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(百万円未満切捨て)

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）

（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 7,241 △3.0 407 △13.8 451 △10.9 284 △12.9
25年３月期第２四半期 7,469 △5.8 472 △21.0 506 △18.3 326 △13.3

(注) 包括利益 26年３月期第２四半期 294百万円(△8.0％) 25年３月期第２四半期 320百万円(△13.0％)

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 5. 21 ―
25年３月期第２四半期 5. 98 ―

（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 ％

26年３月期第２四半期 13,293 7,427 55.9
25年３月期 13,235 7,241 54.7

(参考) 自己資本 26年３月期第２四半期 7,427百万円 25年３月期 7,241百万円

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

25年３月期 ― 0. 00 ― 2. 00 2. 00

26年３月期 ― 0. 00

26年３月期(予想) ― 2. 00 2. 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)

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 15,000 2.1 950 △1.8 1,000 △2.6 620 △5.7 11. 37



  

 

 

 
  

・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。 

  

・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。  

  

※ 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) 26年３月期２Ｑ 54,560,000株 25年３月期 54,560,000株

② 期末自己株式数 26年３月期２Ｑ 24,030株 25年３月期 24,030株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年３月期２Ｑ 54,535,970株 25年３月期２Ｑ 54,536,550株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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（資産、負債及び純資産の状況） 

   

平成26年３月期の連結業績予想につきましては、平成25年５月９日付「平成25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。 
  

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。 

  

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、政府の金融緩和をはじめとする経済政策の効果や2020年の東京オリンピック開催

の決定等により景況感に改善が見られるものの、雇用環境の好転には至っておらず、円安による原

料価格やエネルギーコストの高止まり等の懸念があり、依然として先行き不透明な状況が続いてお

ります。

このような状況下、当社グループは引き続き安全・安心な商品の提供、製造・販売コストの低

減、適正価格での販売及び資産の効率的運用に努めてまいりました。

その結果、連結売上高は7,241百万円(前年同期比3.0％減)、連結営業利益407百万円(前年同期比

13.8％減)、連結経常利益451百万円(前年同期比10.9％減)、連結四半期純利益284百万円(前年同期

比12.9％減)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

適正価格での販売に注力し、販売数量は前年同期をやや上回ったものの、売上高は6,512百万円

(前年同期比2.3％減)となりました。営業利益は原材料の調達コストや製造・販売コストの管理の

徹底に努めたものの、538百万円(前年同期比4.2％減)となりました。

機能素材事業

販売数量は主に飲料向けの不振のため前年同期を下回り、売上高は538百万円(前年同期比

12.6％減)となりました。営業利益は製造コストの低減などに努めたものの、109百万円(前年同期

比15.8％減)となりました。

不動産賃貸事業

賃貸市場における賃貸マンション市況の低迷など厳しい状況の中、賃貸資産の一元管理のもと

資産の効率的な運用に努め、売上高は191百万円(前年同期比0.1％増)、営業利益は54百万円(前年

同期比9.4％減)となりました。

（２）財政状態に関する説明

当第２四半期末の資産合計は、受取手形及び売掛金の減少などがあるもののたな卸資産の増加な

どにより、前期末に比べ58百万円増加し13,293百万円となりました。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127百万円減少し5,866百万円となりました。純資産合計は、

四半期純利益による利益剰余金の増加などにより、前期末に比べ185百万円増加し7,427百万円とな

りました。この結果、自己資本比率は前期末の54.7％から55.9％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

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：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 399 411

受取手形及び売掛金 1,489 1,260

有価証券 10 －

商品及び製品 898 1,247

仕掛品 153 146

原材料及び貯蔵品 881 747

その他 1,074 1,107

貸倒引当金 △42 △32

流動資産合計 4,865 4,887

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,518 2,473

機械装置及び運搬具（純額） 145 151

土地 2,867 2,867

リース資産（純額） 0 －

その他（純額） 121 125

有形固定資産合計 5,653 5,617

無形固定資産 56 50

投資その他の資産   

投資有価証券 532 578

長期貸付金 1,964 1,983

その他 169 181

貸倒引当金 △6 △6

投資その他の資産合計 2,659 2,737

固定資産合計 8,370 8,406

資産合計 13,235 13,293
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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 899 772

短期借入金 2,820 3,022

未払法人税等 205 174

賞与引当金 62 65

その他 540 519

流動負債合計 4,527 4,554

固定負債   

長期借入金 1,059 882

退職給付引当金 266 282

役員退職慰労引当金 77 80

資産除去債務 16 16

その他 45 51

固定負債合計 1,466 1,312

負債合計 5,993 5,866

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,904 2,904

利益剰余金 4,334 4,510

自己株式 △3 △3

株主資本合計 7,235 7,411

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 5 16

繰延ヘッジ損益 0 △0

その他の包括利益累計額合計 5 16

純資産合計 7,241 7,427

負債純資産合計 13,235 13,293
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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 7,469 7,241

売上原価 5,898 5,700

売上総利益 1,570 1,541

販売費及び一般管理費   

販売費 505 524

一般管理費 593 609

販売費及び一般管理費合計 1,098 1,133

営業利益 472 407

営業外収益   

受取利息 22 20

受取配当金 9 5

持分法による投資利益 12 15

その他 4 15

営業外収益合計 49 57

営業外費用   

支払利息 14 12

その他 1 1

営業外費用合計 15 13

経常利益 506 451

特別利益   

固定資産売却益 2 －

特別利益合計 2 －

税金等調整前四半期純利益 509 451

法人税、住民税及び事業税 164 169

法人税等調整額 18 △2

法人税等合計 182 166

少数株主損益調整前四半期純利益 326 284

四半期純利益 326 284
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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 326 284

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △6 11

繰延ヘッジ損益 △0 △1

その他の包括利益合計 △6 10

四半期包括利益 320 294

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 320 294
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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) 

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 509 451

減価償却費 75 79

貸倒引当金の増減額（△は減少） 2 △9

賞与引当金の増減額（△は減少） △3 2

退職給付引当金の増減額（△は減少） △41 15

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 6 2

受取利息及び受取配当金 △32 △26

支払利息 14 12

持分法による投資損益（△は益） △12 △15

有形固定資産売却損益（△は益） △2 －

売上債権の増減額（△は増加） 67 229

たな卸資産の増減額（△は増加） 70 △208

仕入債務の増減額（△は減少） △127 △127

未払金の増減額（△は減少） 27 8

その他 △28 △28

小計 525 384

利息及び配当金の受取額 32 27

利息の支払額 △14 △12

法人税等の支払額 △252 △199

営業活動によるキャッシュ・フロー 291 200

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の償還による収入 － 10

投資有価証券の取得による支出 △1 △12

有形固定資産の取得による支出 △28 △16

有形固定資産の売却による収入 4 －

無形固定資産の取得による支出 － △39

貸付けによる支出 △540 △510

貸付金の回収による収入 437 469

その他 △6 △3

投資活動によるキャッシュ・フロー △135 △102

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） 240 240

長期借入金の返済による支出 △267 △215

自己株式の取得による支出 △0 －

配当金の支払額 △107 △107

リース債務の返済による支出 △3 △2

財務活動によるキャッシュ・フロー △138 △85

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 18 11

現金及び現金同等物の期首残高 362 399

現金及び現金同等物の四半期末残高 380 411
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該当事項はありません。 
  

該当事項はありません。 
  

Ⅰ  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) 

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) 

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。 

  

（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）

（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：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 6,662 615 191 7,469 － 7,469

  セグメント間の内部売上高 
  又は振替高

0 0 5 6 △6 －

計 6,662 615 197 7,475 △6 7,469

セグメント利益 561 130 59 751 △279 472

(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 6,512 538 191 7,241 － 7,241

  セグメント間の内部売上高 
  又は振替高

0 － 5 5 △5 －

計 6,512 538 197 7,247 △5 7,241

セグメント利益 538 109 54 702 △294 407
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