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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 （△21.3％） 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

百万円百万円
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総資産 純資産 自己資本比率
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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

2117
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％ 百万円 ％
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651 

7,429 

百万円
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％

売上高

百万円 ％ 百万円

(百万円未満切捨て)

営業利益 経常利益

平成24年3月期 第２四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

平成23年10月31日

四半期純利益

(％表示は、対前年同四半期増減率)

 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） ： 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

(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

・ 新光製糖株式会社は、日新製糖株式会社と、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 

当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、平成23年３月11日に発生した東日本大震災による甚大な被害

により、一部回復の兆しが見えていた企業活動は大きな影響を受け、先行き不透明な状況で推移しました。雇用・

所得環境は、引き続き厳しい状況にあり、個人消費は低調に推移しました。 

精糖業界につきましては、個人消費の低迷等の影響により、砂糖需要の漸減が続いており、国内砂糖市況は先行

き不透明な状況にあります。 

当第２四半期連結累計期間の海外粗糖市況は、ニューヨーク砂糖先物市場(11号約定、期近限月の引け値)１ポン

ド当たり期初27.44セントで始まり、平成23年５月上旬に20.47セントまで値を下げました。その後、主要産地であ

るブラジルの減産懸念等を背景に一時30セントを超える勢いをみせた後、26.34セントで当第２四半期連結累計期間

を終了しました。国内砂糖市況(日本経済新聞掲載、大阪上白糖現物相場１キログラム当たり)は、期初190円で始ま

り、平成23年７月後半に186円に値を下げ、同レベルを維持して当第２四半期連結累計期間を終了しました。 

当社グループの主な部門別の概要は、次のとおりであります。 

精製糖・液糖部門は、東日本大震災の影響により、一部ユーザーに西日本への生産シフトの動きがあったこと等

から需要が一時的に増加し、販売数量は前年同期比増加しました。売上高は、国内砂糖価格が前年同期比上昇した

ことも加わり、6,818百万円（前年同期比11.2％増）となりました。 

氷砂糖部門では、主産地である和歌山県で収穫直前に接近した台風の影響により、青梅が落下し、市場への出回

り数量が昨年比減少したことから、主要用途であります梅酒・梅シロップ用の需要が落ち込み、販売数量は前年同

期比減、売上高は500百万円(前年同期比3.0％減)となりました。 

精製糖、液糖及び氷砂糖を除くその他の売上高は110百万円となりました。 

以上の結果、当第２四半期連結累計期間の当社グループの売上高は7,429百万円(前年同期比9.8％増)となりまし

た。 

利益面では、原料粗糖の適切な価格での調達、採算を重視した販売、及び製造コスト削減等に努めましたが、原

料粗糖価格上昇分の販売価格への転嫁が遅れたこと及び経営統合に係る一時的な費用増等が影響し、営業利益は前

年同期比31.0％減少し、375百万円となりました。経常利益は、前年同期比31.8％減の444百万円となり、当第２四

半期純利益は前年同期比28.4％減の297百万円となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

当第２四半期連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末に比べ329百万円減少し、13,745百万円となりまし

た。これは主に、原材料及び貯蔵品が減少したこと等によるものであります。 

当第２四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ524百万円減少し、1,100百万円となりまし

た。これは主に、買掛金が減少したこと等によるものであります。 

当第２四半期連結会計期間末の純資産合計は、前連結会計年度末に比べ194百万円増加し、12,645百万円となりま

した。これは、利益剰余金が増加したこと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  

新光製糖株式会社は、日新製糖株式会社と、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。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（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：千円）

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 529,803 603,611

売掛金 668,671 435,684

有価証券 － 199,934

商品及び製品 605,916 619,789

仕掛品 192,208 135,458

原材料及び貯蔵品 908,903 655,810

繰延税金資産 65,405 61,640

預け金 4,450,000 4,620,000

その他 18,712 7,343

貸倒引当金 △1,000 △1,000

流動資産合計 7,438,622 7,338,272

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 2,132,816 2,121,893

減価償却累計額 △1,271,774 △1,286,675

建物及び構築物（純額） 861,042 835,217

機械装置及び運搬具 9,563,335 9,588,338

減価償却累計額 △8,009,699 △8,191,915

機械装置及び運搬具（純額） 1,553,635 1,396,422

土地 1,151,226 1,148,574

建設仮勘定 105,839 241,810

その他 309,492 313,169

減価償却累計額 △245,129 △257,541

その他（純額） 64,363 55,628

有形固定資産合計 3,736,107 3,677,653

無形固定資産   

ソフトウエア 134,826 116,531

ソフトウエア仮勘定 11,103 9,833

無形固定資産合計 145,929 126,364

投資その他の資産   

投資有価証券 2,587,446 2,435,729

繰延税金資産 133,475 133,722

その他 40,951 41,115

貸倒引当金 △7,607 △7,607

投資その他の資産合計 2,754,265 2,602,959

固定資産合計 6,636,303 6,406,977

資産合計 14,074,925 13,745,250

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

-4-



（単位：千円）

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   

買掛金 477,978 156,023

未払法人税等 85,009 179,243

未払金 479,635 221,732

役員賞与引当金 15,150 4,500

その他 269,312 245,522

流動負債合計 1,327,086 807,022

固定負債   

退職給付引当金 239,492 236,620

役員退職慰労引当金 55,903 55,932

その他 1,798 511

固定負債合計 297,194 293,065

負債合計 1,624,280 1,100,087

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,495,000 1,495,000

資本剰余金 942,783 942,783

利益剰余金 9,835,971 10,018,668

自己株式 △16,336 △16,950

株主資本合計 12,257,418 12,439,500

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 5,738 3,325

その他の包括利益累計額合計 5,738 3,325

少数株主持分 187,487 202,336

純資産合計 12,450,645 12,645,162

負債純資産合計 14,074,925 13,745,250
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（２）四半期連結損益及び包括利益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

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 6,765,568 7,429,260

売上原価 5,345,025 6,089,886

売上総利益 1,420,543 1,339,374

販売費及び一般管理費 876,479 963,923

営業利益 544,063 375,450

営業外収益   

受取利息 14,872 9,991

受取配当金 4,707 3,766

持分法による投資利益 92,459 52,245

その他 5,592 3,882

営業外収益合計 117,632 69,885

営業外費用   

固定資産処分損 9,415 887

その他 1,020 62

営業外費用合計 10,436 949

経常利益 651,259 444,387

特別利益   

固定資産売却益 － 42,151

特別利益合計 － 42,151

税金等調整前四半期純利益 651,259 486,539

法人税、住民税及び事業税 239,258 167,258

法人税等調整額 10,861 5,195

法人税等合計 250,119 172,453

少数株主損益調整前四半期純利益 401,139 314,086

少数株主利益又は少数株主損失（△） △14,304 16,558

四半期純利益 415,443 297,527

少数株主利益又は少数株主損失（△） △14,304 16,558

少数株主損益調整前四半期純利益 401,139 314,086

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △5,020 △2,413

その他の包括利益合計 △5,020 △2,413

四半期包括利益 396,118 311,672

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 412,133 296,824

少数株主に係る四半期包括利益 △16,014 14,848
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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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