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四半期報告書提出予定日 平成25年２月８日 配当支払開始予定日 ―

(百万円未満切捨て)

１．平成25年３月期第３四半期の連結業績（平成24年４月１日～平成24年12月31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 ％

25年３月期第３四半期 11,342 △5.2 774 △17.8 820 △15.4 524 △4.6

24年３月期第３四半期 11,964 4.3 942 △12.6 970 △12.3 549 △14.4

(注) 包括利益 25年３月期第３四半期 519百万円(△2.6％) 24年３月期第３四半期 533百万円(△14.3％)

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

25年３月期第３四半期 9. 62 ―

24年３月期第３四半期 10. 08 ―

（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 ％

25年３月期第３四半期 12,679 7,092 55.9

24年３月期 13,005 6,682 51.4

(参考) 自己資本 25年３月期第３四半期 7,092百万円 24年３月期 6,682百万円

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

24年３月期 ― 0. 00 ― 2. 00 2. 00

25年３月期 ― 0. 00 ―

25年３月期(予想) 2. 00 2. 00

３．平成25年３月期の連結業績予想（平成24年４月１日～平成25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 14,900 △4.2 880 △26.8 930 △25.4 580 △18.9 10. 64



  

 

 
（注）第１四半期より減価償却方法の変更を行っており、「会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別すること

が困難な場合」に該当しております。詳細は、添付資料２ページ「２．サマリー情報（注記事項）に関する事

項」（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示をご覧ください。 

 
  

・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が実施中です。 

  

・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 ： 有

② ①以外の会計方針の変更 ： 無

③ 会計上の見積りの変更 ： 有

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) 25年３月期３Ｑ 54,560,000株 24年３月期 54,560,000株

② 期末自己株式数 25年３月期３Ｑ 24,028株 24年３月期 23,359株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年３月期３Ｑ 54,536,376株 24年３月期３Ｑ 54,537,307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25年３月期の連結業績予想につきましては、平成24年５月10日付「平成24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。 

  

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更） 

当社及び連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１

日以後に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更して

おります。 

当該変更に伴う損益に与える影響額は軽微であります。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報
（１）連結経営成績に関する定性的情報

わが国経済は、「東日本大震災」からの復興需要等を背景に緩やかな回復基調となり、さらに平

成24年12月の総選挙による政権交代への期待感から円高や株安の修正が見られるものの、欧州債務

問題の影響等による世界的な景気の後退や対中関係悪化の影響等により、依然として先行きは予断

を許さない状況であります。

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11,342百万円(前年同期比5.2％減)、連結営業利益774百万円(前年同期比

17.8％減)、連結経常利益820百万円(前年同期比15.4％減)、連結四半期純利益524百万円(前年同期

比4.6％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たものの、低糖化嗜好の浸透や安価な加糖調製品へのシフト等の影

響を受け販売数量が前年同期を下回ったため、売上高は10,172百万円(前年同期比7.0％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、924百

万円(前年同期比15.3％減)となりました。

機能素材事業

販売数量は酵素処理ヘスペリジンやステビア甘味料を中心に主要製品が好調に推移し前年同期

を上回ったため、売上高は886百万円(前年同期比17.7％増)、営業利益は169百万円(前年同期比

25.4％増)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283百万円(前年同期比1.7％増)、営業利益は87百万円(前年

同期比13.6％増)となりました。

（２）連結財政状態に関する定性的情報

当第３四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325

百万円減少し12,679百万円となりました。負債合計は、借入金や未払法人税等の減少などにより、

前期末に比べ735百万円減少し5,587百万円となりました。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410百万円増加し7,092百万円となりました。この結果、自

己資本比率は前期末の51.4％から55.9％となりました。

（３）連結業績予想に関する定性的情報

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

東洋精糖㈱(2107)　平成25年3月期　第3四半期決算短信

－2－



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24年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 362 323

受取手形及び売掛金 1,477 1,565

有価証券 － 10

商品及び製品 842 872

仕掛品 132 81

原材料及び貯蔵品 921 475

その他 975 1,011

貸倒引当金 △35 △41

流動資産合計 4,677 4,298

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,587 2,540

機械装置及び運搬具（純額） 116 142

土地 2,867 2,867

リース資産（純額） 1 0

その他（純額） 109 121

有形固定資産合計 5,683 5,673

無形固定資産 15 18

投資その他の資産   

投資有価証券 493 498

長期貸付金 1,949 2,007

その他 192 189

貸倒引当金 △5 △6

投資その他の資産合計 2,629 2,689

固定資産合計 8,327 8,380

資産合計 13,005 12,679
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 835 875

短期借入金 2,490 2,128

未払法人税等 257 116

賞与引当金 67 31

その他 516 551

流動負債合計 4,166 3,703

固定負債   

長期借入金 1,690 1,451

退職給付引当金 334 295

役員退職慰労引当金 64 74

資産除去債務 15 16

その他 51 46

固定負債合計 2,156 1,883

負債合計 6,323 5,587

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,904 2,904

利益剰余金 3,786 4,201

自己株式 △3 △3

株主資本合計 6,687 7,102

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △4 △10

繰延ヘッジ損益 △0 －

その他の包括利益累計額合計 △5 △10

純資産合計 6,682 7,092

負債純資産合計 13,005 12,679
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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３四半期連結累計期間 

(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

売上高 11,964 11,342

売上原価 9,385 8,915

売上総利益 2,578 2,427

販売費及び一般管理費   

販売費 774 777

一般管理費 861 875

販売費及び一般管理費合計 1,635 1,652

営業利益 942 774

営業外収益   

受取利息 35 34

受取配当金 9 11

持分法による投資利益 2 21

その他 7 5

営業外収益合計 55 72

営業外費用   

支払利息 25 21

その他 1 5

営業外費用合計 27 26

経常利益 970 820

特別利益   

固定資産売却益 － 2

特別利益合計 － 2

特別損失   

ゴルフ会員権評価損 10 －

特別損失合計 10 －

税金等調整前四半期純利益 959 823

法人税、住民税及び事業税 361 263

法人税等調整額 48 35

法人税等合計 410 298

少数株主損益調整前四半期純利益 549 524

四半期純利益 549 524
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 四半期連結包括利益計算書 
 第３四半期連結累計期間 

(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 549 524

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △8 △5

繰延ヘッジ損益 △7 0

その他の包括利益合計 △16 △5

四半期包括利益 533 519

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 533 519
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日
 至 平成24年12月31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 959 823

減価償却費 111 117

貸倒引当金の増減額（△は減少） 6 5

賞与引当金の増減額（△は減少） △34 △35

退職給付引当金の増減額（△は減少） 22 △39

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △36 9

受取利息及び受取配当金 △45 △45

支払利息 25 21

持分法による投資損益（△は益） △2 △21

有形固定資産売却損益（△は益） － △2

ゴルフ会員権評価損 10 －

売上債権の増減額（△は増加） △474 △87

たな卸資産の増減額（△は増加） 480 466

仕入債務の増減額（△は減少） △25 40

未払金の増減額（△は減少） 18 27

その他 92 △25

小計 1,108 1,254

利息及び配当金の受取額 33 34

利息の支払額 △22 △18

法人税等の支払額 △594 △400

営業活動によるキャッシュ・フロー 524 869

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 △12 △2

有形固定資産の取得による支出 △36 △82

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 △1 △8

貸付けによる支出 △566 △540

貸付金の回収による収入 367 440

その他 △4 △5

投資活動によるキャッシュ・フロー △242 △194

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） △160 △290

長期借入れによる収入 300 －

長期借入金の返済による支出 △616 △310

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 △53 △107

リース債務の返済による支出 △4 △4

財務活動によるキャッシュ・フロー △535 △713

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △253 △38

現金及び現金同等物の期首残高 534 362

現金及び現金同等物の四半期末残高 281 323
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 該当事項はありません。 

  

Ⅰ  前第３四半期連結累計期間(自  平成23年４月１日  至  平成23年12月31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３四半期連結累計期間(自  平成24年４月１日  至  平成24年12月31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。 
  

３．報告セグメントの変更等に関する事項 

 機能食品素材事業は、第１四半期連結累計期間より機能素材事業へ名称変更をいたしました

が、報告セグメントの区分変更はございません。 

  

 該当事項はありません。 

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）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
機能食品
素材事業

不動産
賃貸事業

計

売上高

  外部顧客への売上高 10,931 753 278 11,964 － 11,964

  セグメント間の内部売上高 
  又は振替高

0 0 8 9 △9 －

計 10,932 753 287 11,973 △9 11,964

セグメント利益 1,091 135 77 1,304 △361 942

(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 10,172 886 283 11,342 － 11,342

  セグメント間の内部売上高 
  又は振替高

0 0 8 9 △9 －

計 10,172 887 292 11,352 △9 11,342

セグメント利益 924 169 87 1,182 △407 774

（６）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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