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1.  平成26年3月期第1四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25年6月30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 ％

26年3月期第1四半期 5,111 0.8 264 △0.2 300 0.2 183 3.8
25年3月期第1四半期 5,070 1.1 265 △28.8 299 △31.8 176 △25.9

（注）包括利益 26年3月期第1四半期 230百万円 （142.4％） 25年3月期第1四半期 95百万円 （△65.6％）

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

26年3月期第1四半期 6.82 ―
25年3月期第1四半期 6.60 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第1四半期 19,903 14,270 69.6
25年3月期 20,023 14,308 69.3
（参考） 自己資本   26年3月期第1四半期  13,853百万円 25年3月期  13,879百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  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

25年3月期 ― 0.00 ― 10.00 10.00
26年3月期 ―
26年3月期（予想） 0.00 ― 9.00 9.00

3. 平成26年 3月期の連結業績予想（平成25年 4月 1日～平成26年 3月31日）  
（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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

第2四半期(累計) 10,000 0.1 550 △8.3 600 △5.5 350 △13.6 13.02
通期 20,000 1.2 950 △4.5 1,050 △8.2 650 △9.3 24.18



(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 

(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及び合理的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いては、四半期決算短信
（添付資料）３ページ「連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。 

※  注記事項

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

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） 26年3月期1Q 29,748,200 株 25年3月期 29,748,200 株
② 期末自己株式数 26年3月期1Q 2,863,447 株 25年3月期 2,863,447 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期1Q 26,884,753 株 25年3月期1Q 26,742,440 株
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 当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新政権による経済・金融政策への期待感から、円

高修正や株価上昇など景況感に改善が見られたものの、欧州の金融不安や中国経済の減速が懸念される

など先行き不透明な状況で推移いたしました。 

 この様な環境下、当社グループは、製品の安定供給を 重要課題として取り組みました。また、タイ

のイヌリン製造子会社において、本稼働に向けた工場建設の推進に注力してまいりました。 

 以上の結果、当第１四半期連結累計期間の業績は、売上高5,111百万円（前年同期比0.8％増）、営業

利益264百万円（同0.2％減）、経常利益300百万円（同0.2％増）となり、特別利益として投資有価証券

売却益11百万円を計上した結果、四半期純利益は183百万円（同3.8％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。 

① 精糖事業 

 精糖事業の業績は、売上高3,323百万円（前年同期比0.9％増）、営業利益287百万円（同1.2％減）と

なりました。売上高は、販売価格が下落したものの、飲料向け液糖を中心に大手ユーザー向けの販売が

順調に推移し、販売数量が増加したことにより増収となりました。損益面では、原料糖の仕入コストは

減少したものの、販売価格の下落や物流費等の販売費の増加により減益となりました。 

② 機能性素材事業 

 機能性素材事業の業績は、売上高1,637百万円（前年同期比0.9％増）、営業利益33百万円（同22.0%

増）となりました。売上高は、機能性食品素材「イヌリン」は前年同期ほどの大きな伸長は見られませ

んでした。連結子会社ユニテックフーズ㈱は、主力商品であるゼラチンが前期より引き続き好調に推移

したのに加え、新規取引先の増加や拡販効果により、前年同期比で増収となりました。損益面では、イ

ヌリン製造に係る原材料コストの減少や連結子会社ユニテックフーズ㈱における一般管理費の減少によ

り、前年同期比で増益となりました。 

③ 不動産事業 

 不動産事業の業績は、売上高150百万円（前年同期比1.1％減）、営業利益129百万円（同1.2％減）と

なりました。小規模賃貸住宅の稼働率が低下したことにより、前年同期比で若干ながら減収減益となり

ましたが、安定収益に貢献いたしました。 

  

 当第１四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ0.6％減少し、19,903百万円とな

りました。 

 当第１四半期連結累計期間における各財政状態の変動状況は、次のとおりであります。 

① 資産 

 資産につきましては、流動資産で前連結会計年度末に比べ3.5％減少し、8,376百万円となりました。

これは主に棚卸資産の減少等によるものであります。 

 また、固定資産は前連結会計年度末に比べ1.6％増加し、11,527百万円となりました。これは主に建

設仮勘定の増加等によるものであります。 

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

（２）財政状態に関する説明
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② 負債 

 負債につきましては、流動負債で前連結会計年度末に比べ5.7％減少し、3,504百万円となりました。

これは主に未払法人税等の減少等によるものであります。 

 また、固定負債は前連結会計年度末に比べ6.6％増加し、2,128百万円となりました。これは主に長期

借入金の増加等によるものであります。 

③ 純資産 

 純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ0.3％減少し、14,270百万円となりました。これは

主に四半期純利益を計上したものの、配当金の支払により利益剰余金が減少したこと等によるものであ

ります。 

  

当第１四半期累計期間の業績は概ね順調に推移しております。よって、前回発表(平成25年４月30日)

の第２四半期連結累計期間業績予想及び通期業績予想に変更はありません。 

なお、業績予想につきましては、当社が発表日現在において入手可能な情報に基づき判断したもので

あり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。  

  

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明
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 該当事項はありません。  

  

  

 該当事項はありません。 

  

  

 該当事項はありません。 

  

  

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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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25年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成25年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,291,486 2,249,938

受取手形及び売掛金 1,993,693 1,953,392

有価証券 322,085 322,088

商品及び製品 1,469,940 1,575,980

仕掛品 162,901 145,355

原材料及び貯蔵品 1,246,646 1,016,387

その他 1,191,729 1,116,280

貸倒引当金 △2,911 △3,165

流動資産合計 8,675,571 8,376,258

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 686,222 673,864

機械装置及び運搬具（純額） 193,074 182,667

土地 2,048,834 2,048,834

建設仮勘定 623,883 875,588

その他（純額） 60,463 55,379

有形固定資産合計 3,612,479 3,836,335

無形固定資産

のれん 793,787 766,790

その他 96,618 101,038

無形固定資産合計 890,406 867,828

投資その他の資産

投資有価証券 4,671,323 4,649,619

関係会社長期貸付金 1,962,552 1,962,552

その他 281,637 281,484

貸倒引当金 △70,252 △70,262

投資その他の資産合計 6,845,260 6,823,393

固定資産合計 11,348,146 11,527,557

資産合計 20,023,717 19,903,815
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成25年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成25年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,269,306 1,408,167

短期借入金 1,261,196 1,192,696

未払法人税等 207,760 79,773

賞与引当金 120,180 54,894

役員賞与引当金 9,830 2,380

その他 848,824 766,624

流動負債合計 3,717,097 3,504,536

固定負債

長期借入金 896,803 991,496

退職給付引当金 260,485 234,746

役員退職慰労引当金 164,893 171,641

資産除去債務 53,967 54,107

その他 621,784 676,958

固定負債合計 1,997,933 2,128,949

負債合計 5,715,031 5,633,485

純資産の部

株主資本

資本金 1,524,460 1,524,460

資本剰余金 2,530,171 2,530,171

利益剰余金 9,691,308 9,605,737

自己株式 △706,124 △706,124

株主資本合計 13,039,815 12,954,244

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 759,331 824,085

為替換算調整勘定 80,800 74,723

その他の包括利益累計額合計 840,131 898,809

少数株主持分 428,739 417,276

純資産合計 14,308,686 14,270,329

負債純資産合計 20,023,717 19,903,815

フジ日本精糖㈱（2114）　平成26年3月期 第1四半期決算短信

－6－



  
（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：千円）

前第１四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
 至 平成24年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
 至 平成25年６月30日)

売上高 5,070,105 5,111,740

売上原価 3,972,472 3,996,804

売上総利益 1,097,633 1,114,935

販売費及び一般管理費 832,481 850,388

営業利益 265,151 264,547

営業外収益

受取利息 12,208 12,638

受取配当金 24,539 22,565

持分法による投資利益 2,325 6,842

その他 4,600 3,835

営業外収益合計 43,674 45,881

営業外費用

支払利息 7,592 5,317

その他 1,599 4,977

営業外費用合計 9,192 10,294

経常利益 299,634 300,133

特別利益

投資有価証券売却益 － 11,540

特別利益合計 － 11,540

特別損失

固定資産除却損 3,309 21

投資有価証券償還損 5,455 －

投資有価証券評価損 9,738 －

特別損失合計 18,503 21

税金等調整前四半期純利益 281,130 311,652

法人税、住民税及び事業税 69,340 89,338

法人税等調整額 35,686 45,333

法人税等合計 105,026 134,672

少数株主損益調整前四半期純利益 176,103 176,979

少数株主損失（△） △454 △6,296

四半期純利益 176,558 183,276
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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：千円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
 至 平成24年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
 至 平成25年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 176,103 176,979

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △77,028 64,753

繰延ヘッジ損益 △0 －

為替換算調整勘定 △3,021 △11,480

持分法適用会社に対する持分相当額 △976 237

その他の包括利益合計 △81,026 53,511

四半期包括利益 95,077 230,491

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 96,891 241,953

少数株主に係る四半期包括利益 △1,814 △11,462
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 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】 

Ⅰ  前第１四半期連結累計期間(自  平成 24年４月１日  至  平成24年６月30日) 

１．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）１ セグメント利益の調整額184,081千円は、報告セグメントに帰属しない親会社の管理部門及び研究開発室に

係る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。 

  

Ⅱ  当第１四半期連結累計期間(自  平成25年４月１日  至  平成25年６月30日) 

１．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）１ セグメント利益の調整額185,662千円は、報告セグメントに帰属しない親会社の管理部門及び研究開発室に

係る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）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

（セグメント情報等）

(単位：千円)

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)

精糖事業
機能性素材 

事業
不動産事業 計

売上高

  外部顧客への売上高 3,295,522 1,622,815 151,767 5,070,105 ― 5,070,105

  セグメント間の内部売上高 
  又は振替高

3,332 395 277 4,004 △4,004 ―

計 3,298,854 1,623,211 152,045 5,074,110 △4,004 5,070,105

セグメント利益 290,649 27,356 131,227 449,232 △184,081 265,151

(単位：千円)

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)

精糖事業
機能性素材 

事業
不動産事業 計

売上高

  外部顧客への売上高 3,323,596 1,637,994 150,150 5,111,740 ― 5,111,740

  セグメント間の内部売上高 
  又は振替高

3,293 4,084 277 7,654 △7,654 ―

計 3,326,889 1,642,078 150,427 5,119,395 △7,654 5,111,740

セグメント利益 287,151 33,367 129,691 450,210 △185,662 264,547
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