  77,225  △105  77,119

(2)営業費用  61,323  6,662  738  18  68,742  1,963  70,706

(3)営業利益  7,297  247  917  19  8,482  △2,069  6,413

Ⅱ 資産、減価償却費及び資本的支出   

(1)資産  46,367  5,637  12,009  2  64,016  4,575  68,592

(2)減価償却費  1,761  126  264  －  2,152  50  2,203

(3)資本的支出  1,572  56  98  －  1,727  36  1,763

事 業 区 分 主 要 製 品 及 び 商 品 等 

砂糖事業 精製糖、液糖、砂糖二次製品 

食品素材事業 
機能性甘味料（「パラチノース」「パラチニット」）、さとうきび抽出

物、食品保存料、食品香味料、食品用天然色素、寒天、カラギーナン 

不動産事業 土地、店舗、倉庫、オフィスの賃貸業、倉庫業 

その他事業 医薬品 
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当連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

 （注）１．事業区分の方法 

当社の事業区分の方法は製品系列によって行っております。 

２．各事業区分に属する主要な製品及び商品等 

３．当連結会計年度における営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は2,014百

万円であり、その主なものは当社の総務、人事、経理等の管理部門に係る費用及び基礎的研究開発費であり

ます。 

４．当連結会計年度における資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は4,631百万円であり、そ

の主なものは当社での余資運用資産（現預金）、長期投資資金（投資有価証券）及び管理部門に係る資産等

であります。 

５．その他事業として、医薬品の製造・販売を行っておりましたが、当連結会計年度において、当該製品の製

造・販売を終了いたしました。 

   

科目 
砂糖事業 
（百万円） 

食品素材
事業 

（百万円）

不動産事業
（百万円）

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）

Ⅰ 売上高及び営業損益    

(1)売上高    

① 外部顧客に対する売

上高 
 70,530  6,499  1,489  －  78,519  －  78,519

② セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 37  0  75  －  114  △114  －

計  70,568  6,499  1,565  －  78,633  △114  78,519

(2)営業費用  63,667  6,197  639  －  70,504  1,900  72,404

(3)営業利益  6,901  301  925  －  8,128  △2,014  6,114

Ⅱ 資産、減価償却費及び資本的支出   

(1)資産  47,463  5,418  12,080  －  64,963  4,631  69,594

(2)減価償却費  1,775  118  240  －  2,134  52  2,187

(3)減損損失  －  9  －  －  9  －  9

(4)資本的支出  1,464  102  18  －  1,584  37  1,622

事 業 区 分 主 要 製 品 及 び 商 品 等 

砂糖事業 精製糖、液糖、砂糖二次製品 

食品素材事業 
機能性甘味料（「パラチノース」「パラチニット」）、さとうきび抽出

物、食品保存料、食品香味料、食品用天然色素、寒天、カラギーナン 

不動産事業 土地、店舗、倉庫、オフィスの賃貸業、倉庫業 

その他事業 医薬品 
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前連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

  本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないので該当事項はありません。 

当連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

  本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないので該当事項はありません。 

  

前連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

  親会社及び連結子会社の海外売上高が連結売上高の10％未満であるため記載を省略しております。 

当連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

  親会社及び連結子会社の海外売上高が連結売上高の10％未満であるため記載を省略しております。  

   

 （注） １株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 （注） １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

ｂ．所在地別セグメント情報

ｃ．海外売上高

（１株当たり情報）

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

１株当たり純資産額 円 銭339 37

１株当たり当期純利益金額 円 銭28 74

１株当たり純資産額 円 銭363 34

１株当たり当期純利益金額 円 銭30 74

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につきま

しては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につきま

しては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

  
前連結会計年度末

（平成21年３月31日） 
当連結会計年度末

（平成22年３月31日） 

 純資産の部の合計額（百万円）  47,429  49,606

純資産の部の合計額から控除する金額 

（百万円） 
 758  788

（うち少数株主持分）  (758)  (788)

普通株式に係る期末の純資産額（百万円）  46,671  48,818

 １株当たり純資産額の算定に用いられた期

末の普通株式の数（株） 
 137,521,925  134,361,678

  
前連結会計年度

(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日) 

当期純利益（百万円）  3,952  4,196

普通株主に帰属しない金額  －  －

普通株式に係る当期純利益 

（百万円） 
 3,952  4,196

期中平均株式数（株）  137,532,699  136,516,441
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該当事項はありません。 

  

下記の注記事項につきましては、有価証券報告書で開示するため、決算短信における開示を省略しております。 

  

・リース取引関係 

・関連当事者情報 

・税効果会計関係 

・金融商品関係  

・有価証券関係 

・デリバティブ取引関係 

・退職給付関係  

・賃貸等不動産関係  

  

（重要な後発事象）
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５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：百万円）

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,352 2,605

受取手形 46 48

売掛金 3,218 3,460

リース投資資産 99 78

商品及び製品 3,812 3,131

未着商品 53 47

仕掛品 1,008 996

原材料及び貯蔵品 4,409 2,946

未着原材料 14 3,416

前払費用 46 46

繰延税金資産 430 401

関係会社短期貸付金 32 －

その他 294 400

流動資産合計 15,820 17,580

固定資産   

有形固定資産   

建物 19,382 19,409

減価償却累計額 △12,237 △12,683

建物（純額） 7,144 6,726

構築物 2,648 2,658

減価償却累計額 △1,834 △1,880

構築物（純額） 814 777

機械及び装置 34,463 34,272

減価償却累計額 △27,685 △27,657

機械及び装置（純額） 6,778 6,614

車両運搬具 68 68

減価償却累計額 △63 △65

車両運搬具（純額） 4 2

工具、器具及び備品 1,206 1,208

減価償却累計額 △1,006 △1,012

工具、器具及び備品（純額） 200 196

土地 19,088 19,088

建設仮勘定 92 －

有形固定資産合計 34,121 33,406
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（単位：百万円）

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

無形固定資産 36 34

投資その他の資産   

投資有価証券 1,793 1,707

関係会社株式 3,564 3,497

出資金 18 17

関係会社長期貸付金 118 －

長期前払費用 61 25

デリバティブ債権 282 161

その他 634 580

貸倒引当金 △17 △17

投資その他の資産合計 6,455 5,974

固定資産合計 40,614 39,414

資産合計 56,434 56,995

負債の部   

流動負債   

買掛金 3,835 5,860

短期借入金 1,800 －

1年内返済予定の長期借入金 1,244 901

未払金 473 850

未払費用 2,566 2,303

未払法人税等 1,151 1,081

未払消費税等 101 340

前受金 115 114

預り金 1,104 1,194

役員賞与引当金 52 50

その他 120 98

流動負債合計 12,566 12,795

固定負債   

長期借入金 1,886 984

繰延税金負債 979 1,143

退職給付引当金 1,715 1,414

長期預り保証金 1,195 1,060

長期預り敷金 1,276 1,233

その他 199 90

固定負債合計 7,252 5,926

負債合計 19,819 18,722
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（単位：百万円）

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 7,083 7,083

資本剰余金   

資本準備金 1,177 1,177

その他資本剰余金 － －

資本剰余金合計 1,177 1,177

利益剰余金   

利益準備金 1,033 1,033

その他利益剰余金   

価格変動準備金 200 200

固定資産圧縮積立金 3,312 3,194

特別償却準備金 7 31

別途積立金 19,980 22,680

繰越利益剰余金 5,306 5,187

利益剰余金合計 29,839 32,326

自己株式 △1,586 △2,531

株主資本合計 36,513 38,055

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 99 217

繰延ヘッジ損益 1 △0

評価・換算差額等合計 100 217

純資産合計 36,614 38,273

負債純資産合計 56,434 56,995

三井製糖㈱（2109）平成22年３月期決算短信

－31－



（２）損益計算書 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高   

砂糖部門売上高   

商品売上高 6,517 6,678

製品売上高 60,392 62,288

合計 66,909 68,967

非砂糖部門売上高 5,135 4,572

売上高合計 72,044 73,540

売上原価   

砂糖部門売上原価   

商品期首たな卸高 532 300

製品期首たな卸高 2,445 2,976

当期商品仕入高 6,341 6,534

当期製品製造原価 46,332 48,002

他勘定振替高 199 199

合計 55,451 57,614

商品期末たな卸高 300 259

製品期末たな卸高 2,976 2,395

砂糖部門売上原価 52,174 54,958

非砂糖部門売上原価 3,366 2,846

売上原価合計 55,541 57,805

売上総利益 16,503 15,735

販売費及び一般管理費   

配送費 2,711 2,664

保管費 448 420

荷役費 641 700

販売手数料 1,623 1,646

販売促進費 187 226

給料及び賞与 1,585 1,548

退職給付引当金繰入額 105 145

役員賞与引当金繰入額 52 50

試験研究費 54 77

減価償却費 64 54

広告宣伝費 877 588

その他 2,181 1,887

販売費及び一般管理費合計 10,532 10,010

営業利益 5,970 5,724
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（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

営業外収益   

受取利息 6 4

受取配当金 190 222

雑収入 149 226

営業外収益合計 347 453

営業外費用   

支払利息 85 46

固定資産除却損 61 68

デリバティブ評価損 73 －

たな卸資産処分損 40 9

設備撤去費 56 47

雑損失 53 61

営業外費用合計 370 233

経常利益 5,947 5,944

特別利益   

投資有価証券売却益 － 48

固定資産処分益 72 －

関係会社株式売却益 12 －

特別利益合計 84 48

特別損失   

投資有価証券評価損 140 －

関係会社株式評価損 － 66

たな卸資産評価損 33 －

減損損失 － 9

製造委託契約解約損 － 132

その他 8 21

特別損失合計 182 229

税引前当期純利益 5,849 5,762

法人税、住民税及び事業税 2,191 2,172

法人税等調整額 80 141

法人税等合計 2,272 2,314

当期純利益 3,577 3,448
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（３）株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 7,083 7,083

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 7,083 7,083

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 1,177 1,177

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,177 1,177

その他資本剰余金   

前期末残高 0 －

当期変動額   

自己株式の処分 △0 △0

利益剰余金から資本剰余金への振替 0 0

当期変動額合計 △0 －

当期末残高 － －

資本剰余金合計   

前期末残高 1,178 1,177

当期変動額   

自己株式の処分 △0 △0

利益剰余金から資本剰余金への振替 0 0

当期変動額合計 △0 －

当期末残高 1,177 1,177

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 1,033 1,033

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,033 1,033

その他利益剰余金   

価格変動準備金   

前期末残高 200 200

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 200 200

固定資産圧縮積立金   

前期末残高 3,426 3,312

当期変動額   

固定資産圧縮積立金の取崩 △142 △118

固定資産圧縮積立金の積立 29 －

当期変動額合計 △113 △118

当期末残高 3,312 3,194
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（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

特別償却準備金   

前期末残高 8 7

当期変動額   

特別償却準備金の取崩 △1 △1

特別償却準備金の積立 － 25

当期変動額合計 △1 23

当期末残高 7 31

別途積立金   

前期末残高 17,980 19,980

当期変動額   

別途積立金の積立 2,000 2,700

当期変動額合計 2,000 2,700

当期末残高 19,980 22,680

繰越利益剰余金   

前期末残高 4,578 5,306

当期変動額   

固定資産圧縮積立金の取崩 142 118

固定資産圧縮積立金の積立 △29 －

特別償却準備金の取崩 1 1

特別償却準備金の積立 － △25

別途積立金の積立 △2,000 △2,700

剰余金の配当 △964 △960

当期純利益 3,577 3,448

利益剰余金から資本剰余金への振替 △0 △0

当期変動額合計 727 △118

当期末残高 5,306 5,187

利益剰余金合計   

前期末残高 27,226 29,839

当期変動額   

固定資産圧縮積立金の取崩 － －

固定資産圧縮積立金の積立 － －

特別償却準備金の取崩 － －

特別償却準備金の積立 － －

別途積立金の積立 － －

剰余金の配当 △964 △960

当期純利益 3,577 3,448

利益剰余金から資本剰余金への振替 △0 △0

当期変動額合計 2,612 2,487

当期末残高 29,839 32,326

自己株式   

前期末残高 △1,578 △1,586

当期変動額   

自己株式の取得 △12 △946

自己株式の処分 5 1

当期変動額合計 △7 △945

当期末残高 △1,586 △2,531
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（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本合計   

前期末残高 33,909 36,513

当期変動額   

剰余金の配当 △964 △960

当期純利益 3,577 3,448

自己株式の取得 △12 △946

自己株式の処分 4 0

利益剰余金から資本剰余金への振替 － －

当期変動額合計 2,604 1,541

当期末残高 36,513 38,055

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 485 99

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △386 118

当期変動額合計 △386 118

当期末残高 99 217

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 26 1

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △25 △1

当期変動額合計 △25 △1

当期末残高 1 △0

評価・換算差額等合計   

前期末残高 512 100

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △411 116

当期変動額合計 △411 116

当期末残高 100 217

純資産合計   

前期末残高 34,421 36,614

当期変動額   

剰余金の配当 △964 △960

当期純利益 3,577 3,448

自己株式の取得 △12 △946

自己株式の処分 4 0

利益剰余金から資本剰余金への振替 － －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △411 116

当期変動額合計 2,193 1,658

当期末残高 36,614 38,273
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 該当事項はありません。  

   

該当事項はありません。 

  

(1）役員の異動 

  役員の異動につきましては、平成22年３月２日付で開示しております。 

  

(2）その他 

  該当事項はありません。 

  

継続企業の前提に関する注記

（重要な後発事象）

６．その他
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