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上 場 会 社 名 東洋精糖株式会社 上場取引所 東 

コ ー ド 番 号 2107 ＵＲＬ http://www.toyosugar.co.jp 

代 表 者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 佐々木 剛 

問合せ先責任者 (役職名) 常務取締役管理本部長 (氏名) 山口 佳久 (TEL)03(3668)7871

四半期報告書提出予定日 平成23年2月10日 配当支払開始予定日 － 

四半期決算補足説明資料作成の有無 ：有・無 

四半期決算説明会開催の有無 ：有・無 

（百万円未満切捨て） 
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） 
（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 11,476     4.7 1,079   △1.7 1,107     0.2 641     6.6
22年 ３月期第３四半期 10,959   △0.3 1,098    35.4 1,105    38.9 601    26.6

 

 
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３四半期 11.77 －    
22年 ３月期第３四半期 11.04 －    

 
（２）連結財政状態 

 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 12,898 5,869 45.5 107.62
22年 ３月期 13,367 5,301 39.7 97.21

(参考)自己資本 23年3月期第3四半期        5,869 百万円 22年3月期        5,301百万円 

 
２．配当の状況 

 
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 － 1.00 1.00   

23年 ３月期 － 0.00 －   

23年 ３月期(予想)   1.00 1.00   

(注)当四半期における配当予想の修正有無 ：有・無 

 
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） 

 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  15,000 3.8   1,200  △10.2 1,220   △9.0 670  △9.3 12.28 

(注)当四半期における業績予想の修正有無 ：有・無 

 



  

４．その他  （詳細は、【添付資料】P.3「その他の情報」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 ：有・無 

 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。 
 

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ：有・無 

（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 

① 会計基準等の改正に伴う変更 ：有・無 

② ①以外の変更 ：有・無 

（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） 

① 期末発行済株式数(自己株式を含む) 23年3月期3Ｑ 54,560,000株 22年3月期 54,560,000株

② 期末自己株式数 23年3月期3Ｑ 21,939株 22年3月期 20,820株

③ 期中平均株式数(四半期累計) 23年3月期3Ｑ 54,538,699株 22年3月期3Ｑ 54,539,664株

 
※ 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いません。 

 
※ 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連結業績予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したもの
であり、今後の事業環境の変化により実際の業績等が異なる可能性があります。 

 



  

(参考) 個別業績予想 
 
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） 

（％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  11,700 4.8   1,170  △9.3 1,190   △7.5 640   △9.4 11.73 

(注)当四半期における業績予想の修正有無 ：有・無 

 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
1.平成22年10月26日に公表いたしました通期個別業績予想を本資料において修正しております。 

2.上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、今後の事業環境の変化により実

際の業績等が異なる可能性があります。 
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1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報

(1) 連結経営成績に関する定性的情報

当第３四半期累計期間のわが国経済は、企業業績の改善により緩やかな回復基調を維持しているも
のの、依然として厳しい雇用情勢やデフレ状況が継続しており、加えて海外経済の不安定な動向や長
引く円高の影響などにより、先行き不透明な状況が続いております。
このような状況下、当社グループは引き続き食の安全・安心の確保、製造・販売コストの低減、適

正価格での販売及び資産の効率的運用に努めてまいりました。
その結果、当第３四半期累計期間の連結売上高は11,476百万円(前年同期比4.7％増)、連結営業利

益1,079百万円(前年同期比1.7％減)、連結経常利益1,107百万円(前年同期比0.2％増)、連結四半期純
利益641百万円(前年同期比6.6％増)となりました。

セグメントの業績は次のとおりであります。なお、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」などを適用しており、前年同期との増減率は記載しておりません。 
 

砂糖事業

販売量は年末需要が好調に推移したものの全般的には景気の低迷などの影響を受けたことによ
り前年同期に比べ若干下回る結果となりましたが、売上高は海外粗糖相場の高騰などにより、販
売価格が前年同期に比べ上昇したことから、10,341百万円となりました。営業利益は原材料の調
達や販売コストの管理徹底に努めた結果、1,181百万円となりました。

機能食品素材事業

販売量は、酵素処理ルチン及び酵素処理ヘスペリジンについては全般的に低調でしたが、ステ
ビア甘味料については順調に推移しました。売上高は高付加価値品を中心とした販売活動及び原
材料高騰による販売価格の見直しなどもあり853百万円となりました。営業利益は製造コストの低
減などに努めた結果、166百万円となりました。

不動産賃貸事業

賃貸資産の一元管理を行い、資産の効率的な運用に努めたものの賃貸マンション市況の低迷に
より、売上高は281百万円、営業利益は72百万円となりました。

(2) 連結財政状態に関する定性的情報

（資産、負債及び純資産の状況） 
  当第３四半期末の資産合計は、受取手形及び売掛金の増加などがあるものの現金及び預金やたな卸
資産の減少などにより、前期末に比べ468百万円減少し、12,898百万円となりました。負債合計は、
支払手形及び買掛金や長短借入金の減少などにより、前期末に比べ1,036百万円減少し、7,029百万円
となりました。純資産合計は四半期純利益による利益剰余金の増加などにより、前期末に比べ567百
万円増加し、5,869百万円となりました。この結果、自己資本比率は前期末の39.7％から45.5％とな
りました。

(3) 連結業績予想に関する定性的情報

  平成22年10月26日に公表いたしました平成23年３月期の通期業績予想を、当第３四半期累計期間の
業績を踏まえ、次の通り修正いたしました。

平成23年３月期見通し 
売上高    15,000百万円（前期比 3.8％増） 
営業利益    1,200百万円（前期比10.2％減） 
経常利益    1,220百万円（前期比 9.0％減） 
当期純利益    670百万円（前期比 9.3％減） 
１株当たり当期純利益 12円28銭

（参考）個別業績予想 
平成23年３月期見通し 
売上高    11,700百万円（前期比 4.8％増） 
営業利益    1,170百万円（前期比 9.3％減） 
経常利益    1,190百万円（前期比 7.5％減） 
当期純利益    640百万円（前期比 9.4％減） 
１株当たり当期純利益 11円73銭

 なお、上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、今
後の事業環境の変化により実際の業績等が異なる可能性があります。
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該当事項はありません。 

  

 
  

 
２. 表示方法の変更 

 

  該当事項はありません。 

  

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(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

   ①棚卸資産の評価方法

 当第３四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、当第２四
半期連結会計期間末の実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算出する方法によって
おります。

   ②固定資産の減価償却費の算定方法

 定率法を採用している固定資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間
按分して算出する方法によっております。                

２．四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理

    該当事項はありません。

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

１. 会計処理基準に関する事項の変更

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）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。 
 なお、本適用に伴う営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響は軽微
であります。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、15百万円であり
ます。 

（四半期連結損益計算書関係）

「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づく財
務諸表等規則等の一部を改正する内閣府令（平成21年３月24日 内閣府令第５号）の適用によ
り、当第３四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目を表示して
おります。

(4) 継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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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 312 748

受取手形及び売掛金 1,710 1,370

有価証券 10 －

商品及び製品 717 744

仕掛品 124 150

原材料及び貯蔵品 968 1,404

その他 798 753

貸倒引当金 △34 △10

流動資産合計 4,607 5,161

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 2,688 2,781

機械装置及び運搬具（純額） 152 161

土地 2,867 2,879

リース資産（純額） 3 4

その他（純額） 100 100

有形固定資産合計 5,812 5,928

無形固定資産 23 29

投資その他の資産

投資有価証券 486 507

長期貸付金 1,702 1,593

その他 280 152

貸倒引当金 △14 △6

投資その他の資産合計 2,455 2,247

固定資産合計 8,291 8,205

資産合計 12,898 13,367
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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 741 1,009

短期借入金 3,376 3,910

未払法人税等 211 412

賞与引当金 34 66

その他 578 493

流動負債合計 4,942 5,892

固定負債

長期借入金 1,606 1,798

退職給付引当金 311 234

役員退職慰労引当金 93 77

資産除去債務 15 －

その他 60 63

固定負債合計 2,087 2,172

負債合計 7,029 8,065

純資産の部

株主資本

資本金 2,904 2,904

利益剰余金 2,969 2,382

自己株式 △2 △2

株主資本合計 5,870 5,283

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △0 10

繰延ヘッジ損益 △1 7

評価・換算差額等合計 △1 17

純資産合計 5,869 5,301

負債純資産合計 12,898 13,367
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(2) 四半期連結損益計算書

【第３四半期連結累計期間】

（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 10,959 11,476

売上原価 8,293 8,755

売上総利益 2,666 2,721

販売費及び一般管理費

販売費 733 747

一般管理費 834 894

販売費及び一般管理費合計 1,568 1,642

営業利益 1,098 1,079

営業外収益

受取利息 32 34

受取配当金 9 9

負ののれん償却額 2 －

持分法による投資利益 4 5

その他 10 12

営業外収益合計 58 62

営業外費用

支払利息 47 32

その他 4 2

営業外費用合計 52 34

経常利益 1,105 1,107

特別損失

固定資産売却損 － 9

減損損失 57 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 9

特別損失合計 57 19

税金等調整前四半期純利益 1,047 1,087

法人税、住民税及び事業税 389 468

法人税等調整額 54 △23

法人税等合計 443 445

少数株主損益調整前四半期純利益 － 641

少数株主利益 1 －

四半期純利益 601 641
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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 1,047 1,087

減価償却費 106 108

減損損失 57 －

負ののれん償却額 △2 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 2 33

賞与引当金の増減額（△は減少） △31 △31

退職給付引当金の増減額（△は減少） △156 76

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 8 16

受取利息及び受取配当金 △41 △44

支払利息 47 32

持分法による投資損益（△は益） △4 △5

有形固定資産売却損益（△は益） － 9

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 9

売上債権の増減額（△は増加） △254 △340

たな卸資産の増減額（△は増加） 58 489

仕入債務の増減額（△は減少） △148 △268

未払金の増減額（△は減少） 31 34

その他 91 △34

小計 813 1,172

利息及び配当金の受取額 30 32

利息の支払額 △41 △28

法人税等の支払額 △169 △661

営業活動によるキャッシュ・フロー 632 515

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出 △2 △2

有形固定資産の取得による支出 △27 △34

有形固定資産の売却による収入 － 41

子会社株式の取得による支出 △27 －

貸付けによる支出 △470 △480

貸付金の回収による収入 253 311

その他 △3 △3

投資活動によるキャッシュ・フロー △276 △167

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） △630 △720

長期借入れによる収入 700 400

長期借入金の返済による支出 △558 △405

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 △53 △53

リース債務の返済による支出 △4 △4

財務活動によるキャッシュ・フロー △547 △784

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △191 △436

現金及び現金同等物の期首残高 721 748

現金及び現金同等物の四半期末残高 529 312
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 該当事項はありません。 

  

  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) 

 
  (注)１  事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。  

  ２  各区分に属する主要な製品 

 (1)砂糖事業…………………精製糖など 

 (2)機能食品素材事業………ステビア甘味料・機能性食品素材(酵素処理ルチン、酵素処理ヘスペリジン、 

              ゆずポリフェノールなど) 

 (3)不動産賃貸事業…………マンション・ビルの賃貸及び仲介 

  

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) 

 当社は、本邦以外の国又は地域に所在する在外支店及び連結子会社がないため、所在地別セグメ

ント情報の記載を省略しております。 

  

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) 

 当社は、海外売上高がないため、海外売上高の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

[事業の種類別セグメント情報]

砂糖事業 
(百万円)

機能食品
素材事業 
(百万円)

不動産
賃貸事業 
(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

9,673 994 291 10,959 - 10,959

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

0 - 8 9 (9) -

計 9,673 994 300 10,968 (9) 10,959

営業利益 1,134 149 83 1,367 （268) 1,098

[所在地別セグメント情報]

[海外売上高]
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（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。 

  

 １  報告セグメントの概要 

当社は、事業(製品等)の種類別セグメントを構成単位とした「砂糖事業」「機能食品素材事業」

「不動産賃貸事業」の３事業を報告セグメントの区分としております。「砂糖事業」は精製糖など

の製造・販売、「機能食品素材事業」はステビア甘味料及び機能性食品素材などの製造・販売、

「不動産賃貸事業」はマンション・ビルの賃貸及び仲介などを行っております。 

 これらの構成単位は、それぞれ包括的な戦略のもと事業を展開しており、分離された財務情報が

入手可能であり、取締役会等にて定期的に経営資源の分配の決定及び業績を評価する対象となって

いるものであります。 

  

 ２  報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報 

  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) 

 
 （注）１ セグメント利益の調整額は、各報告セグメントに配分していない全社費用(一般管理費)であります。 

  ２ 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。 

  

 ３  報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

該当事項はありません。 

  

  該当事項はありません。 

  

[セグメント情報]

  (単位：百万円)

報告セグメント
調整額 
（注）１

四半期連結
損益計算書 
計上額 
（注）２

砂糖事業
機能食品
素材事業

不動産
賃貸事業

計

売上高

  外部顧客への売上高 10,341 853 281 11,476 － 11,476

  セグメント間の内部売上高 
  又は振替高

0 － 8 8 △8 －

計 10,342 853 289 11,484 △8 11,476

セグメント利益 1,181 166 72 1,420 △341 1,079

(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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