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１．平成24年３月期第２四半期の連結業績(平成23年４月１日～平成23年９月30日)

(１)連結経営成績（累計）

 24年3月期第2四半期

 23年3月期第2四半期

(注) 包括利益 24年3月期第2四半期 百万円 （35.2％） 23年3月期第2四半期 百万円 （ － ％）

 24年3月期第2四半期

 23年3月期第2四半期

(２)連結財政状態

 24年3月期第2四半期

 23年3月期

(参考) 自己資本 24年3月期第2四半期 百万円 23年3月期 百万円

２．配当の状況

 23年3月期

 24年3月期

３．その他

(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）

(２)四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 有

(注) 詳細は、添付資料Ｐ．３「２．サマリー情報（その他）に関する事項　四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」をご覧ください。

(３)会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

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

(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） 24年３月期２Ｑ 株 23年３月期 株

② 期末自己株式数 24年３月期２Ｑ 株 23年３月期 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年３月期２Ｑ 株 23年３月期２Ｑ 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おりません。

※　その他特記事項

・ 日新製糖株式会社は、新光製糖株式会社と、平成23年10月３日をもって株式移転により共同持株会社である日新製糖ホールディングス

株式会社を設立しております。

・ 日新製糖ホールディングス株式会社の連結業績予想および配当予想につきましては、平成23年10月３日公表の「平成24年３月期の業績

予想および配当予想について」をご覧ください。
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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23年４月１日 至 平成23年９月30日）におけるわが国の経済は、

東日本大震災による深刻な影響を受けた後、生産活動の立ち直りや復興需要の本格化の動きがみられる反

面、依然厳しい雇用情勢に加え、円高や欧米景気の減速による企業収益環境の悪化など、景気の下振れ要因

も台頭し、不透明な状況が続きました。 

海外原糖市況は、ニューヨーク市場粗糖先物相場（期近限月の帳入れ価格）において１ポンド当たり27.44

セントで始まり、主要輸出国タイにおける大幅増産予測による需給逼迫懸念の後退などから、５月上旬にか

け20.47セントまで下落しました。その後は、中東・北アフリカ諸国および中国での現物需要増加や 大生産

国ブラジルにおける減産懸念から、７月下旬に31.34セントの高値となりましたが、欧州の債務問題や米国の

景気減速を背景にした投機資金の流出により下げ基調となり、26.34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189～190円で始まりましたが、海外原糖

相場の下落を受け、７月末に４円下がり185～186円となりました。その後、海外原糖相場は上昇に転じたも

のの、国内精糖市況は同水準のまま推移し、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 百万円（前年同期比 ％増）、営業

利益は 百万円（同 ％減）、経常利益は 百万円（同 ％増）となり、四半期純利益は 百万円

（同 ％増）となりました。  

② セグメント別の状況 

  

ⅰ 砂糖その他食品事業 

主力の砂糖の販売量は、前年同期並となりました。当社の主要な販売基盤である東北地方が震災の影響

を受けるなどして、家庭用小袋の販売量は減少しました。一方、業務用製品については、飲料メーカー向

けの液糖やグラニュー糖の販売量が前年同期を上回りました。その他の甘味料においては、果糖の販売量

が飲料メーカー向けの需要増から前年同期を大きく上回りました。 

その結果、売上高は 百万円（前年同期比 ％増）、セグメント利益は 百万円（同 ％減）

となりました。  

ⅱ 健康産業事業 

会員制スポーツクラブのドゥ・スポーツプラザは、若年層を中心とした利用者の減少や、価格競争とい

ったフィットネス業界全般における近年の傾向に加え、春の入会キャンペーン展開への震災の影響もあ

り、厳しい状況が続きました。こうしたなか、新規会員の入会促進策や既存会員に対する定着施策の実

施、スクール部門の強化および経費の節減に努めました。 

その結果、売上高は 百万円（前年同期比 ％減）、セグメント損失は 百万円（前年同期は 百万

円の損失）となりました。 

１．当四半期決算に関する定性的情報

22,805 4.9

1,313 0.8 1,382 2.7 838

21.3

  

  

  

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  20,153  1,188  6.3  1,772  △26  △1.5

健康産業事業  976  △8  △0.8  △15  7  －

その他の事業  1,676  △114  △6.4  160  31  24.5

合計  22,805  1,066  4.9  1,917  12  0.7

調整額  －  －  －  △604  △23  －

連結損益計算書計上額  22,805  1,066  4.9  1,313  △10  △0.8

20,153 6.3 1,772 1.5

976 0.8 15 23
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ⅲ その他の事業 

港湾運送事業では、合板などの建材が、震災の影響による国内メーカー供給網の寸断などによる輸入品

への代替需要から取扱高が増加し、冷蔵倉庫事業の取扱高についても順調に推移しました。一方、合成樹

脂等販売事業は、主力の合成樹脂において、昨年来の安価な海外製品の輸入増により、取扱高は減少しま

した。 

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

％増）となりました。  

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

総資産は、商品及び製品、原材料及び貯蔵品の増加、ならびに現金及び預金の減少などから、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、未払法人税等の減少などから 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。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

日新製糖株式会社は、新光製糖株式会社と、平成23年10月３日をもって株式移転により共同持株会社である

日新製糖ホールディングス株式会社を設立しております。 

日新製糖ホールディングス株式会社の連結業績予想および配当予想につきましては、平成23年10月３日公表

の「平成24年３月期の業績予想および配当予想について」をご覧ください。 

  

四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

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、法人税等に含めて表示しております。 

  

1,676 6.4 160

24.5

283 37,436

757 8,451

474 28,984

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２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,800 767

受取手形及び売掛金 4,568 4,574

有価証券 4,550 4,700

商品及び製品 2,368 2,948

仕掛品 258 177

原材料及び貯蔵品 1,578 1,824

その他 562 604

貸倒引当金 △0 △0

流動資産合計 15,687 15,597

固定資産   

有形固定資産   

土地 6,091 6,091

その他（純額） 3,492 3,332

有形固定資産合計 9,584 9,424

無形固定資産 137 159

投資その他の資産   

投資有価証券 10,602 10,555

その他 1,803 1,793

貸倒引当金 △95 △95

投資その他の資産合計 12,310 12,254

固定資産合計 22,032 21,838

資産合計 37,719 37,436

日新製糖ホールディングス㈱ (日新製糖㈱分) (2117)　平成24年３月期 第２四半期決算短信

－4－



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,256 2,851

短期借入金 1,100 1,100

未払法人税等 671 528

引当金 318 300

その他 1,236 1,115

流動負債合計 6,581 5,896

固定負債   

引当金 531 488

その他 2,095 2,066

固定負債合計 2,627 2,555

負債合計 9,209 8,451

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 12,256 12,797

自己株式 △194 △194

株主資本合計 26,785 27,326

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 54 11

繰延ヘッジ損益 26 3

土地再評価差額金 1,643 1,643

その他の包括利益累計額合計 1,724 1,658

純資産合計 28,510 28,984

負債純資産合計 37,719 37,436
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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22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

売上高 21,739 22,805

売上原価 17,236 18,425

売上総利益 4,502 4,380

販売費及び一般管理費 3,178 3,067

営業利益 1,323 1,313

営業外収益   

受取利息 4 3

受取配当金 20 24

持分法による投資利益 － 43

還付加算金 21 －

その他 19 15

営業外収益合計 65 86

営業外費用   

支払利息 8 6

持分法による投資損失 18 －

その他 15 10

営業外費用合計 42 17

経常利益 1,346 1,382

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 － 6

投資有価証券評価損 61 8

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 142 14

税金等調整前四半期純利益 1,270 1,367

法人税等 580 529

少数株主損益調整前四半期純利益 690 838

四半期純利益 690 838
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（四半期連結包括利益計算書） 
（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22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 690 838

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △89 △41

繰延ヘッジ損益 △28 △22

持分法適用会社に対する持分相当額 △1 △1

その他の包括利益合計 △120 △66

四半期包括利益 570 771

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 570 771

日新製糖ホールディングス㈱ (日新製糖㈱分) (2117)　平成24年３月期 第２四半期決算短信

－7－



該当事項はありません。  

  

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）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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