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1.  平成23年3月期第3四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年12月31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3四半期 34,302 3.3 2,206 22.6 2,318 18.1 1,283 10.5
22年3月期第3四半期 33,209 △1.6 1,799 43.4 1,963 66.8 1,161 73.8

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3四半期 25.93 ―

22年3月期第3四半期 23.11 ―

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3四半期 37,085 28,444 76.7 574.39
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3四半期  28,444百万円 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  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 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3Q  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3Q  867,166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3Q  49,522,995株 22年3月期3Q  50,263,210株
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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３四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年12月31日）におけるわが国の経済は、

前半において個人消費や輸出の伸びが景気の回復基調を支えましたが、後半は経済対策の一部終了による反

動や新興国需要拡大の鈍化が見られ、景気の足踏み状態となりました。また、厳しい雇用情勢や円高・デフ

レ状況の長期化などから、先行き不透明感も一層強まっております。 

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生産各国における砂糖減産懸念が強まっ

たうえ、商品市場全般へ投機資金が流入したため、11月に39.65セントの高値まで上昇しました。その後は若

干下落したものの、引き続き天候不安による需給逼迫懸念を背景に36.15セントの高値圏にて当第３四半期連

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、７月初旬に６円下

げて176～177円となった後は、海外原糖相場の高騰を背景に10月中旬に182～183円と期初の水準まで上昇

し、さらに12月下旬に７円上昇して189～190円となり、当第３四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３四半期連結累計期間の売上高は34,302百万円（前年同期比3.3％増）、営業

利益は2,206百万円（同22.6％増）、経常利益は2,318百万円（同18.1％増）となりました。また、四半期純

利益は、投資有価証券評価損61百万円や資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額55百万円などの特別損失

の計上により1,283百万円（同10.5％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。期初は需要

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、夏の猛暑による飲料向け需要の

増加や、年末にかけての価格先高感を背景とした先取り需要などもあり、概ね前年同期並みの販売量を維

持しました。業務用製品出荷量は、液糖を中心に秋以降も堅調に推移し、前年同期を上回りましたが、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。ま

た、国内精糖市況が前年同期比で上昇を続けたこともあり、売上高は増加となりました。その他の甘味料

につきましては、果糖が飲料向け需要の増大から販売量を伸ばしたほか、ガムシロップの販売量も夏の好

調な出荷から前年同期を上回りました。 

その結果、売上高は30,104百万円（前年同期比3.1％増）、セグメント利益は2,907百万円（同10.8％

増）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３四半期 

連結累計期間 

対前年同期比 当第３四半期 

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  30,104  907  3.1  2,907  283  10.8

健康産業事業  1,481  85  6.1  △19  82  －

その他の事業  2,717  100  3.8  198  19  11.0

合計  34,302  1,092  3.3  3,087  385  14.3

調整額  －  －  －  △880  21  －

連結損益計算書計上額  34,302  1,092  3.3  2,206  406  22.6
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ⅱ 健康産業事業 

フィットネス業界全般においては、若年層から中高年層へと会員構成が変化するなか、大手チェーン店

を中心とした価格競争に加え、省エネ型小型店舗の進出などにより、市場環境は厳しさを増しておりま

す。このような状況のなか、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1,481百万円（前年同期比6.1％増）、セグメント損失は19百万円（前年同期は101百

万円の損失）となりました。 

ⅲ その他の事業（前期までの「不動産その他事業」に相当） 

冷蔵倉庫事業では畜産品の取扱高が、港湾運送事業では合板などの建材の取扱高がそれぞれ増加しまし

た。合成樹脂等販売事業は、主力の合成樹脂において、秋口からの安価な海外製品の輸入増により、取扱

高が減少しました。 

その他の事業の合計の売上高は2,717百万円（前年同期比3.8％増）、セグメント利益は198百万円（同

11.0％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、受取手形及び売掛金の増加、有価証券、商品及び製品の減少などから前期末に比べ 百万円増

加し、 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３四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、たな卸資産の減

少、売上債権の増加、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四半期末残高は、前期末より 百万円減少し、 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 

当第３四半期連結累計期間の業績は、営業利益、経常利益および当期純利益において、通期の業績予想数値を

わずかながらも上回る進捗となっておりますが、今後の見通しにつきましては、依然高水準にある海外原糖相

場、砂糖の総消費量、製品価格の動向が極めて不透明であります。このため通期の連結業績予想につきまして

は、平成22年10月29日公表数値を変更しておりません。  

  

139

37,085

613 8,641

752 28,444

2,231

160

1,270

579

1,690 2,809
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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３四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３四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３四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８百万円減少し、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

64

41
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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３四半期 
連結会計期間末 

(平成22年12月31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 1,309 1,249

受取手形及び売掛金 6,048 4,425

有価証券 3,500 4,150

商品及び製品 2,118 2,714

仕掛品 178 149

原材料及び貯蔵品 943 1,036

その他 706 659

貸倒引当金 △1 △1

流動資産合計 14,803 14,384

固定資産   

有形固定資産   

土地 6,091 6,079

その他（純額） 3,637 3,856

有形固定資産合計 9,728 9,935

無形固定資産 142 85

投資その他の資産   

投資有価証券 10,773 10,828

その他 1,730 1,805

貸倒引当金 △93 △93

投資その他の資産合計 12,410 12,540

固定資産合計 22,282 22,562

資産合計 37,085 36,946
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（単位：百万円）

当第３四半期 
連結会計期間末 

(平成22年12月31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 2,748 3,070

短期借入金 1,100 1,100

未払法人税等 543 680

引当金 139 275

その他 1,455 1,413

流動負債合計 5,986 6,540

固定負債   

退職給付引当金 146 147

役員退職慰労引当金 378 355

その他 2,129 2,211

固定負債合計 2,654 2,714

負債合計 8,641 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 12,146 11,308

自己株式 △193 △192

株主資本合計 26,676 25,838

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 130 183

繰延ヘッジ損益 △5 25

土地再評価差額金 1,643 1,643

評価・換算差額等合計 1,767 1,852

純資産合計 28,444 27,691

負債純資産合計 37,085 36,946
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（２）四半期連結損益計算書 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 33,209 34,302

売上原価 26,562 27,251

売上総利益 6,647 7,051

販売費及び一般管理費 4,847 4,845

営業利益 1,799 2,206

営業外収益   

受取利息 12 5

受取配当金 31 25

持分法による投資利益 116 62

還付加算金 － 21

その他 52 24

営業外収益合計 213 139

営業外費用   

支払利息 21 11

その他 28 16

営業外費用合計 50 28

経常利益 1,963 2,318

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 14 9

投資有価証券評価損 1 61

ゴルフ会員権評価損 － 27

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 55

特別損失合計 16 153

税金等調整前四半期純利益 1,946 2,231

法人税、住民税及び事業税 653 －

法人税等調整額 130 －

法人税等合計 784 947

少数株主損益調整前四半期純利益 － 1,283

四半期純利益 1,161 1,283
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31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 1,946 2,231

減価償却費 388 381

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） △149 △135

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △25 △0

退職給付引当金の増減額（△は減少） 16 △1

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △28 22

受取利息及び受取配当金 △44 △31

持分法による投資損益（△は益） △116 △62

支払利息 21 11

固定資産除却損 14 9

投資有価証券評価損益（△は益） 1 61

ゴルフ会員権評価損 － 27

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） △1,216 △1,623

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,154 599

仕入債務の増減額（△は減少） 569 △322

その他の流動資産の増減額（△は増加） 5 △161

その他の流動負債の増減額（△は減少） 84 64

その他の固定負債の増減額（△は減少） △7 △16

その他 126 7

小計 2,741 1,029

利息及び配当金の受取額 102 90

利息の支払額 △29 △10

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △84 △1,024

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 △10 △13

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,719 160
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（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31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 2,300 －

譲渡性預金の預入による支出 △2,550 △2,300

譲渡性預金の払戻による収入 1,750 1,200

有形固定資産の取得による支出 △192 △169

無形固定資産の取得による支出 △12 △70

投資有価証券の取得による支出 △208 △9

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 △30 －

貸付金の回収による収入 30 －

その他 0 77

投資活動によるキャッシュ・フロー △4 △1,270

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 △121 △75

リース債務の返済による支出 △27 △51

長期未払金の返済による支出 △19 △7

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 △301 △445

財務活動によるキャッシュ・フロー △471 △579

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,243 △1,690

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 4,478 2,809
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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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