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（２）連結財政状態 

  

２．配当の状況 
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（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 ％ 

24年3月期第１四半期  20,197  3.7  1,901  △22.7  2,246  △19.3  1,335  △22.5

23年3月期第１四半期  19,478  △1.6  2,458  25.9  2,781  30.7  1,724  35.8

（注）  包括利益 24年3月期第１四半期 1,280百万円 ( ％)△25.4 23年3月期第１四半期 1,716百万円 ( ％)－

  
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 

24年3月期第１四半期  9  94     ―      

23年3月期第１四半期  12  83 ―      

  総資産 純資産 自己資本比率 

  百万円 百万円 ％ 

24年3月期第１四半期  69,968  52,865  74.4

23年3月期  71,538  52,132  71.7

（参考）自己資本 24年3月期第１四半期 52,030百万円 23年3月期 51,310百万円 

  
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 

23年3月期 ―        3 00 ―      4 00  7  00

24年3月期 ―               

24年3月期（予想）    3 00 ―      4 00  7  00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無： 無

  （％表示は、通期は対前期、第２四半期（累計）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（累計）  40,700  1.8  2,860  △36.2  3,410  △31.0  2,130  △28.7  15  85

通期  81,300  0.7  4,950  △21.4  5,860  △15.8  3,710  △8.0  27  62

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 無



４．その他 

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

  

  

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

  

  

  

  

（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連結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

提となる条件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．当四半期決算

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」をご覧下さい。 

  

  

（１）当四半期連結累計期間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）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用： 無

①  会計基準等の改正に伴う会計方針の変更        ： 無

②  ①以外の会計方針の変更                      ： 無

③  会計上の見積りの変更                        ： 無

④  修正再表示                                  ： 無

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期１Ｑ 141,667,400株 23年3月期 141,667,400株

②  期末自己株式数 24年3月期１Ｑ 7,323,959株 23年3月期 7,323,153株

③  期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期１Ｑ 134,343,875株 23年3月期１Ｑ 134,358,435株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

  当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の影響により生産活動や輸出が減少する中、デフ

レ傾向や厳しい雇用情勢が継続しており景気は低調に推移いたしました。また、当社の属する食品業界においても長

期に亘る個人消費の低迷や先行き不透明さから厳しい情勢が続いております。 

 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（第87期－第88期）の 終年度の計画達成に向け注

力してまいりました結果、当第１四半期連結累計期間の業績は下記の通りとなりました。 

  

  売上高       20,197百万円（前年同期比  3.7％増） 

  営業利益       1,901百万円（前年同期比 22.7％減） 

  経常利益       2,246百万円（前年同期比 19.3％減） 

  四半期純利益   1,335百万円（前年同期比 22.5％減） 

  

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、原料面ではタイやブラジルの増産見通しなどを背景に５月初旬まで下落局面が続いた海

外粗糖相場が、ブラジルの生産伸び悩みなどにより反転し６月末まで上昇を続ける展開となり、引き続きコストを圧

迫する材料となっております。 

 売上高としては国内販売価格水準の上昇を背景に前年同期を上回る結果ではありますが、震災により工場生産設備

に一部被害を受けたことなどから販売量は前年同期を下回りました。 

 生産面では、被災した千葉工場の生産体制を早期に復旧し、５月連休明けには通常通りの生産を再開するなど安定

供給に努めておりますが、原油相場が高水準で推移しており、省エネ活動に取組んでいるものの燃料コストの上昇を

余儀なくされております。  

 以上の結果、砂糖事業の売上高は17,995百万円、営業利益は1,550百万円となりました。 

  

 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） 

   期を通じて189～190円で推移 

  海外粗糖相場（ニューヨーク砂糖当限、１ポンド当たり） 

   始値27.11セント 高値30.88セント 安値20.40セント 終値28.08セント 

  

（食品素材事業） 

 食品素材事業におきましては、パラチニット®やクチナシ赤色素を始めとする色素事業が好調に推移し、また連結

子会社の食品向け色素、日持ち向上剤等が順調であったことにより、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1,875百万円、営業利益は159百万円となりました。 

  

（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326百万円、営業利益は191百万円となりました。 

  

   

  

  

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（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１四半期連結会計期間末の総資産は前連結会計年度末比1,570百万円減少し69,968百万円となりました。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流動資産 

 流動資産は、前連結会計年度末比1,401百万円減少し20,619百万円となりました。これは主として、受取手形及び

売掛金の増加412百万円、商品及び製品の増加1,266百万円があった一方で、現金及び預金の減少2,105百万円、仕掛

品の減少393百万円、原材料及び貯蔵品の減少522百万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168百万円減少し49,348百万円となりました。これは主として、有形固定資産等

の取得による増加があった一方で、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2,303百万円減少し17,102百万円となりました。これは主として、コマーシャル・ペ

ーパー発行による増加500百万円があった一方で、支払手形及び買掛金の減少1,951百万円、未払法人税等の減少523

百万円、未払費用の減少442百万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732百万円増加し52,865百万円となりました。これは主として、四半期純利益1,335

百万円、剰余金の配当538百万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 

平成24年３月期の連結業績予想につきましては、平成23年５月13日に公表のとおりとし変更はございません。 

  

  

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

  

 該当事項はありません。 

  

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

  

 該当事項はありません。 

  

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

  

 該当事項はありません。  

  

  

２．サマリー情報（その他）に関する事項
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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）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,458 3,353

受取手形及び売掛金 4,488 4,901

商品及び製品 4,085 5,351

仕掛品 1,709 1,316

原材料及び貯蔵品 5,438 4,915

繰延税金資産 548 538

その他 302 254

貸倒引当金 △10 △12

流動資産合計 22,021 20,619

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 24,077 24,095

減価償却累計額 △16,118 △16,246

建物及び構築物（純額） 7,958 7,849

機械装置及び運搬具 39,453 39,572

減価償却累計額 △32,269 △32,513

機械装置及び運搬具（純額） 7,183 7,059

工具、器具及び備品 1,619 1,645

減価償却累計額 △1,343 △1,345

工具、器具及び備品（純額） 275 300

土地 19,682 19,682

リース資産 44 50

減価償却累計額 △15 △18

リース資産（純額） 28 32

建設仮勘定 1,045 983

有形固定資産合計 36,174 35,908

無形固定資産   

無形固定資産合計 55 134

投資その他の資産   

投資有価証券 12,336 12,349

長期貸付金 59 55

繰延税金資産 129 134

その他 781 784

貸倒引当金 △19 △19

投資その他の資産合計 13,287 13,305

固定資産合計 49,517 49,348

資産合計 71,538 69,968
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 6,382 4,431

短期借入金 － 600

1年内返済予定の長期借入金 1,324 647

リース債務 8 9

未払費用 2,566 2,124

未払法人税等 1,330 806

未払消費税等 31 301

役員賞与引当金 68 12

その他 1,074 1,785

流動負債合計 12,786 10,719

固定負債   

長期借入金 1,185 1,110

リース債務 21 24

繰延税金負債 1,216 1,232

退職給付引当金 1,792 1,726

資産除去債務 56 56

長期預り保証金 1,022 997

その他 1,324 1,235

固定負債合計 6,619 6,383

負債合計 19,406 17,102

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 46,081 46,875

自己株式 △2,566 △2,567

株主資本合計 51,851 52,645

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 171 152

繰延ヘッジ損益 0 2

為替換算調整勘定 △713 △770

その他の包括利益累計額合計 △541 △615

少数株主持分 821 835

純資産合計 52,132 52,865

負債純資産合計 71,538 69,968
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
（四半期連結損益計算書） 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

売上高 19,478 20,197

売上原価 14,558 15,712

売上総利益 4,920 4,484

販売費及び一般管理費   

配送費 564 637

役員賞与引当金繰入額 16 11

退職給付引当金繰入額 38 37

その他 1,843 1,896

販売費及び一般管理費合計 2,462 2,583

営業利益 2,458 1,901

営業外収益   

受取利息 0 1

受取配当金 29 30

受取ロイヤリティー 0 96

持分法による投資利益 315 121

雑収入 22 144

営業外収益合計 368 394

営業外費用   

支払利息 8 7

固定資産除却損 5 15

雑損失 30 26

営業外費用合計 44 49

経常利益 2,781 2,246

特別利益   

合理化対策事業助成金収入 44 61

特別利益合計 44 61

特別損失   

固定資産圧縮損 44 61

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 33 －

災害による損失 － 25

特別損失合計 78 86

税金等調整前四半期純利益 2,748 2,221

法人税、住民税及び事業税 1,022 840

法人税等調整額 △35 26

法人税等合計 987 867

少数株主損益調整前四半期純利益 1,760 1,354

少数株主利益 36 18

四半期純利益 1,724 1,335
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 1,760 1,354

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △98 △9

繰延ヘッジ損益 △4 1

持分法適用会社に対する持分相当額 58 △66

その他の包括利益合計 △44 △74

四半期包括利益 1,716 1,280

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 1,679 1,261

少数株主に係る四半期包括利益 36 18
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 該当事項はありません。  

  

  

（セグメント情報）  

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年６月30日） 

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 

(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。 

  

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自平成23年４月１日 至平成23年６月30日） 

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 

(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。 

  

  

  

 該当事項はありません。  

  

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

  （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 17,220 1,897 360 19,478  － 19,478

セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
9 0 19 28  △28 －

計 17,229 1,897 379 19,506  △28 19,478

セグメント利益 2,159 90 207 2,458  － 2,458

  （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 17,995 1,875 326 20,197  － 20,197

セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
10 － 30 40  △40 －

計 18,005 1,875 356 20,238  △40 20,197

セグメント利益 1,550 159 191 1,901  － 1,901

（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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