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(百万円未満切捨て)
１．平成27年３月期第１四半期の連結業績（平成26年４月１日～平成26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 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％
27年３月期第１四半期 3,558 △3.3 124 △41.9 161 △31.1 111 △25.7

26年３月期第１四半期 3,678 △3.0 214 △4.2 233 △2.3 149 △4.5

(注) 包括利益 27年３月期第１四半期 113百万円 (△31.0％) 26年３月期第１四半期 164百万円 ( 7.7％)
　

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
27年３月期第１四半期 2.04 ―

26年３月期第１四半期 2.75 ―
　

（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 ％

27年３月期第１四半期 13,475 7,662 56.9

26年３月期 13,552 7,654 56.5

(参考) 自己資本 27年３月期第１四半期 7,662百万円 26年３月期 7,654百万円
　

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
26年３月期 ― 0.00 ― 2.00 2.00

27年３月期 ―

27年３月期(予想) 0.00 ― 2.00 2.00
(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27年３月期の連結業績予想（平成26年４月１日～平成27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 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) 7,300 0.8 310 △23.9 360 △20.2 230 △19.1 4.22

通期 14,700 1.5 740 △2.2 820 △1.3 540 4.4 9.90
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無

　

決算短信 （宝印刷）  2014年07月28日 10時09分 1ページ （Tess 1.40 20131220_01）



※ 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 ： 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) 27年３月期１Ｑ 54,560,000株 26年３月期 54,560,000株

② 期末自己株式数 27年３月期１Ｑ 25,878株 26年３月期 25,378株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 27年３月期１Ｑ 54,534,372株 26年３月期１Ｑ 54,535,970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、政府と日銀の経済金融政策の効果等により、景気は緩やかな回復基調で推移

しておりますが、消費税増税の影響やウクライナ、中東問題等による更なるエネルギーコスト

上昇の恐れなど、依然として景気の先行きは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

管理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3,558百万円(前年同期比3.3％減)、連結営業利益124百万円(前年同

期比41.9％減)、連結経常利益161百万円(前年同期比31.1％減)、連結四半期純利益111百万円

(前年同期比25.7％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

消費税増税に伴う駆け込み需要の反動などにより販売数量が前年同期を下回り、売上高は

3,148百万円(前年同期比3.2％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

売コストの高止まりにより、216百万円(前年同期比14.5％減)となりました。

機能素材事業

販売数量は飲料向けの出荷が低調であったため前年同期を下回り、売上高は313百万円(前

年同期比4.8％減)となりました。営業利益は高付加価値品の販売が伸び悩んだことに加え、

製造・販売体制強化などのコスト増により、28百万円(前年同期比65.3％減)となりました。

不動産賃貸事業

賃貸資産の一元管理のもと資産の効率的な運用に努めたものの、売上高は96百万円(前年

同期比0.3％減)、営業利益は25百万円(前年同期比5.0％減)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、たな卸資産の減少などにより、前期末に比べ77百万円減少し

13,475百万円となりました。負債合計は、短期借入金の増加があるものの支払手形及び買掛金な

どの減少により、前期末に比べ85百万円減少し5,812百万円となりました。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8百万円増加し7,662百万円となりま

した。この結果、自己資本比率は前期末の56.5％から56.9％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

平成27年３月期の連結業績予想につきましては、平成26年５月８日付「平成26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。
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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

（会計方針の変更）

「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号 平成24年５月17日。以下「退職給付会

計基準」という。）及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25

号 平成24年５月17日。以下「退職給付適用指針」という。）を、退職給付会計基準第35項本文

及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられた定めについて当第１四半期連結会計期間より適

用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、割引率の決定方法を残存勤務期間に基

づく単一割引率から支払見込期間ごとに設定した複数割引率へ変更いたしました。

退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに

従って、当第１四半期連結会計期間の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の

変更に伴う影響額を利益剰余金に加減しております。

この結果、当第１四半期連結会計期間の期首の退職給付に係る負債が５百万円減少し、利益

剰余金が３百万円増加しております。また、当第１四半期連結累計期間の営業利益、経常利益

及び税金等調整前四半期純利益に与える影響は軽微であります。
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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26年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成26年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 465 415

受取手形及び売掛金 1,366 1,379

商品及び製品 938 958

仕掛品 193 124

原材料及び貯蔵品 1,109 1,061

その他 1,087 1,066

貸倒引当金 △32 △12

流動資産合計 5,129 4,991

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 2,442 2,421

機械装置及び運搬具（純額） 140 222

土地 2,867 2,867

その他（純額） 127 125

有形固定資産合計 5,578 5,637

無形固定資産 56 58

投資その他の資産

投資有価証券 613 615

長期貸付金 1,981 1,981

その他 198 197

貸倒引当金 △6 △6

投資その他の資産合計 2,787 2,787

固定資産合計 8,422 8,483

資産合計 13,552 13,475
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成26年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成26年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,165 825

短期借入金 2,735 3,025

未払法人税等 169 26

賞与引当金 70 35

その他 490 695

流動負債合計 4,630 4,607

固定負債

長期借入金 774 721

役員退職慰労引当金 87 91

退職給付に係る負債 327 316

資産除去債務 16 16

その他 61 58

固定負債合計 1,267 1,205

負債合計 5,898 5,812

純資産の部

株主資本

資本金 2,904 2,904

利益剰余金 4,743 4,749

自己株式 △3 △3

株主資本合計 7,644 7,650

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 31 26

繰延ヘッジ損益 0 △0

退職給付に係る調整累計額 △21 △14

その他の包括利益累計額合計 10 12

純資産合計 7,654 7,662

負債純資産合計 13,552 13,475
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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25年４月１日
　至 平成25年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年６月30日)

売上高 3,678 3,558

売上原価 2,899 2,878

売上総利益 778 679

販売費及び一般管理費

販売費 259 248

一般管理費 304 306

販売費及び一般管理費合計 564 554

営業利益 214 124

営業外収益

受取利息 10 9

受取配当金 2 1

持分法による投資利益 7 8

貸倒引当金戻入額 1 19

その他 4 2

営業外収益合計 26 41

営業外費用

支払利息 5 4

その他 0 0

営業外費用合計 6 5

経常利益 233 161

税金等調整前四半期純利益 233 161

法人税、住民税及び事業税 63 23

法人税等調整額 20 25

法人税等合計 84 49

少数株主損益調整前四半期純利益 149 111

四半期純利益 149 111
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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25年４月１日
　至 平成25年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 149 111

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 12 △4

繰延ヘッジ損益 1 △0

退職給付に係る調整額 - 6

その他の包括利益合計 14 1

四半期包括利益 164 113

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 164 113
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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25年４月１日
　至 平成25年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26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 233 161

減価償却費 39 39

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1 △19

賞与引当金の増減額（△は減少） △30 △34

退職給付引当金の増減額（△は減少） 8 -

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） - 6

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △2 3

受取利息及び受取配当金 △12 △11

支払利息 5 4

持分法による投資損益（△は益） △7 △8

売上債権の増減額（△は増加） △21 △12

たな卸資産の増減額（△は増加） △236 97

仕入債務の増減額（△は減少） 160 △340

未払金の増減額（△は減少） 14 34

その他 56 56

小計 206 △22

利息及び配当金の受取額 2 1

利息の支払額 △4 △4

法人税等の支払額 △198 △163

営業活動によるキャッシュ・フロー 5 △188

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 △3 △6

無形固定資産の取得による支出 △38 △5

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 △40 △12

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） 140 290

長期借入金の返済による支出 △53 △53

自己株式の取得による支出 - △0

配当金の支払額 △89 △85

リース債務の返済による支出 △1 -

財務活動によるキャッシュ・フロー △5 151

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △40 △49

現金及び現金同等物の期首残高 399 465

現金及び現金同等物の四半期末残高 359 415
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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

(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 3,253 328 96 3,678 － 3,678

セグメント間の内部売上高
又は振替高

0 － 2 2 △2 －

計 3,253 328 99 3,681 △2 3,678

セグメント利益 253 82 26 362 △147 214

（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１四半期連結累計期間(自 平成26年４月１日 至 平成26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 3,148 313 96 3,558 － 3,558

セグメント間の内部売上高
又は振替高

－ － 2 2 △2 －

計 3,148 313 98 3,560 △2 3,558

セグメント利益 216 28 25 270 △145 124

（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。
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