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(百万円未満切捨て)

１．平成29年３月期第３四半期の連結業績（平成28年４月１日～平成28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
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３四半期 10,920 △0.3 544 18.1 566 4.3 475 16.6

28年３月期第３四半期 10,958 0.3 460 △7.1 542 △1.9 407 9.5

(注) 包括利益 29年３月期第３四半期 459百万円 ( △0.2％) 28年３月期第３四半期 460百万円 ( 18.7％)

　

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
29年３月期第３四半期 8.71 ―

28年３月期第３四半期 7.47 ―
　

（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３四半期 10,995 7,550 68.7

28年３月期 11,291 7,255 64.3

(参考) 自己資本 29年３月期第３四半期 7,550 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 ― 0.00 ―

29年３月期(予想) 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）

(％表示は対前期増減率)

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
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３Ｑ 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３Ｑ 29,183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３Ｑ 54,532,195株 28年３月期３Ｑ 54,533,699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、英国の欧州連合(ＥＵ)離脱決定や米国の大統領選挙による世界経済への影響を

受けながらも、堅調な雇用環境等により緩やかな回復基調が続いております。

当業界におきましては、砂糖の国内消費が８年ぶりに前年比増加したものの、粗糖相場の上昇

と円安の進行により原料コストが上昇しており、消費者の節約志向も勘案すると今後の国内消費

の動向には引き続き留意すべき状況にあります。

このような状況下、当社グループは引き続き収益向上に向けて、製販一体となって取組みを進

めております。

その結果、連結売上高は10,920百万円(前年同期比0.3％減)、連結営業利益は544百万円(前年

同期比18.1％増)、連結経常利益は566百万円(前年同期比4.3％増)、親会社株主に帰属する四半

期純利益は475百万円(前年同期比16.6％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。

①砂糖事業

販売量は天候不順の影響により微減であったものの、販売価格の上昇により売上高は前年並

みを確保し10,180百万円(前年同期比1.1％増)となりました。営業利益は、原料調達コストや

製造コストの管理を徹底した結果、918百万円(前年同期比4.5％増)となりました。

②機能素材事業

販売量は化粧品原料は順調に推移したものの飲料・食品向けが低調であったことから売上高

は740百万円(前年同期比6.4％減)となりました。営業利益は、原料調達コストや製造・販売コ

ストの低減に努めた結果、43百万円(前年同期比72.6％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３四半期末の資産合計は、受取手形及び売掛金の増加があるものの、たな卸資産や貸付

金の減少などにより、前期末に比べ295百万円減少し10,995百万円となりました。負債合計は、

支払手形及び買掛金や短期借入金(１年以内返済予定の長期借入金を含む)の減少などにより、

前期末に比べ591百万円減少し3,444百万円となりました。純資産合計は、配当金の支払やその

他有価証券評価差額金の減少があるものの、親会社株主に帰属する四半期純利益の計上による

利益剰余金の増加などにより、前期末に比べ295百万円増加し7,550百万円となりました。この

結果、自己資本比率は前連結会計年度末の64.3％から68.7％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３四半期連結会計期間
(平成28年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,157 2,157

受取手形及び売掛金 1,254 1,645

商品及び製品 1,018 1,132

仕掛品 122 92

原材料及び貯蔵品 886 616

短期貸付金 997 646

その他 214 210

貸倒引当金 △12 △13

流動資産合計 6,638 6,488

固定資産

有形固定資産 1,411 1,399

無形固定資産 34 24

投資その他の資産

投資有価証券 793 788

長期貸付金 2,046 1,926

退職給付に係る資産 30 32

その他 309 313

貸倒引当金 △6 △5

投資その他の資産合計 3,173 3,054

固定資産合計 4,619 4,478

繰延資産 33 27

資産合計 11,291 10,995
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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３四半期連結会計期間
(平成28年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,175 849

短期借入金 1,840 1,600

未払法人税等 74 44

賞与引当金 65 32

その他 422 472

流動負債合計 3,577 2,999

固定負債

長期借入金 39 9

役員退職慰労引当金 49 63

退職給付に係る負債 315 329

資産除去債務 1 1

その他 52 40

固定負債合計 458 444

負債合計 4,036 3,444

純資産の部

株主資本

資本金 2,904 2,904

利益剰余金 4,276 4,588

自己株式 △3 △3

株主資本合計 7,177 7,488

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 107 86

退職給付に係る調整累計額 △30 △24

その他の包括利益累計額合計 77 62

純資産合計 7,255 7,550

負債純資産合計 11,291 10,995
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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27年４月１日
　至 平成27年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年12月31日)

売上高 10,958 10,920

売上原価 8,864 8,838

売上総利益 2,094 2,082

販売費及び一般管理費

販売費 802 785

一般管理費 831 752

販売費及び一般管理費合計 1,633 1,538

営業利益 460 544

営業外収益

受取利息 27 25

受取配当金 8 9

持分法による投資利益 27 26

保険解約返戻金 17 -

その他 11 1

営業外収益合計 92 62

営業外費用

支払利息 8 4

為替差損 - 34

その他 1 1

営業外費用合計 10 40

経常利益 542 566

特別損失

固定資産除却損 2 -

事業整理損 32 -

特別損失合計 34 -

税金等調整前四半期純利益 508 566

法人税、住民税及び事業税 46 72

法人税等調整額 53 18

法人税等合計 100 91

四半期純利益 407 475

親会社株主に帰属する四半期純利益 407 475
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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27年４月１日
　至 平成27年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年12月31日)

四半期純利益 407 475

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 54 △21

繰延ヘッジ損益 △0 -

退職給付に係る調整額 △1 6

その他の包括利益合計 53 △15

四半期包括利益 460 459

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 460 459
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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27年４月１日
　至 平成27年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28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 508 566

減価償却費 70 63

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） △37 △32

退職給付に係る資産の増減額（△は増加） △14 △4

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △32 24

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △57 14

受取利息及び受取配当金 △35 △35

支払利息 8 4

持分法による投資損益（△は益） △27 △26

保険解約返戻金 △17 -

有形固定資産除却損 2 -

売上債権の増減額（△は増加） △55 △390

たな卸資産の増減額（△は増加） 1 185

仕入債務の増減額（△は減少） 587 △326

未払金の増減額（△は減少） 50 18

その他 △277 38

小計 674 101

利息及び配当金の受取額 26 28

利息の支払額 △8 △4

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） 50 △100

営業活動によるキャッシュ・フロー 741 24

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 △2 △2

有形固定資産の取得による支出 △32 △56

有形固定資産の売却による収入 - 0

貸付けによる支出 △550 △530

貸付金の回収による収入 500 1,000

保険積立金の解約による収入 42 -

その他 △4 △3

投資活動によるキャッシュ・フロー △46 408

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） △690 60

長期借入金の返済による支出 △351 △330

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 △108 △162

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,149 △432

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △454 0

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 2,249 2,157
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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３四半期連結累計期間(自 平成27年４月１日 至 平成27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

(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

不動産
賃貸事業
（注）１

計

売上高

外部顧客への売上高 10,073 791 94 10,958 － 10,958

セグメント間の内部売上高
又は振替高

0 0 － 0 △0 －

計 10,074 791 94 10,959 △0 10,958

セグメント利益又は損失(△) 878 25 △32 871 △410 460

（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。

３．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３四半期連結累計期間(自 平成28年４月１日 至 平成28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

(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 10,180 740 10,920 － 10,920

セグメント間の内部売上高
又は振替高

0 － 0 △0 －

計 10,180 740 10,921 △0 10,920

セグメント利益 918 43 962 △417 544

（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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