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1. 平成26年3月期第2四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25年9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2四半期 25,975 △2.9 1,511 1.2 1,633 4.0 998 19.3
25年3月期第2四半期 26,751 ― 1,493 ― 1,571 ― 837 ―

（注）包括利益 26年3月期第2四半期 1,092百万円 （28.7％） 25年3月期第2四半期 848百万円 （―％）

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

26年3月期第2四半期 135.69 ―
25年3月期第2四半期 113.76 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第2四半期 54,671 45,287 82.8
25年3月期 54,884 44,637 81.3
（参考） 自己資本   26年3月期第2四半期  45,287百万円 25年3月期  44,637百万円

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 ― 60.00 60.00
26年3月期 ― 0.00
26年3月期（予想） ― 60.00 60.00

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、対前期増減率）

（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

通期 52,000 △2.0 2,900 6.6 3,000 2.1 1,800 6.4 244.52



(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）  ：  有  

（注）詳細は、添付資料Ｐ．３「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」をご覧ください。 

(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（注記事項）に関する事項（２）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 

(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
半期連結財務諸表に対する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 
（将来に関する記述等についてのご注意） 
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およ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。業績予想の前提となる条件およ
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、添付資料Ｐ．２「１．当四半期決算に関する定性的情報（３）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。 
(その他特記事項) 
当社は平成25年４月１日、子会社の日新製糖株式会社と新光製糖株式会社と合併した上、商号を「日新製糖ホールディングス株式会社」から「日新製糖株式会
社」に変更いたしました。 

※  注記事項

新規 ―社 （社名） 、 除外 2社 （社名）
日新製糖株式会社、新光製糖株式会
社

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2Q 7,557,961 株 25年3月期 7,557,961 株
② 期末自己株式数 26年3月期2Q 196,656 株 25年3月期 196,502 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期2Q 7,361,397 株 25年3月期2Q 7,361,840 株
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（１）経営成績に関する説明 

  当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府が推進する金融緩和政策により円安・株高が進行し、

個人消費が底堅く推移する中、景気は緩やかに回復しております。反面、来年度からの消費税増税、不安定な雇

用情勢等、依然として先行き不透明な状況が続いております。 

  海外原糖市況につきましては、ニューヨーク市場粗糖先物相場（当限）において１ポンド当たり17.70セントで

始まりました。４月に世界最大の生産・輸出国ブラジルにおける降雨による収穫遅れを背景に、今期高値となる

18.15セントまで上昇した後、同国の天候回復に加え、タイ・インド等の主要生産国の好調な生産見通しから軟調

に転じ、７月には今期安値となる15.93セントまで下落しました。その後は、ブラジル通貨レアルの上昇、同国の

天候要因・歩留まりの低下から生産量が下方修正されたことにより上伸し、17.48セントで当第２四半期を終了い

たしました。国内精糖市況（日本経済新聞掲載、東京）につきましては、円安の影響もあり、前期末から変わら

ず上白糖１㎏当たり182～183円で当第２四半期を終了いたしました。 

 このような状況のもと、砂糖その他食品事業においては、当社独自のきび砂糖や梅酒向けの氷砂糖は好調に推

移いたしましたが、家庭用製品全体の販売減少に歯止めがかからず、砂糖合計の出荷量は前年を下回りました。

また、エネルギーコストの上昇が大きな負担増となりましたが、本年４月の合併に伴い原材料調達コストおよび

経費の削減に取り組みました。その結果、売上高は24,273百万円（前年同期比2.9％減）、セグメント利益は

1,322百万円（同2.3％減）となりました。 

 その他の事業においては、ドゥ・スポーツプラザを運営する健康産業事業は、若年顧客の減少傾向と価格競争

の激化など、厳しい状況が続いておりますが、会員定着を重視した諸施策の実施により、増収増益を確保いたし

ました。冷蔵倉庫事業および港湾運送事業は、不採算部門の見直しにより取扱高は減少いたしましたが、コスト

削減と普通倉庫の稼働率向上により増益となりました。その結果、売上高は1,702百万円（前年同期比2.4％

減）、セグメント利益は188百万円（同36.0％増）となりました。 

 以上の結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は25,975百万円（前年同期比2.9％減）、営業利益は1,511百

万円（同1.2％増）、経常利益は1,633百万円（同4.0％増）となり、四半期純利益は998百万円（同19.3％増）と

なりました。 

（２）財政状態に関する説明 

（資産） 

 当第２四半期連結会計期間末における流動資産は25,582百万円となり、前連結会計年度末に比べ139百万円減少

いたしました。これは主に有価証券（譲渡性預金等）が3,699百万円増加、現金及び預金が2,172百万円、受取手

形及び売掛金が1,157百万円減少したことによるものであります。固定資産は29,089百万円となり、前連結会計年

度末に比べ73百万円減少いたしました。これは主に有形固定資産が273百万円減少、投資その他の資産が223百万

円増加したことによるものであります。 

 この結果、総資産は、54,671百万円となり、前連結会計年度末に比べ212百万円減少いたしました。 

（負債） 

 当第２四半期連結会計期間末における流動負債は6,421百万円となり、前連結会計年度末に比べ792百万円減少

いたしました。これは主に支払手形及び買掛金が618百万円減少したことによるものであります。固定負債は

2,962百万円となり、前連結会計年度末に比べ70百万円減少いたしました。これは主に引当金が61百万円減少した

ことによるものであります。 

 この結果、負債合計は、9,383百万円となり、前連結会計年度末に比べ863百万円減少いたしました。 

（純資産） 

 当第２四半期連結会計期間末における純資産合計は45,287百万円となり、前連結会計年度末に比べ650百万円増

加いたしました。これは主に四半期純利益998百万円および剰余金の配当441百万円によるものであります。 

この結果、自己資本比率は82.8％（前連結会計年度末比1.5ポイント増）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 

 連結業績予想につきましては、当第２四半期連結累計期間の業績の進捗および第３四半期以降の業績見込みを

踏まえた結果、平成25年７月29日の「平成26年３月期 第１四半期決算短信」で公表いたしました連結業績予想に

変更はありません。 

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 

 当社は、平成25年４月１日に当社を存続会社とし、連結子会社であった日新製糖株式会社および新光製糖株式 

会社を消滅会社とする吸収合併方式により合併いたしました。   

   

（２）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。 

   

２．サマリー情報（注記事項）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25年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,306 1,134

受取手形及び売掛金 4,882 3,725

有価証券 10,311 14,011

商品及び製品 3,762 3,704

仕掛品 417 375

原材料及び貯蔵品 2,294 2,169

その他 747 463

貸倒引当金 △1 △1

流動資産合計 25,722 25,582

固定資産   

有形固定資産   

土地 8,526 8,526

その他（純額） 5,068 4,795

有形固定資産合計 13,595 13,321

無形固定資産 294 270

投資その他の資産   

投資有価証券 13,710 13,956

その他 1,659 1,637

貸倒引当金 △97 △97

投資その他の資産合計 15,273 15,496

固定資産合計 29,162 29,089

資産合計 54,884 54,671
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,533 2,914

短期借入金 1,100 1,100

未払法人税等 336 604

引当金 369 363

その他 1,874 1,439

流動負債合計 7,214 6,421

固定負債   

引当金 787 725

その他 2,245 2,236

固定負債合計 3,032 2,962

負債合計 10,247 9,383

純資産の部   

株主資本   

資本金 7,000 7,000

資本剰余金 12,020 12,020

利益剰余金 23,733 24,290

自己株式 △293 △293

株主資本合計 42,461 43,017

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 334 446

繰延ヘッジ損益 18 0

土地再評価差額金 1,823 1,823

その他の包括利益累計額合計 2,176 2,269

純資産合計 44,637 45,287

負債純資産合計 54,884 54,671
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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24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

売上高 26,751 25,975

売上原価 21,672 21,130

売上総利益 5,079 4,845

販売費及び一般管理費 3,585 3,334

営業利益 1,493 1,511

営業外収益   

受取利息 9 7

受取配当金 24 29

持分法による投資利益 48 84

その他 16 17

営業外収益合計 99 139

営業外費用   

支払利息 6 7

支払手数料 4 4

その他 9 4

営業外費用合計 21 16

経常利益 1,571 1,633

特別利益   

固定資産売却益 6 －

特別利益合計 6 －

特別損失   

固定資産除却損 7 4

減損損失 187 －

投資有価証券売却損 － 3

投資有価証券評価損 11 －

ゴルフ会員権評価損 2 －

特別損失合計 208 8

税金等調整前四半期純利益 1,370 1,625

法人税等 532 626

少数株主損益調整前四半期純利益 837 998

四半期純利益 837 998
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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24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 837 998

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 33 112

繰延ヘッジ損益 △23 △17

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 11 93

四半期包括利益 848 1,092

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 848 1,092
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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）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）
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