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1.  平成23年3月期第2四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22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 ％

23年3月期第2四半期 21,739 2.6 1,323 46.5 1,346 39.0 690 20.8
22年3月期第2四半期 21,180 △1.4 903 29.7 969 50.2 571 17.6

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 13.95 ―

22年3月期第2四半期 11.37 ―

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 35,973 27,816 77.3 561.70
22年3月期 36,946 27,691 75.0 559.15

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  27,816百万円 22年3月期  27,691百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無  
 

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 ― 0.00 ― 9.00 9.00

23年3月期 ― 0.00

23年3月期 
（予想）

― 6.00 6.00

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） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  有  
連結業績予想の修正については、本日（平成22年10月29日）公表の「平成23年３月期第２四半期連結累計期間の業績予想値と決算値との差異および通
期業績予想の修正に関するお知らせ」を参照してくだい。 

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

通期 44,100 1.8 2,200 △2.5 2,300 △5.9 1,200 5.2 24.23



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（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。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（注）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、四半期決算短信［添付資料］Ｐ．３「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。 

4.  その他 （詳細は、［添付資料］Ｐ．４「２．その他の情報」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 有

② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期2Q  50,387,948株 22年3月期  50,387,948株

② 期末自己株式数 23年3月期2Q  865,972株 22年3月期  863,081株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q  49,523,858株 22年3月期2Q  50,263,815株



(参考)

平成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)

(注)当四半期における業績予想の修正有無　有

個別業績予想の修正については、本日（平成22年10月29日）公表の「平成23年３月期第２四半期連結累計期間の業績予想値と決算値との
差異および通期業績予想の修正に関するお知らせ」を参照してくだい。

(％表示は、対前期増減率)

20.19通期

営業利益 経常利益

％百万円 ％

売上高

30,500 3.0 1,600

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

△18.6 1,800 1,000 5.4△15.9
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

①業績全般の概況  

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）におけるわが国の経済は、

各種の政策効果や海外新興国経済の回復を背景に、企業収益の改善や個人消費の持ち直しなどで景気回復が

示されつつある一方、依然厳しい雇用情勢や円高・デフレ状況の継続、海外景気の下振れ懸念などから先行

き不透明感も強まっております。 

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19.97セントで始まった後、18.07セ

ントまで下落する場面もありましたが、世界的な天候異変を背景に主要生産国ブラジルを中心とした砂糖減

産懸念が強まったうえ、商品市場へ投機資金が流入したため、33.93セントの高値まで急激に上昇を続け、

32.51セントにて当第２四半期連結累計期間を終了しました。 

国内精糖市況（日本経済新聞掲載、東京）は、上白糖１kg当たり182～183円で始まりましたが、海外原糖

相場が、一時の高騰から下げに転じたことを受け、７月初旬に６円下げて176～177円となりました。その後

は海外原糖相場の上昇に先高感が強まったものの、同水準で当第２四半期連結累計期間を終了しました。 

このような状況のもと、当第２四半期連結累計期間の売上高は21,739百万円（前年同期比2.6％増）、営業

利益は1,323百万円（同46.5％増）、経常利益は1,346百万円（同39.0％増）となりました。また四半期純利

益は、資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額55百万円や投資有価証券評価損61百万円の特別損失の計上

などにより690百万円（同20.8％増）となりました。  

②セグメント別の状況 

（注）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）および「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が、これによるセグメント区分に与え

る影響がないため、前年同期比較を参考数値として記載しております。 
  

ⅰ 砂糖その他食品事業 

主力の砂糖につきましては、採算重視とマーケットニーズに沿った販売政策で臨みました。前半期は需

要不振と価格先安感による買い控えから、厳しい販売状況となりましたが、７月初旬の価格引き下げ後は

夏期の猛暑もあり、飲料向け液糖を中心に好調な出荷となりました。業務用製品出荷量は、液糖の伸長や

10月からの値上げを見越した先取り需要などから堅調であったものの、家庭用製品出荷量は、特売の減少

や家庭内調理行動の変化などの影響から、前年同期を下回りました。一方、国内精糖市況が前年同期比で

上昇していることから、売上高は増加しました。その他の甘味料につきましては、猛暑の影響から果糖や

ガムシロップの販売量が前年同期を上回りました。 

その結果、売上高は18,964百万円（前年同期比1.8％増）、セグメント利益は1,798百万円（同23.8％

増）となりました。  

ⅱ 健康産業事業 

フィットネス業界全般においては、大手チェーン店を中心とした価格競争の動きが強まりました。この

ような厳しい環境のなか、ドゥ・スポーツプラザにおきましては、新規会員獲得のための様々なキャンペ

ーンの実施や、既存会員に対する新プログラムの提供などのサービスの向上に努めました。また、一昨年

度および昨年度にオープンした新規店舗が順調に業績を伸ばしたこともあり、増収となりました。 

その結果、売上高は985百万円（前年同期比5.9％増）、セグメント損失23百万円（前年同期は56百万円

の損失）となりました。 

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報

  

  

  

売上高 

（外部顧客への売上高） 

セグメント利益または損失（△） 

（営業利益）  

当第２四半期 

連結累計期間 

対前年同期比 当第２四半期 

連結累計期間 

対前年同期比 

増減額 増減率 増減額  増減率 

  （百万円） （百万円） （％） （百万円） （百万円） （％）

砂糖その他食品事業  18,964  339  1.8  1,798  345  23.8

健康産業事業  985  54  5.9  △23  32  －

その他の事業  1,790  165  10.2  129  19  17.7

合計  21,739  558  2.6  1,904  397  26.4

調整額  －  －  －  △580  22  －

連結損益計算書計上額  21,739  558  2.6  1,323  420  46.5
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ⅲ その他の事業（前期までの「不動産その他事業」に相当） 

冷蔵倉庫事業・港湾運送事業につきましては、畜産品や輸入建材の取扱高がそれぞれ増加し増収となり

ました。合成樹脂等販売事業につきましても、需要の持ち直しと販売価格の上昇から増収となりました。 

その結果、その他の事業の合計の売上高は1,790百万円（前年同期比10.2％増）、セグメント利益は129

百万円（同17.7％増）となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

    ①資産、負債および純資産の状況  

総資産は、現金及び預金、投資有価証券の減少などから前期末に比べ 百万円減少し、 百万円とな

りました。 

総負債は、支払手形及び買掛金の減少などから 百万円減少し、 百万円となりました。 

純資産は、利益剰余金の増加などから 百万円増加し、 百万円となりました。 

②キャッシュ・フローの状況 

 当第２四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。 

 営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益 百万円を計上しましたが、仕入債

務の減少、法人税等の支払などから 百万円の収入となりました。 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、譲渡性預金の預入、払戻などから 百万円の収入となりました。 

 財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払などから 百万円の支出となりました。 

以上の結果、現金及び現金同等物の期末残高は、前期末より 百万円増加し、 百万円となりまし

た。 

  
（３）連結業績予想に関する定性的情報 

国内経済は、円高や株価の低迷による企業業績への影響、緊急経済対策の一部終了による個人消費の反動な

ど、景気の下振れ懸念が台頭しております。10月以降も上昇基調にある海外原糖市況は、今後も天候要因による

生産国の動向や商品市場の影響を受け神経質な展開が続くものと思われます。国内精糖市況は10月中旬に６円上

昇しましたが、その後も騰勢が続く海外原糖相場の影響から、今後の販売価格や需要の動向も不透明な状況にあ

ります。このような状況のなか、採算重視の販売と原料費をはじめとした諸コストの節減が実現できた第２四半

期連結累計期間の業績の進捗とともに、10月以降も、海外原糖相場等の動向を適切に反映した販売価格がある程

度浸透しつつある状況を勘案し、平成22年５月13日に発表した通期の業績予想を以下のとおり修正しておりま

す。 

詳細につきましては、本日(平成22年10月29日)公表の「平成23年３月期第２四半期連結累計期間の業績予想と

決算値との差異および通期業績予想の修正に関するお知らせ」を参照してください。  
  
①通期 連結業績予想（平成22年４月１日～平成23年３月31日）  

  
②[ご参考]通期 個別業績予想（平成22年４月１日～平成23年３月31日）  

973 35,973

1,097 8,157

124 27,816

1,270

362

448

536

274 4,774

  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

 43,100

百万円

 1,700

百万円

 1,800 

 百万円

 1,000 

円 銭

 20.19 

 今回発表予想(Ｂ)  44,100  2,200  2,300 1,200  24.23 

 増減額(Ｂ)－(Ａ)  1,000  500  500  200  － 

 増減率（％）  2.3  29.4  27.8  20.0  － 

 前期実績 

  (平成22年３月期)  
 43,299  2,256  2,442  1,141  22.75 

  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

29,600 

百万円

1,300 

百万円

1,500 

 百万円

900 

円 銭

18.17 

 今回発表予想(Ｂ)  30,500  1,600  1,800  1,000  20.19 

 増減額(Ｂ)－(Ａ) 900  300  300  100  － 

 増減率（％）  3.0  23.1  20.0  11.1  － 

 前期実績 

  (平成22年３月期)  
 29,614  1,965  2,139 948  18.92 
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（１）重要な子会社の異動の概要 

該当事項はありません。 

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

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。 

② 特有の会計処理 

税金費用については、当第２四半期連結会計期間を含む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もり、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しておりま

す。なお、法人税等調整額は法人税等合計に含めて表示しております。 

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

会計処理基準に関する事項の変更 

ⅰ 資産除去債務に関する会計基準の適用 

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）および「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、営業利益および経常利益は、それぞれ５百万円減少し、税金等調整前四半期純利益は 百万

円減少しております。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は 百万円であります。 

ⅱ 「持分法に関する会計基準」および「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」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）および「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。 

これによる経常利益および税金等調整前四半期純利益に与える影響はありません。 

ⅲ 税金費用の計算方法の変更 

従来、税金費用については、四半期会計期間を含む事業年度の法人税等の計算に適用される税率に基づ

き、年度決算に準じた簡便な方法により計算しておりましたが、四半期連結会計期間の税引前当期純利益に

対する税金費用を平準化させること、および四半期決算における迅速性に対応するため、第１四半期連結会

計期間から、税引前四半期純利益に見積実効税率を乗じて計算する方法に変更しております。なお、この変

更による損益に与える影響は軽微であります。 

２．その他の情報

61
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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 774 1,249

受取手形及び売掛金 4,287 4,425

有価証券 4,300 4,150

商品及び製品 2,602 2,714

仕掛品 196 149

原材料及び貯蔵品 993 1,036

その他 601 659

貸倒引当金 △0 △1

流動資産合計 13,755 14,384

固定資産   

有形固定資産   

土地 6,091 6,079

その他（純額） 3,698 3,856

有形固定資産合計 9,790 9,935

無形固定資産 132 85

投資その他の資産   

投資有価証券 10,595 10,828

その他 1,792 1,805

貸倒引当金 △93 △93

投資その他の資産合計 12,294 12,540

固定資産合計 22,217 22,562

資産合計 35,973 36,946
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（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 2,351 3,070

短期借入金 1,100 1,100

未払法人税等 602 680

引当金 290 275

その他 1,170 1,413

流動負債合計 5,514 6,540

固定負債   

引当金 511 503

その他 2,130 2,211

固定負債合計 2,642 2,714

負債合計 8,157 9,254

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 11,553 11,308

自己株式 △193 △192

株主資本合計 26,083 25,838

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 92 183

繰延ヘッジ損益 △3 25

土地再評価差額金 1,643 1,643

評価・換算差額等合計 1,732 1,852

純資産合計 27,816 27,691

負債純資産合計 35,973 36,946
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（２）四半期連結損益計算書 

（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) 

売上高 21,180 21,739

売上原価 17,098 17,236

売上総利益 4,082 4,502

販売費及び一般管理費 3,178 3,178

営業利益 903 1,323

営業外収益   

受取利息 8 4

受取配当金 27 20

持分法による投資利益 35 －

還付加算金 － 21

その他 27 19

営業外収益合計 98 65

営業外費用   

支払利息 15 8

持分法による投資損失 － 18

その他 18 15

営業外費用合計 33 42

経常利益 969 1,346

特別利益   

受取補償金 － 30

過年度固定資産税還付金 － 35

特別利益合計 － 66

特別損失   

固定資産除却損 12 －

投資有価証券評価損 － 61

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 55

ゴルフ会員権評価損 － 25

特別損失合計 12 142

税金等調整前四半期純利益 956 1,270

法人税、住民税及び事業税 180 －

法人税等調整額 204 －

法人税等合計 384 580

少数株主損益調整前四半期純利益 － 690

四半期純利益 571 690
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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 956 1,270

減価償却費 256 253

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 55

貸倒引当金の増減額（△は減少） △0 △0

賞与引当金の増減額（△は減少） △4 16

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △26 △1

退職給付引当金の増減額（△は減少） 2 △3

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △39 11

受取利息及び受取配当金 △35 △24

持分法による投資損益（△は益） △35 18

支払利息 15 8

固定資産除却損 12 1

投資有価証券評価損益（△は益） － 61

ゴルフ会員権評価損 － 25

還付加算金 － △21

受取補償金 － △30

過年度固定資産税還付金 － △35

売上債権の増減額（△は増加） 331 137

たな卸資産の増減額（△は増加） 896 88

仕入債務の増減額（△は減少） △224 △719

その他の流動資産の増減額（△は増加） 7 △11

その他の流動負債の増減額（△は減少） △189 △192

その他の固定負債の増減額（△は減少） △5 △11

その他 66 △28

小計 1,983 867

利息及び配当金の受取額 82 76

利息の支払額 △21 △8

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） 33 △652

還付加算金の受取額 － 21

補償金の受取額 － 30

過年度固定資産税の還付額 － 35

その他の支出 △2 △8

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,075 362
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（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) 

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 △1,000 －

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 △300

譲渡性預金の払戻による収入 － 900

有形固定資産の取得による支出 △186 △157

無形固定資産の取得による支出 △4 △44

投資有価証券の取得による支出 △205 △6

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 －

その他 △10 57

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,947 448

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入金の返済による支出 △86 △50

リース債務の返済による支出 △14 △35

長期未払金の返済による支出 △13 △5

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 △301 △444

財務活動によるキャッシュ・フロー △416 △536

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △288 274

現金及び現金同等物の期首残高 2,234 4,499

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,946 4,774
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該当事項はありません。  

  

  

 該当事項はありません。  

  

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）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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