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(百万円未満切捨て)

１．平成29年３月期第１四半期の連結業績（平成28年４月１日～平成28年６月30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
親会社株主に帰属
する四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％
29年３月期第１四半期 3,678 △2.5 178 51.9 210 51.9 173 80.5

28年３月期第１四半期 3,772 6.0 117 △5.7 138 △13.9 95 △13.9

(注) 包括利益 29年３月期第１四半期 148 百万円 (19.9％) 28年３月期第１四半期 123 百万円 ( 8.9％)

　

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
29年３月期第１四半期 3.18 ―

28年３月期第１四半期 1.76 ―
　

（２）連結財政状態
　

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

29年３月期第１四半期 10,780 7,239 67.2

28年３月期 11,291 7,255 64.3

(参考) 自己資本 29年３月期第１四半期 7,239百万円 28年３月期 7,255百万円

　

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

28年３月期 ― 0.00 ― 3.00 3.00

29年３月期 ―

29年３月期(予想) 0.00 ― 3.00 3.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

　

３．平成29年３月期の連結業績予想（平成28年４月１日～平成29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)

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属
する当期純利益

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) 7,100 △3.4 280 0.9 320 △5.9 250 4.0 4.58

通期 14,200 △1.9 590 △3.3 660 △9.2 520 △1.7 9.54

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無
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※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

　 (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)
　 新規 ― 社 (社名) ― 、除外 ― 社 (社名) ―

（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) 29年３月期１Ｑ 54,560,000株 28年３月期 54,560,000株

② 期末自己株式数 29年３月期１Ｑ 27,503株 28年３月期 27,082株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 29年３月期１Ｑ 54,532,707株 28年３月期１Ｑ 54,534,050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、四半期連結財務諸表に対する四半期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、その達成を当社として約束する趣旨のものではあり

ません。また、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。
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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

わが国経済は、引き続き緩やかな回復基調にあるものの、新興国経済の減速や円高の進行、不

安定な株式相場により、企業の景況感や個人消費の先行きは不透明であります。更に６月下旬の

英国の欧州連合(ＥＵ)からの離脱決定による今後の世界経済への影響も懸念されます。

このような状況下、当社グループは、事業本部制への機構改革を行い、砂糖事業と機能素材事

業において、製販一体の採算改善に努めております。

その結果、連結売上高は3,678百万円(前年同期比2.5％減)、連結営業利益は178百万円(前年同

期比51.9％増)、連結経常利益は210百万円(前年同期比51.9％増)、親会社株主に帰属する四半期

純利益は173百万円(前年同期比80.5％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。
　

砂糖事業

国内景気を反映した需要の低迷と天候不順により、販売数量は前年同期をやや下回ったもの

の、売上高はほぼ横ばいの3,430百万円(前年同期比0.3％減)となりました。営業利益は、原材

料調達コストや製造・販売コストの低減により、301百万円(前年同期比16.9％増)となりまし

た。
　

機能素材事業

化粧品原料が堅調に推移したものの飲料・健康食品向けの酵素処理ヘスペリジンの出荷が低

調であったため、売上高は248百万円(前年同期比9.1％減)となりましたが、営業利益は経費の

低減などにより、17百万円(前年同期比31.6％増)となりました。
　

（２）財政状態に関する説明

（資産、負債及び純資産の状況）

当第１四半期末の資産合計は、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

510百万円減少し10,780百万円となりました。負債合計は、支払手形及び買掛金の減少などによ

り、前期末に比べ495百万円減少し3,540百万円となりました。純資産合計は、親会社株主に帰

属する四半期純利益の計上があるものの、配当金の支払やその他有価証券評価差額金の減少な

どにより、前期末に比べ15百万円減少し7,239百万円となりました。この結果、自己資本比率は

前期末の64.3％から67.2％となりました。
　

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成29年３月期の連結業績予想につきましては、平成28年５月12日付「平成28年３月期決算

短信〔日本基準〕(連結)」にて公表いたしました連結業績予想から変更はありません。

　

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

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。
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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28年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成28年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,157 2,038

受取手形及び売掛金 1,254 1,271

商品及び製品 1,018 1,003

仕掛品 122 94

原材料及び貯蔵品 886 558

短期貸付金 997 997

その他 214 215

貸倒引当金 △12 △12

流動資産合計 6,638 6,166

固定資産

有形固定資産 1,411 1,409

無形固定資産 34 31

投資その他の資産

投資有価証券 793 762

長期貸付金 2,046 2,046

退職給付に係る資産 30 30

その他 309 308

貸倒引当金 △6 △6

投資その他の資産合計 3,173 3,142

固定資産合計 4,619 4,582

繰延資産 33 31

資産合計 11,291 10,780
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成28年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成28年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,175 688

短期借入金 1,840 1,840

未払法人税等 74 26

賞与引当金 65 32

その他 422 508

流動負債合計 3,577 3,095

固定負債

長期借入金 39 29

役員退職慰労引当金 49 55

退職給付に係る負債 315 320

資産除去債務 1 1

その他 52 38

固定負債合計 458 445

負債合計 4,036 3,540

純資産の部

株主資本

資本金 2,904 2,904

利益剰余金 4,276 4,286

自己株式 △3 △3

株主資本合計 7,177 7,187

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 107 81

繰延ヘッジ損益 - △0

退職給付に係る調整累計額 △30 △28

その他の包括利益累計額合計 77 52

純資産合計 7,255 7,239

負債純資産合計 11,291 10,780
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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27年４月１日
　至 平成27年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年６月30日)

売上高 3,772 3,678

売上原価 3,109 2,984

売上総利益 663 694

販売費及び一般管理費

販売費 260 262

一般管理費 285 253

販売費及び一般管理費合計 546 515

営業利益 117 178

営業外収益

受取利息 9 8

受取配当金 1 2

持分法による投資利益 8 8

為替差益 1 14

その他 3 1

営業外収益合計 24 35

営業外費用

支払利息 3 1

その他 0 1

営業外費用合計 3 3

経常利益 138 210

税金等調整前四半期純利益 138 210

法人税、住民税及び事業税 2 20

法人税等調整額 40 16

法人税等合計 42 37

四半期純利益 95 173

親会社株主に帰属する四半期純利益 95 173
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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27年４月１日
　至 平成27年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年６月30日)

四半期純利益 95 173

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 28 △26

繰延ヘッジ損益 △0 △0

退職給付に係る調整額 △0 2

その他の包括利益合計 27 △25

四半期包括利益 123 148

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 123 148
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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１四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年６月30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 138 210

減価償却費 22 21

貸倒引当金の増減額（△は減少） △0 0

賞与引当金の増減額（△は減少） △36 △32

退職給付に係る資産の増減額（△は増加） △7 △1

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △9 8

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △51 6

受取利息及び受取配当金 △11 △11

支払利息 3 1

持分法による投資損益（△は益） △8 △8

売上債権の増減額（△は増加） △0 △16

たな卸資産の増減額（△は増加） △14 371

仕入債務の増減額（△は減少） △112 △487

未払金の増減額（△は減少） 44 29

その他 △228 35

小計 △271 126

利息及び配当金の受取額 1 2

利息の支払額 △3 △1

法人税等の支払額 △20 △62

営業活動によるキャッシュ・フロー △293 64

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 △0 △0

有形固定資産の取得による支出 △11 △40

有形固定資産の売却による収入 - 0

貸付金の回収による収入 0 0

その他 △2 -

投資活動によるキャッシュ・フロー △14 △41

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） △210 -

長期借入金の返済による支出 △53 △10

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 △86 △132

財務活動によるキャッシュ・フロー △350 △142

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △658 △118

現金及び現金同等物の期首残高 2,704 2,157

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,045 2,038
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（４）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）

　該当事項はありません。

　

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

　該当事項はありません。

　

（セグメント情報等）

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間(自 平成27年４月１日 至 平成27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

(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

素材事業
不動産
賃貸事業

計

売上高

外部顧客への売上高 3,438 272 61 3,772 － 3,772

セグメント間の内部売上高
又は振替高

0 － － 0 △0 －

計 3,439 272 61 3,772 △0 3,772

セグメント利益又は損失(△) 258 13 △15 256 △138 117

（注）１．セグメント利益又は損失(△)の調整額は、主として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．セグメント利益又は損失(△)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。

　

２．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。

　

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間(自 平成28年４月１日 至 平成28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

(単位：百万円)

報告セグメント
調整額
（注）２

四半期連結
損益計算書
計上額
（注）３

砂糖事業
機能

素材事業
計

売上高

外部顧客への売上高 3,430 248 3,678 － 3,678

セグメント間の内部売上高
又は振替高

0 － 0 △0 －

計 3,430 248 3,678 △0 3,678

セグメント利益 301 17 319 △140 178

（注）１．不動産賃貸事業は平成27年９月30日付で撤退いたしました。

２．セグメント利益の調整額は、主として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。

３．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。

　

２．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。
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