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（２）連結財政状態 

  

２．配当の状況 

  

  

３．平成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） 

  

  

平成23年3月期  第２四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

        平成22年10月29日

上場会社名 三井製糖株式会社 上場取引所  東・大 

コード番号 2109 ＵＲＬ  http://www.mitsui-sugar.co.jp/ 

代表者          （役職名） 代表取締役社長 （氏名）飯田  雅明 

問合せ先責任者  （役職名） 業務本部経営企画部長（氏名）津田  琢哉 （ＴＥＬ）  03（3663）3111 

四半期報告書提出予定日 平成22年11月12日 配当支払開始予定日 平成22年12月３日 

四半期決算補足説明資料作成の有無： 無       

四半期決算説明会開催の有無      ： 無         

  （百万円未満切捨て）

（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 ％ 

23年3月期第２四半期  39,986  2.1  4,485  30.8  4,940  35.2  2,985  33.3

22年3月期第２四半期  39,179  0.5  3,429  4.6  3,655  6.6  2,239  6.9

  
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 

23年3月期第２四半期  22  22     ―      

22年3月期第２四半期  16  34 ―      

  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 

23年3月期第２四半期  68,956  51,581  73.6  377  74

22年3月期  69,594  49,606  70.1  363  34

（参考）自己資本 23年3月期第２四半期 50,750百万円 22年3月期 48,818百万円

  
年間配当金

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 

22年3月期     ―        3 00 ―      7 00  10  00

23年3月期 ―        3 00       

23年3月期（予想）     ―      4 00  7  00

（注）当四半期における配当予想の修正有無： 無

  （％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 

  百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭 

通期  78,400  △0.2  6,000  △1.9  6,400  △6.7  3,880  △7.5  28  88

（注）当四半期における業績予想の修正有無： 無



４．その他（詳細は、［添付資料］３ページ「２．その他の情報」をご覧ください。） 

新規    ― 社  （社名   ―   ）       、除外      ― 社  （社名   ―   ） 

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

  

（注）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の有無となります。 

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

  

（注）「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、表示方法等の変更の有無となります。 

  

（４）発行済株式数（普通株式） 

  
  

※  四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 

 この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示

時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了しておりません。 

  

※  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、添付資料３ページ「１．当四半期の連

結業績等に関する定性的情報（３）連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。  

  

  

（１）当四半期中における重要な子会社の異動  ： 無

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用： 無

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） 23年3月期２Ｑ 141,667,400株 22年3月期 141,667,400株

②  期末自己株式数 23年3月期２Ｑ 7,314,240株 22年3月期 7,305,722株

③  期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期２Ｑ 134,356,233株 22年3月期２Ｑ 137,044,074株
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（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におけるわが国経済は、中国を始めとした新興国向けを中心とした輸出の緩やかな増加

等により景気は回復傾向にあるものの、雇用環境は依然として厳しく個人消費の増加は微小であり、円高・株安傾向

やデフレ経済の進行など先行き不透明な状況が続いております。 

 このような状況の中、当社グループでは２年間の中期経営計画の実現に向け、コスト・品質改善投資、システム投

資等の施策に取り組んでおります。 

 当社グループの当第２四半期連結累計期間の業績は下記の通りであります。 

  

  売上高     39,986百万円（前年同期比2.1％増） 

  営業利益     4,485百万円（前年同期比30.8％増） 

  経常利益        4,940百万円（前年同期比35.2％増） 

  四半期純利益    2,985百万円（前年同期比33.3％増） 

  

（砂糖事業） 

  砂糖事業におきましては、海外粗糖相場は前期の急落を受け期初は軟調な展開が続いていたものの、6月に入ると

ブラジルの出荷遅延問題などから底打ちとなり、現物プレミアムの堅調な推移と相俟って値を回復、その後もロシア

の旱魃による減産見通しなどを背景に、ほぼ一本調子で高騰を続けました。このような荒い相場動向の中、当社とし

ては慎重な原料調達、適正価格での販売に努めました。  

  販売面では、期初においては前期末に発生した値上げ前の駆け込み需要の反動などもあり、出荷数量は極めて低調

に推移しましたが、７月には海外粗糖相場の下落を受けて１㎏当たり６円の価格引き下げ対応を行う中で、猛暑を受

けた飲料や冷菓向けの需要が増加し、前期と比較した国内販売価格水準の上昇を背景に、売上高は前年同期を上回り

ました。 

また、スプーンブランドのマーケット訴求と低迷する砂糖需要を喚起することを目的にしたプロモーション活動

については、著名な料理研究家を起用した全国的なイベント活動を開始し、新聞・雑誌などによる広告宣伝活動を展

開いたしました。 

 生産面では原油相場が底堅く推移する中、省エネルギー活動、安定供給の確保、品質対策の強化に継続して取り組

みました。 

 以上の結果、砂糖事業の売上高は35,509百万円、営業利益は3,858百万円となりました。 

  

 期中の砂糖市況 

  国内市中相場（日本経済新聞掲載、東京上白大袋１kg当たり） 

   始値182～183円 安値176～177円 高値182～183円 終値176～177円 

  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19.97セント 安値18.07セント 高値33.93セント 終値32.51セント 

  

（食品素材事業） 

 食品素材事業におきましては、「パラチノースⓇ」が前期より大手醗酵乳メーカーのリニューアル商品に継続採用

され、また連結子会社の食品向け色素、保存料が順調に推移するなど、総じて収益は改善されました。 

 以上の結果、食品素材事業の売上高は3,745百万円、営業利益は207百万円となりました。 

  

（不動産事業） 

 不動産事業におきましては、賃料相場の低迷等、厳しい環境となる中、引き続き社有不動産の効率的活用に努めま

した。 

 以上の結果、不動産事業の売上高は732百万円、営業利益は418百万円となりました。 

  

営業外損益においては、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国内甜菜糖会社の増益に寄与

し、また国内糖化製品会社の増益等もあり持分法による投資利益が前年同期を上回ったことなどから、経常利益は

4,940百万円となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

〔連結財政状態の変動状況〕 

 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638百万円減少し68,956百万円となりました。連結貸

借対照表の主要項目ごとの主な増減要因等は次の通りであります。 

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報



  

①流動資産 

 流動資産は、前連結会計年度末比274百万円減少し20,133百万円となりました。これは主として、受取手形及び売

掛金の増加509百万円、商品及び製品の増加541百万円があった一方で、原材料及び貯蔵品の減少1,136百万円等があ

ったことによるものであります。 

②固定資産 

 固定資産は、前連結会計年度末比363百万円減少し48,822百万円となりました。これは主として、有形固定資産の

減価償却による減少等があったことによるものであります。 

③負債 

 負債は、前連結会計年度末比2,612百万円減少し17,375百万円となりました。これは主として、未払法人税等の増

加640百万円があった一方で、支払手形及び買掛金の減少1,404百万円、借入金の減少557百万円、未払費用の減少322

百万円、未払金の減少498百万円等があったことによるものであります。 

④純資産 

 純資産は、前連結会計年度末比1,974百万円増加し51,581百万円となりました。これは主として、四半期純利益

2,985百万円、剰余金の配当942百万円、その他有価証券評価差額金の減少87百万円等によるものであります。なお、

自己資本比率は73.6％と3.5ポイント改善しております。 

  

〔連結キャッシュ・フローの状況〕 

 当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）の残高は3,348百万円となり、

前連結会計年度末と比較して22百万円の減少となりました。 

  

①営業活動によるキャッシュ・フロー  

 営業活動による資金の増加は2,474百万円となりました。これは主として、税金等調整前四半期純利益4,897百万

円、減価償却費1,095百万円及びたな卸資産の減少額640百万円等により資金が増加した一方で、売上債権の増加額

509百万円、仕入債務の減少額1,407百万円及び法人税等の支払額1,178百万円等により資金が減少したことによるも

のであります。 

②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992百万円となりました。これは主として、有形固定資産の取得による支出1,002百万

円等により資金が減少したことによるものであります。 

③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1,504百万円となりました。これは主として、借入金の純減少557百万円、配当金の支

払額937百万円等によるものであります。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

  当第２四半期連結累計期間における連結業績は期首公表数値を上回っておりますが、高騰を続けている海外粗糖相

場はコスト圧迫要因となっており、平成23年3月期の通期連結業績予想につきましては、平成22年５月14日公表のと

おりとし変更はございません。  

  

（１）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

①「資産除去債務に関する会計基準」等の適用 

 第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31日）及

び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）を適用してお

ります。 

 これにより、当第２四半期連結累計期間の営業利益及び経常利益はそれぞれ０百万円、税金等調整前四半期純利益

は34百万円減少しております。 

  

②「持分法に関する会計基準」等の適用 

 第１四半期連結会計期間より、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号 平成20年３月10日公表分）及

び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第24号 平成20年３月10日）を適用して

おります。これによる損益への影響はありません。  

２．その他の情報



３．四半期連結財務諸表 
（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22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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,357 3,380

受取手形及び売掛金 5,041 4,532

商品及び製品 4,059 3,518

仕掛品 1,232 1,278

原材料及び貯蔵品 5,489 6,626

繰延税金資産 482 503

その他 481 579

貸倒引当金 △11 △9

流動資産合計 20,133 20,408

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 23,991 23,879

減価償却累計額 △15,968 △15,700

建物及び構築物（純額） 8,022 8,179

機械装置及び運搬具 39,061 38,903

減価償却累計額 △31,666 △31,142

機械装置及び運搬具（純額） 7,394 7,760

工具、器具及び備品 1,601 1,576

減価償却累計額 △1,348 △1,340

工具、器具及び備品（純額） 252 236

土地 19,727 19,727

リース資産 44 44

減価償却累計額 △11 △7

リース資産（純額） 32 36

建設仮勘定 3 44

有形固定資産合計 35,432 35,984

無形固定資産   

無形固定資産合計 55 60

投資その他の資産   

投資有価証券 12,313 12,030

長期貸付金 57 59

繰延税金資産 118 118

その他 864 952

貸倒引当金 △19 △19

投資その他の資産合計 13,334 13,141

固定資産合計 48,822 49,186

資産合計 68,956 69,594



（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 5,365 6,770

1年内返済予定の長期借入金 1,147 941

リース債務 8 8

未払費用 2,130 2,453

未払法人税等 1,794 1,153

未払消費税等 197 372

役員賞与引当金 33 67

その他 769 1,332

流動負債合計 11,446 13,099

固定負債   

長期借入金 320 1,084

リース債務 25 29

繰延税金負債 1,136 1,149

退職給付引当金 1,976 2,138

資産除去債務 56 －

長期預り保証金 1,100 1,149

その他 1,312 1,335

固定負債合計 5,928 6,887

負債合計 17,375 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 45,436 43,580

自己株式 △2,564 △2,561

株主資本合計 51,209 49,356

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 162 249

繰延ヘッジ損益 △3 △3

為替換算調整勘定 △617 △783

評価・換算差額等合計 △458 △537

少数株主持分 830 788

純資産合計 51,581 49,606

負債純資産合計 68,956 69,594



（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21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 39,179 39,986

売上原価 30,542 30,320

売上総利益 8,636 9,666

販売費及び一般管理費   

配送費 1,297 1,181

役員賞与引当金繰入額 33 33

退職給付引当金繰入額 81 74

その他 3,794 3,891

販売費及び一般管理費合計 5,207 5,180

営業利益 3,429 4,485

営業外収益   

受取利息 3 1

受取配当金 45 51

持分法による投資利益 221 446

雑収入 104 47

営業外収益合計 375 547

営業外費用   

支払利息 27 15

固定資産除却損 53 15

雑損失 68 60

営業外費用合計 149 91

経常利益 3,655 4,940

特別利益   

投資有価証券売却益 44 －

合理化対策事業助成金収入 － 44

特別利益合計 44 44

特別損失   

固定資産圧縮損 － 44

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 33

減損損失 9 －

投資有価証券評価損 － 9

特別損失合計 9 88

税金等調整前四半期純利益 3,689 4,897

法人税、住民税及び事業税 1,267 1,821

法人税等調整額 137 45

法人税等合計 1,404 1,866

少数株主損益調整前四半期純利益 － 3,030

少数株主利益 45 44

四半期純利益 2,239 2,985



（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21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22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 3,689 4,897

減価償却費 1,102 1,095

固定資産処分損益（△は益） △0 0

減損損失 9 －

持分法による投資損益（△は益） △221 △446

退職給付引当金の増減額（△は減少） △125 △161

受取利息及び受取配当金 △49 △53

支払利息 27 15

合理化対策事業助成金収入 － △44

固定資産圧縮損 － 44

売上債権の増減額（△は増加） △18 △509

たな卸資産の増減額（△は増加） △471 640

仕入債務の増減額（△は減少） 3,112 △1,407

未払消費税等の増減額（△は減少） 217 △175

その他 △1,121 △324

小計 6,151 3,570

利息及び配当金の受取額 49 53

利息の支払額 △27 △14

合理化対策事業助成金受取額 － 44

法人税等の支払額 △1,192 △1,178

法人税等の還付額 6 －

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,988 2,474

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △1,000 △1,002

有形固定資産の売却による収入 1 0

投資有価証券の取得による支出 △16 △18

投資有価証券の売却による収入 212 27

その他 29 1

投資活動によるキャッシュ・フロー △773 △992

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 2,270 1,670

短期借入金の返済による支出 △4,070 △1,670

コマーシャル・ペーパーの発行による収入 － 500

コマーシャル・ペーパーの償還による支出 － △500

長期借入金の返済による支出 △680 △557

自己株式の取得による支出 △348 △2

自己株式の売却による収入 0 －

配当金の支払額 △548 △937

少数株主への配当金の支払額 △1 △2

その他 △4 △4

財務活動によるキャッシュ・フロー △3,383 △1,504

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 831 △22

現金及び現金同等物の期首残高 3,127 3,371

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,958 3,348



 該当事項はありません。  

  

〔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21年４月１日 至平成21年９月30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 

  

〔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及び在外支店がないので該当事項はありません。 

  

〔海外売上高〕 

 前第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） 

    当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。  

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

  
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）

売上高             

(1）外部顧客に対する売上高  35,107  3,309  761  －  39,179  －  39,179

(2）

 

セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 17  0  38  －  55  △55  －

  計  35,124  3,309  800  －  39,234  △55  39,179

 営業利益  3,790  183  472  －  4,446  △1,016  3,429

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 



〔セグメント情報〕 

  １．報告セグメントの概要 

 当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が経営資源

の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 

 当社及び連結子会社は、砂糖及び食品素材の製造、販売と不動産の賃貸等を行っており、これらの製品または

サービス系列を基礎として組織を構成しております。 

 従って当社は、「砂糖事業」、「食品素材事業」、「不動産事業」を報告セグメントとしております。 

 「砂糖事業」は、原料糖、精製糖並びに砂糖関連商品を製造、販売しております。「食品素材事業」は天然由

来の甘味料・色素・香味料・さとうきび抽出物・寒天等を製造、販売しております。「不動産事業」は主に土

地、店舗、オフィスの賃貸等を行っております。 

  

 ２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

  当第２四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年９月30日） 

  (注）セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

（追加情報） 

第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21年３

月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 平成20年３

月21日）を適用しております。 

  

 該当事項はありません。  

  

  

  （単位：百万円）

  

報告セグメント

調整額 
四半期連結
損益計算書
計上額 砂糖事業

食品素材
事業 

不動産事業 合計

売上高             

外部顧客への売上高 35,509 3,745 732 39,986  － 39,986

セグメント間の内部売

上高又は振替高 
18 0 36 55  △55 －

計 35,527 3,745 768 40,041  △55 39,986

セグメント利益 3,858 207 418 4,485  － 4,485

（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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