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1.  22年3月期の連結業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期 58,424 1.6 3,188 26.9 3,141 20.1 1,827 23.9
21年3月期 57,495 5.0 2,511 △2.7 2,614 △3.3 1,474 0.1

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

22年3月期 12.76 ― 3.4 3.9 5.5
21年3月期 10.20 ― 2.7 3.3 4.4

（参考） 持分法投資損益 22年3月期  △42百万円 21年3月期  12百万円

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

22年3月期 81,959 54,155 66.1 378.01
21年3月期 77,315 52,985 68.5 369.80

（参考） 自己資本   22年3月期  54,155百万円 21年3月期  52,985百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円

22年3月期 4,678 △3,470 737 7,268
21年3月期 803 △1,252 △1,606 5,323

2.  配当の状況 

（注）平成22年３月期の配当金総額には、従業員持株ＥＳＯＰ信託口に対する配当金３百万円が含まれております。 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

21年3月期 ― ― ― 8.00 8.00 1,146 78.4 2.1
22年3月期 ― ― ― 5.00 5.00 720 39.2 1.3
23年3月期 

（予想）
― ― ― 5.00 5.00 41.9

3.  23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間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 
連結累計期間

29,100 9.9 1,800 6.7 1,900 10.1 1,080 13.9 7.54

通期 60,700 3.9 2,970 △6.8 3,050 △2.9 1,710 △6.4 11.94
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4.  その他 
(1) 期中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）  無  

(2) 連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注）１．１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、34ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 
   ２．平成22年３月期の期末自己株式数には、従業員持株ＥＳＯＰ信託口が所有する793,000株が含まれております。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期 153,256,428株 21年3月期 153,256,428株
② 期末自己株式数 22年3月期  9,990,510株 21年3月期  9,977,067株

（参考）個別業績の概要 

1.  22年3月期の個別業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期 56,184 1.2 2,759 32.1 2,738 27.1 1,640 34.5
21年3月期 55,500 5.6 2,089 △9.7 2,155 △10.1 1,219 △6.3

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

22年3月期 11.45 ―
21年3月期 8.43 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

22年3月期 79,282 50,736 64.0 354.14
21年3月期 75,113 49,763 66.3 347.32

（参考） 自己資本 22年3月期  50,736百万円 21年3月期  49,763百万円

2.  23年3月期の個別業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

※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、
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。 
なお、業績予想に関する事項につきましては、５ページ「１．経営成績（１）経営成績に関する分析 次期の見通し」をご覧ください。 

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 
累計期間

27,800 8.6 1,700 △0.1 1,800 1.9 1,000 △0.6 6.98

通期 57,900 3.1 2,320 △15.9 2,400 △12.4 1,370 △16.5 9.56
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１．経営成績 

（１）経営成績に関する分析 

①当期の経営成績 

当連結会計年度のわが国経済は、景気後退に一部底入れの兆しが見られたものの、雇用環境

の悪化が深刻化し個人消費の低迷が続くなど、依然として厳しい状況のまま推移しました。 

砂糖業界におきましては、景気低迷の中、節約志向の高まりによる個人消費の冷え込み、新

型インフルエンザの発生、無糖・微糖等の低カロリー食品への嗜好の変化や、砂糖と競合する

安価な輸入加糖調製品が円高傾向を反映し再び増加傾向になってきたことなどもあり、砂糖消

費量の減少が顕著となりました。 

このような状況のもと、当連結会計年度の売上高は、前期比1.6％増の58,424百万円となり、

経常利益は前期比20.1％増の3,141百万円、当期純利益は前期比23.9％増の1,827百万円となり

ました。 

 

事業別の概況は次のとおりであります。 

 

＜砂糖事業＞ 

海外砂糖相場は、期初13.68セント（ニューヨーク粗糖現物相場、ポンド当たり）で始まり

ましたが、インド、ブラジルなどの主要生産国での天候不順などによる減産予想や新興国の堅

調な需要を背景に、世界的な供給逼迫観測に加え投機資金の流入もあり、７月頃から上昇傾向

を強め、８月には28年来の高値水準である25.02セントを記録しました。 

その後、相場は落ち着きを見せたものの、12月後半から再び上昇傾向を強め、本年１月には

29年ぶりの高値更新となる30.64セントに高騰しましたが、インド、ブラジルの増産予想を背

景に、２月に入り投機資金の流出が加速し、相場は下落に転じて、20.34セントで当期を終え

ました。 

一方、国内砂糖市況は、期初163円～164円（東京精糖上白現物相場、キログラム当たり）で

始まり、海外砂糖相場の急騰を受けて、８月、11月、本年３月にそれぞれ６円、５円、８円上

昇し、182円～183円で当期を終えました。 

ビート糖は、砂糖需要の減少を受けて白糖の販売量が減少しましたが、販売価格の上昇、原

料糖の販売量増加があり、売上高は前期を上回りました。 

精糖は、砂糖需要の減少と夏期の天候不順の影響を受け、厳しい販売環境となりましたが、

販売量は前期並となり、売上高は販売価格の上昇があり前期を上回りました。 

砂糖事業の売上高は、41,510百万円（前期比4.8％増）となり、燃料費を中心としたコスト

の低減に加え、たな卸資産の評価損が前期に比べ大幅に減少したこともあり、営業利益は

1,604百万円（前期比724.4％増）となりました。 

 

＜その他食品事業＞ 

その他食品事業におきましては、イースト、ラフィノース等の食品関連製品の横断的販売効

率化を図るため、昨年４月に組織を一部改編し、食品事業部を発足いたしました。 

イーストは、小麦粉価格低下に伴うパン価格の値下がりにより、パン需要が徐々に回復して

きたこともあり、売上高は前期を上回りました。 
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オリゴ糖等機能性食品は、ラフィノース、スイートオリゴの販売が好調で、売上高は前期を

上回りました。 

その他食品事業の売上高は、2,496百万円（前期比3.2％増）となり、２百万円の営業損失

（前期は８百万円の営業損失）となりました。 

 

＜農畜産事業＞ 

農畜産事業におきましては、昨年９月に「サークル機工株式会社」を100％子会社として設

立し、民事再生手続き中の「株式会社サークル鉄工」から、ビート用移植機を中心とした農業

用機械器具の製造販売等の事業を譲り受け、10月から営業を開始しております。 

また、平成20年５月から美幌製糖所において建設中のビートパルプ乾燥設備が完成し、昨年

10月から開始された平成21年度製糖より稼働いたしました。工場全体での省エネルギーとCO2

排出量の削減に寄与しております。 

配合飼料は、販売量は前期を上回りましたが、原材料価格の下落を受けた販売価格の改定に

より、売上高は前期を下回りました。 

ビ－トパルプは、平成21年産原料甜菜の減産に伴う生産量の減少と販売価格の下落があり、

販売量、売上高とも前期を下回りました。 

紙筒（移植栽培用育苗鉢）は、主としてそ菜用の販売量減少により、売上高は前期を下回り

ました。 

農業機材は、全般的に順調に推移し、新たにサークル機工株式会社が加わったこともあり、

売上高は前期を上回りました。 

これら農畜産事業の売上高は、11,775百万円（前期比6.4％減）となり、営業利益は624百万

円（前期比51.9％減）となりました。 

 

＜不動産事業＞ 

不動産事業は、不動産市況低迷の影響を受け減収となりました。 

不動産事業の売上高は、1,311百万円（前期比3.1％減）となり、営業利益は763百万円（前

期比2.5％減）となりました。 

 

＜その他の事業＞ 

その他の事業におきましては、子会社の十勝鉄道株式会社が北海道帯広市に建設中の自動車

整備工場が本年３月に完成いたしました。 

その他の事業は、平成21年産原料甜菜の減産を受け貨物輸送等が前期を下回りました。 

その他の事業の売上高は、1,331百万円（前期比13.6％減）となり、営業利益は209百万円

（前期比19.4％減）となりました｡ 
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②次期の見通し 

砂糖業界を取り巻く環境は、深刻化した不況の影響を受け、需要が低迷するなど厳しい状況

が続いております。 

また、ＷＴＯ（世界貿易機関）などの農業分野における交渉も、依然として予断を許さない

状況にあります。 

このような状況のもと、次期の見通しにつきましては、海外砂糖相場の変動等先行き不透明

な部分があり、大きく変動する可能性がありますが、現時点では、売上高60,700百万円、経常

利益は3,050百万円、当期純利益は1,710百万円を見込んでおります。 

 

（２）財政状態に関する分析 

①資産、負債及び純資産の状況 

資産の合計は81,959百万円で、前連結会計年度末に比べ4,644百万円の増加となりました。

このうち流動資産は45,108百万円で、主にたな卸資産の増加により、前連結会計年度末に比べ

3,151百万円の増加となりました。また、固定資産は36,851百万円で、主に投資有価証券の時

価の上昇により、前連結会計年度末に比べ1,493百万円の増加となりました。 

一方、負債の合計は27,803百万円で、主に短期借入金の増加により、前連結会計年度末に比

べ3,473百万円の増加となりました。 

純資産は54,155百万円で、主にその他有価証券評価差額金の増加により、前連結会計年度末

に比べ1,170百万円の増加となりました。 

②キャッシュ･フローの状況 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、4,678百万円の収入となり、

前連結会計年度に比べ、3,875百万円の資金の増加となりました。 

これは、主にたな卸資産の減少により3,003百万円、未収入金の減少により345百万円、未払

消費税等の増加により360百万円の収入増となったことによるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当連結会計年度における投資活動によるキャッシュ・フローは、3,470百万円の支出となり、

前連結会計年度に比べ、2,217百万円の資金の減少となりました。 

これは、主に有形固定資産の取得による支出により1,232百万円、事業譲受による支出によ

り401百万円の支出増となったことによるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当連結会計年度における財務活動によるキャッシュ・フローは、737百万円の収入となり、

前連結会計年度に比べ、2,344百万円の資金の増加となりました。 

これは、主に短期及び長期借入金の収支差により、2,266百万円の収入増となったことによ

るものであります。 

以上の結果、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に

比べ1,945百万円増加し、7,268百万円となりました。 
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なお、キャッシュ・フロー指標のトレンドは次のとおりであります。 

 平成20年 

3月期 

平成21年 

3月期 

平成22年 

3月期 

自己資本比率（％） 67.1 68.5 66.1

時価ベースの自己資本比率（％） 37.9 41.0 39.9

債務償還年数（年） 3.6 13.7 3.1

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 17.1 4.8 31.3

自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

（注）１．各指標は、いずれも連結ベースの財務指標数値により算出しております。 

２．株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しており

ます。 

３．営業キャッシュ・フローは連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フ

ローを使用しております。 

４．有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負

債を対象としております。 

５．利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。 

 

（３）利益配分に関する基本方針および当期・次期の配当 

  利益配分につきましては、株主の皆様への適切な利益還元を経営上の重要な政策と位置づけ、

財務体質の強化と事業基盤の拡大を図りつつ、安定的な配当を継続することを基本方針として

おります。 

  内部留保資金につきましては、将来にわたる企業体質の改善および事業の拡大に備え、設備

の新設・更新等の資金需要に有効に活用してまいりたいと存じます。 

当期の配当金につきましては、砂糖業界を取り巻く環境が依然として厳しく、先行き予断を

許さない状況にありますので、企業体質の一層の強化・充実を図るため、内部留保にも意を用

い、１株につき５円の配当を予定しております。 

  次期の配当金につきましては、安定的な配当を継続するという基本方針に基づき、１株につ

き同じく５円の配当を予定しております。 
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（４）事業等のリスク 

当社グループは、売上高の約７割を砂糖事業が占めており、他の事業におきましても、ほと

んどが砂糖事業に付随、または関連する事業から成り立っております。 

したがいまして、砂糖事業における以下のようなリスクが、当社グループの経営成績等に重

要な影響を及ぼすと考えております。 

 

①農業政策の影響に関するもの 

主力のビート糖部門は、国が策定する食料自給率の達成、北海道寒地農業の振興、砂糖の安

定的な供給を使命として遂行されており、「砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律」等、国

の農業政策に大きく関わっております。 

ＷＴＯ（世界貿易機関）、ＥＰＡ（経済連携協定）等における交渉の帰趨が、農業政策にも

大きく反映される可能性が高く、砂糖事業の業績に大きな影響が出ることが考えられます。 

②原料甜菜の生産状況に関するもの 

原料甜菜の収量、糖分、品質は天候に大きく左右され、その結果、ビート糖部門の収益は、

大幅に変動する可能性があります。 

③輸入粗糖の価格変動に関するもの 

精製糖の原料である輸入粗糖は、海外砂糖相場や為替相場の影響を受け、調達価格が大きく

変動することがあります。また、精製糖の販売価格は、基本的には輸入粗糖の調達価格の変動

に準じた動きをしておりますが、海外砂糖相場や、為替相場等の急激な変動を、適宜販売価格

に反映できない場合、当社グループの業績に悪影響を及ぼす可能性があります。 
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２．企業集団の状況 

当社グループは、当社、子会社４社および関連会社３社により構成されており、その事業は、

ビート糖、精糖、イースト、オリゴ糖等機能性食品、配合飼料、紙筒、農業用機械等の製造販売、

物流を主な内容とし、さらに不動産事業、石炭・石油類・自動車部品の販売、スポーツ施設なら

びに書店の経営を行っております。 

当社グループの事業に係わる位置付けおよび事業の種類別セグメントとの関連は、次のとおり

であります。 

〔 砂糖事業 〕 

ビート糖、精糖、ビート糖蜜、精糖蜜、ポケットシュガーは当社が製造(精糖および精糖蜜は

平成13年４月より関門製糖(株)に製造を委託)し、販売代理店を通じて各得意先に販売しており、

うち一部は子会社ニッテン商事(株)を通じて販売しております。なお、ビート糖製造の燃料であ

る石炭・石油類の一部を子会社スズラン企業(株)から購入し、また、ビート糖原材料および製品

ビート糖の輸送・保管の一部を子会社十勝鉄道(株)が行っております。 

〔 その他食品事業 〕 

イースト、ラフィノース、ベタイン、ＤＦＡⅢなどは、当社が製造し販売しており、うち一部

は子会社ニッテン商事(株)を通じて販売しております。 

子会社ニッテン商事(株)は、食品の仕入れ販売を行っております。 

〔 農畜産事業 〕 

配合飼料、紙筒、種子、調整泥炭は当社が製造し販売しております。なお、配合飼料の輸送の

一部を、子会社十勝鉄道(株)が行っております。 

ビートパルプは当社が製造し、子会社スズラン企業(株)を通じて販売しております。 

農業機材は、当社が仕入れ販売しております。 

また、昨年９月に設立した100％子会社サークル機工(株)にて、ビート用移植機を中心とした

農業用機械の製造販売等の事業を行っております。 

〔 不動産事業 〕 

当社および子会社スズラン企業(株)は、社有地に商業施設等を建設し賃貸するなどの不動産事

業を行っております。 

〔 その他の事業 〕 

子会社十勝鉄道(株)は、貨物輸送事業を行っており、当社のビート糖原材料、製品ビート糖お

よび配合飼料の輸送の一部を行っております。また、倉庫業として主に当社製品ビート糖の保管

を行っております。 

子会社スズラン企業(株)は、石炭・石油類・自動車部品の販売を行っており、その一部を当社

へ販売しております。また、保険代理業、書店およびボウリング場等の営業も行っております。 
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石炭・石油類 

配合飼料、紙筒他 

不動産賃貸他 

砂糖他 

イースト他

砂糖他 

農業用機械器具の製造・販売 

 

事業の系統図は次のとおりであります。 

 

 

砂糖製造業 

 

 

 

       

 

 

石油類販売、                                      

スポーツ施設・書店営業等 

             

                

 

 

 

 

 

 

貨物自動車運送業 

 

 

 

 

 

 

配合飼料製造業 

 

 

 

 

 

 

 

○印は、連結子会社  ※印は、持分法適用会社 

輸送 
・ 
保管 

農業機材

配合飼料製造委託 

（平成23年4月操業開始予定）

ビートパルプ 

精製糖製造委託 

イースト、ラフィノース、DFAⅢ他 

関 連 会 社 

※関門製糖（株） 

（砂糖事業） 

子 会 社 

○スズラン企業（株） 

（農畜産事業） 

（不動産事業） 

（その他の事業） 

子 会 社 

○十勝鉄道（株） 

（その他の事業） 

 

 

砂糖事業

 

 

 

 

そ の 他

食品事業

 

 

 

農畜産 

事 業 

 

 

 

 

不動産 

事 業 

 

 

当 社 

子 会 社  

○ニッテン商事（株） 

（砂糖事業） 

（その他食品事業） 

 

 

 

 

 

得

 

 

 

 

 

 

意

 

 

 

 

 

 

先

 

 

 

関 連 会 社 

※とかち飼料（株） 

（農畜産事業） 

子 会 社 

○サークル機工（株） 

（農畜産事業） 

食品卸売業

- 9 -

日本甜菜製糖(株)（2108）平成22年3月期 決算短信



 

関係会社の状況 

名   称 住 所 

資本金又は

出資金 

(百万円) 

主 要 な 

事業の内容 

議 決 権 の 

所有割合（％）
関 係 内 容 

（連結子会社） 

十勝鉄道（株） 

北海道 

帯広市 
15 その他の事業 100 

当社製品、原材料の一部を運送・保管

当社の土地の一部を賃貸 

役員の兼任２名 

（連結子会社） 

スズラン企業（株） 

北海道 

帯広市 
10 

農畜産事業 

不動産事業 

その他の事業

100 

（25） 

当社製品の一部を販売 

スズラン企業（株）から燃料（石炭･

石油類）の一部を購入 

当社の土地・建物の一部を賃貸 

役員の兼任１名 

（連結子会社） 

ニッテン商事（株） 

千葉県 

千葉市 
18 

砂糖事業 

その他食品事業
100 

当社製品の一部を販売 

ニッテン商事（株）から商品の一部を

購入 

役員の兼任１名 

（連結子会社） 

サークル機工（株） 

北海道 

滝川市 
15 農畜産事業 100 

サークル機工（株）から製品の一部を

仕入販売、資金の貸付 

役員の兼任２名 

(持分法適用関連会社) 

関門製糖（株） 

福岡県 

北九州市 
1,000 砂糖事業 50 

精糖および精糖蜜の製造を委託 

資金の貸付、借入債務の保証 

役員の兼任５名 

(持分法適用関連会社) 

とかち飼料（株） 

北海道 

広尾町 
 450 農畜産事業 30 

配合飼料の製造を委託（予定） 

借入債務の保証 

役員の兼任１名 

（注）1.「主要な事業の内容」欄には、事業の種類別セグメントの名称を記載しております。 

   2.「議決権の所有割合」欄の（内書）は、間接所有であります。 
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３．経 営 方 針 

（１）会社の経営の基本方針 

当社は、「開拓者精神を貫き、社会に貢献しよう」の社是のもと、北海道寒地農業の振興と

国内甘味資源自給率確保の社会的使命を企業理念として掲げ、安全で高品質の砂糖の安定的供

給を主たる目標に事業を遂行しております。 

 

（２）目標とする経営指標 

当社は、長期的かつ安定的に事業を推進するため、財務体質の強化と経営基盤の拡大を図る

ことを重視し、資本に対する収益性の指標であるＲＯＥ（自己資本利益率）の向上とキャッシ

ュ･フローの充実に努めております。 

 

（３）対処すべき課題および中長期的な経営戦略 

わが国の景気につきましては持ち直し基調にありますが、なお自律性は弱く失業率が高水準

にあるなど厳しい状況にあります。 
砂糖業界におきましては、海外砂糖相場の影響により国内販売価格が高水準にあるものの、

厳しい景気動向を反映し個人消費が伸び悩んでいることから、砂糖の消費量も低滞しておりま

す。また、消費者の低価格志向が強まっていることから、安価な加糖調製品へのさらなるシフ

トが懸念されるところです。 
一方、ＷＴＯドーハラウンドは、平成22年中の妥結についても困難であるとの見方が出てき

ておりますが、わが国に対する農産物市場開放圧力は依然強く、当社といたしましても交渉の

帰趨を注視しております。また国内では、昨年誕生した民主党を中心とする連立政権により、

農家の戸別所得補償制度の創設が打ち出されました。現在、平成23年度の本格導入に向け検討

が進められていますが、北海道畑作農業へどのような影響を与えるものか全く予測できない状

況にあります。 
このような状況の中、当社グループは、原料、生産および流通の各部門の連携強化ならびに

横断的な効率化を図って、コスト削減を推し進め収益構造を強化するとともに、販売競争力の

さらなる強化に取り組み、経営基盤の安定化を図ってまいります。 
また、徹底した品質管理により、安心・安全で信頼される製品の提供に心がけてまいります

とともに、CO2排出量削減など環境負荷の低減に取り組み、企業の社会的責任（ＣＳＲ）を果

たしてまいりたいと考えております。 

 
当社グループといたしましては、厳しい企業環境に対処するため、競争力の強化を中長期的

な重点課題として取り組んでおります。 

 

  〔品質競争力の強化〕 

    品質管理の徹底を図り、安全で高品質の製品を生産し、品質面での優位性を確保します。 

  〔コスト競争力の強化〕 

    原材料・需要品調達段階でのコスト削減、製造工程でのコスト削減、効率的投資による

省エネ・合理化、流通体制の効率化等により、コスト削減を推し進めます。 
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  〔営業競争力の強化〕 

    各営業所を通じたユーザーサポートを一層きめ細やかに展開し、競争力アップを図りま

す。また、ユーザーニーズの多様化、流通形態の変化などに対応できる態勢作りを進めま

す。 

  〔企業競争力の強化〕 

    長年の研究により培われたバイオ技術を具体化し、新規事業の開発と既存事業の裾野拡

大を図ってまいります。 
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４.【連結財務諸表等】 
 (1)【連結貸借対照表】 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,523 5,768

受取手形及び売掛金 7,177 7,947

有価証券 1,800 1,500

商品及び製品 21,175 23,484

仕掛品 3,129 1,206

原材料及び貯蔵品 2,919 2,704

繰延税金資産 522 664

未収入金 1,149 1,066

その他 572 786

貸倒引当金 △11 △20

流動資産合計 41,956 45,108

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 ※2, ※4  29,839 ※2, ※4  30,567

減価償却累計額 △17,880 △18,607

建物及び構築物（純額） 11,959 11,960

機械装置及び運搬具 ※4  44,465 ※4  46,173

減価償却累計額 △38,044 △39,221

機械装置及び運搬具（純額） 6,421 6,952

土地 ※2  5,480 ※2, ※4  5,480

リース資産 29 35

減価償却累計額 △3 △10

リース資産（純額） 25 24

建設仮勘定 477 272

その他 ※4  2,800 ※4  2,920

減価償却累計額 △2,391 △2,515

その他（純額） 408 405

有形固定資産合計 24,772 25,095

無形固定資産 ※4  86 ※4  280

投資その他の資産   

投資有価証券 ※1, ※2  9,837 ※1, ※2  10,885

長期貸付金 117 77

繰延税金資産 － 6

その他 551 510

貸倒引当金 △7 △4

投資その他の資産合計 10,499 11,475

固定資産合計 35,358 36,851

資産合計 77,315 81,959
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 ※2  1,306 969

短期借入金 ※2  7,675 ※2  9,567

リース債務 6 8

未払法人税等 185 827

その他 ※2  5,048 ※2  6,280

流動負債合計 14,222 17,653

固定負債   

長期借入金 ※2  512 ※2  508

リース債務 20 18

繰延税金負債 983 1,531

退職給付引当金 3,957 3,939

役員退職慰労引当金 12 18

長期預り保証金 ※2  3,200 ※2  2,740

その他 ※2  1,420 ※2  1,394

固定負債合計 10,108 10,150

負債合計 24,330 27,803

純資産の部   

株主資本   

資本金 8,279 8,279

資本剰余金 8,407 8,407

利益剰余金 37,162 37,844

自己株式 △2,157 △2,161

株主資本合計 51,691 52,370

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,293 1,785

繰延ヘッジ損益 0 0

評価・換算差額等合計 1,293 1,785

純資産合計 52,985 54,155

負債純資産合計 77,315 81,959
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 (2)【連結損益計算書】 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 57,495 58,424

売上原価 ※1  40,559 ※1, ※2  40,379

売上総利益 16,935 18,045

販売費及び一般管理費   

販売費 ※2  11,639 ※2  12,047

一般管理費 ※2  2,784 ※2  2,810

販売費及び一般管理費合計 14,423 14,857

営業利益 2,511 3,188

営業外収益   

受取利息 54 17

受取配当金 297 199

持分法による投資利益 12 －

その他 45 71

営業外収益合計 409 287

営業外費用   

支払利息 206 190

固定資産処分損 46 53

持分法による投資損失 － 42

その他 53 47

営業外費用合計 306 334

経常利益 2,614 3,141

特別利益   

固定資産売却益 ※3  5 ※3  0

保険差益 15 －

補助金収入 10 22

投資有価証券売却益 0 6

その他 1 0

特別利益合計 32 29

特別損失   

固定資産処分損 ※4  91 ※4  37

固定資産臨時償却費 ※5  43 －

その他 13 1

特別損失合計 148 39

税金等調整前当期純利益 2,499 3,131

法人税、住民税及び事業税 869 1,239

法人税等調整額 154 63

法人税等合計 1,024 1,303

当期純利益 1,474 1,827
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 (3)【連結株主資本等変動計算書】 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 8,279 8,279

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 8,279 8,279

資本剰余金   

前期末残高 8,406 8,407

当期変動額   

自己株式の処分 0 0

当期変動額合計 0 0

当期末残高 8,407 8,407

利益剰余金   

前期末残高 36,414 37,162

当期変動額   

剰余金の配当 △726 △1,146

当期純利益 1,474 1,827

当期変動額合計 748 681

当期末残高 37,162 37,844

自己株式   

前期末残高 △1,658 △2,157

当期変動額   

自己株式の取得 △504 △5

自己株式の処分 5 2

当期変動額合計 △499 △3

当期末残高 △2,157 △2,161

株主資本合計   

前期末残高 51,442 51,691

当期変動額   

剰余金の配当 △726 △1,146

自己株式の取得 △504 △5

自己株式の処分 5 2

当期純利益 1,474 1,827

当期変動額合計 249 678

当期末残高 51,691 52,370
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 4,639 1,293

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △3,346 492

当期変動額合計 △3,346 492

当期末残高 1,293 1,785

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 △0 0

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 0 0

当期変動額合計 0 0

当期末残高 0 0

評価・換算差額等合計   

前期末残高 4,639 1,293

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △3,345 492

当期変動額合計 △3,345 492

当期末残高 1,293 1,785

純資産合計   

前期末残高 56,081 52,985

当期変動額   

剰余金の配当 △726 △1,146

自己株式の取得 △504 △5

自己株式の処分 5 2

当期純利益 1,474 1,827

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △3,345 492

当期変動額合計 △3,096 1,170

当期末残高 52,985 54,155
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 (4)【連結キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益 2,499 3,131

減価償却費 2,623 2,604

固定資産臨時償却費 43 －

持分法による投資損益（△は益） △12 42

貸倒引当金の増減額（△は減少） 6 5

退職給付引当金の増減額（△は減少） △145 △17

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 4 6

受取利息及び受取配当金 △351 △216

支払利息 206 190

投資有価証券評価損益（△は益） 4 －

ゴルフ会員権評価損 8 1

投資有価証券売却及び評価損益（△は益） △0 △6

有形固定資産売却損益（△は益） △2 △0

有形固定資産除却損 64 27

売上債権の増減額（△は増加） △145 △764

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,976 27

前払費用の増減額（△は増加） △20 5

未収入金の増減額（△は増加） △276 69

仕入債務の増減額（△は減少） 155 △337

未払消費税等の増減額（△は減少） △239 120

その他 439 320

小計 1,885 5,210

利息及び配当金の受取額 352 217

利息の支払額 △168 △149

保険金の受取額 114 2

法人税等の支払額 △1,381 △602

営業活動によるキャッシュ・フロー 803 4,678

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △800 △300

定期預金の払戻による収入 800 300

有価証券の取得による支出 － △1,500

有価証券の売却及び償還による収入 － 1,500

投資有価証券の取得による支出 △2 △264

投資有価証券の売却及び償還による収入 1,000 7

有形固定資産の取得による支出 △1,786 △3,018

有形固定資産の売却による収入 50 37

事業譲受による支出 － ※3  △401

預り保証金の受入による収入 5 27

預り保証金の返還による支出 △522 △521

その他 2 663

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,252 △3,470
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 10,860 13,587

短期借入金の返済による支出 △10,860 △11,637

長期借入れによる収入 170 358

長期借入金の返済による支出 △549 △421

配当金の支払額 △725 △1,139

自己株式の取得による支出 △504 △5

自己株式の売却による収入 5 2

リース債務の返済による支出 △4 △6

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,606 737

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,056 1,945

現金及び現金同等物の期首残高 7,379 5,323

現金及び現金同等物の期末残高 ※1  5,323 ※1  7,268
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 (5) 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

 

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日) 

１ 連結の範囲に関する事項 

  すべての子会社を連結しております。 

  連結子会社の数     ３社 

  主要な連結子会社の名称 

   「第１ 企業の概況 ４ 関係会社の状況」に記

載しているため省略しております。 

１ 連結の範囲に関する事項 

  すべての子会社を連結しております。 

  連結子会社の数     ４社 

  主要な連結子会社の名称 

同左 

 

    当連結会計年度より、新たに設立したサークル機

工㈱を連結の範囲に含めております。 

２ 持分法の適用に関する事項 

 (1) 持分法適用の関連会社数 ２社 

   会社等の名称 関門製糖㈱、とかち飼料㈱ 

２ 持分法の適用に関する事項 

 (1) 持分法適用の関連会社数 ２社 

同左 

  (2) 持分法を適用しない関連会社の名称 

   てん菜原料糖㈱ 

  (2) 持分法を適用しない関連会社の名称 

同左 

  持分法を適用しない理由 

   持分法非適用会社は、それぞれ連結純損益および

利益剰余金等に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体

として重要性がないため、持分法の適用から除外し

ております。 

 

  持分法を適用しない理由 

同左 

  (3) 他の会社等の議決権の20％以上、50％以下を自己

の計算において所有しているにもかかわらず関連会

社としなかった当該他の会社等の名称 

   ホクト商事㈱ 

  関連会社としなかった理由 

    当社の100％子会社であるニッテン商事㈱は当

該他の会社の議決権の約23％を所有しておりま

すが、経営に参加していないことから、財務及

び経営方針について全く影響を与えておらず、

かつ、同社の仕入取引において上記子会社との

取引割合も僅少であるためであります。 

  (3) 他の会社等の議決権の20％以上、50％以下を自己

の計算において所有しているにもかかわらず関連会

社としなかった当該他の会社等の名称 

同左 

  関連会社としなかった理由 

同左 

３ 連結子会社の事業年度等に関する事項 

   連結子会社の事業年度末日と連結決算日は一致し

ております。 

３ 連結子会社の事業年度等に関する事項 

同左 

４ 会計処理基準に関する事項 ４ 会計処理基準に関する事項 

 (1) 重要な資産の評価基準及び評価方法 

  ① 有価証券 

     満期保有目的の債券 

      償却原価法(定額法) 

     その他有価証券 

      時価のあるもの 

       決算期末日の市場価格等に基づく時価法

(評価差額は、全部純資産直入法により

処理し、売却原価は、移動平均法により

算定) 

      時価のないもの 

       移動平均法による原価法 

 (1) 重要な資産の評価基準及び評価方法 

  ① 有価証券 

───── 

 

     その他有価証券 

      時価のあるもの 

            同左 

 

 

  

      時価のないもの 

同左 
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前連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日) 

  ② デリバティブ 

     時価法 

  ② デリバティブ 

同左 

  ③ たな卸資産 

    評価基準は原価法（収益性の低下による簿価切

下げの方法）によっております。 

     商品及び製品、仕掛品 

      主として総平均法 

     原材料及び貯蔵品 

      月別総平均法 

  ③ たな卸資産 

            同左 

  

     商品及び製品、仕掛品 

同左 

     原材料及び貯蔵品 

同左 

 (2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法 

   有形固定資産（リース資産を除く） 

    定率法によっております。 

    なお、耐用年数及び残存価額については、法人

税法に規定する方法と同一の基準によっておりま

す。 

    ただし、平成10年４月１日以降取得した建物

(建物附属設備は除く)については、定額法によっ

ております。 

（追加情報） 

有形固定資産の耐用年数の変更 法人税法の改正

（所得税法の一部を改正する法律 平成20年４月

30日 法律第23号）による耐用年数の見直しによ

り、当連結会計年度より耐用年数の見直しを行っ

ております。これにより、営業利益、経常利益及

び税金等調整前当期純利益はそれぞれ102百万円減

少しております。 

   この変更によるセグメント毎の影響については事

業の種類別セグメント情報の注記に記載しており

ます。 

無形固定資産（リース資産を除く） 

    定額法によっております。 

    なお、耐用年数については、法人税法に規定す

る方法と同一の基準によっております。 

    ただし、ソフトウェア(自社利用分)について

は、社内における利用可能期間(５年)に基づく定

額法によっております。 

 (2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法 

   有形固定資産（リース資産を除く） 

同左 

 

 

 

 

 

 

───── 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

無形固定資産（リース資産を除く） 

同左 
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前連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日) 

リース資産 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリ

ース資産 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする

定額法によっております。 

    なお、リース取引会計基準の平成20年３月31日

以前の所有権移転外ファイナンス・リース取引に

ついては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた

会計処理によっております。 

 (3) 重要な引当金の計上基準 

   貸倒引当金 

     債権の取立不能に備えるため下記のとおり計

上しております。 

    一般債権 

     貸倒実績率法によっております。 

    貸倒懸念債権等 

     財務内容評価法によっております。 

リース資産 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリ

ース資産 

同左 

 

 

 

 

 

(3) 重要な引当金の計上基準 

   貸倒引当金 

     債権の取立不能に備えるため下記のとおり計

上しております。 

    一般債権 

同左 

    貸倒懸念債権等 

同左 

   退職給付引当金 

     従業員の退職給付に備えるため、当連結会計

年度末における退職給付債務及び年金資産の見

込額に基づき、当連結会計年度末において発生

していると認められる額を計上しております。

     数理計算上の差異については、その発生時の

従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数

(15年)による按分額を翌連結会計年度より費用

処理することとしております。 

 

   退職給付引当金 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

   役員退職慰労引当金 

     連結子会社の役員の退職慰労金の支出に備え

るため、会社所定の基準に基づく期末要支給見

込額を計上しております。 

   役員退職慰労引当金 

同左 
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前連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日) 

 (4) 重要なヘッジ会計の方法 

  ① ヘッジ会計の方法 

     為替予約については振当処理を行い、通貨オ

プションについては繰延ヘッジ処理を行ってお

ります。 

 (4) 重要なヘッジ会計の方法 

  ① ヘッジ会計の方法 

為替予約が付されている外貨建金銭債権債務

等については、振当処理を行っております。 

  ② ヘッジ手段とヘッジ対象 

     ヘッジ手段 為替予約取引及び通貨オプショ

ン取引 

     ヘッジ対象 外貨建金銭債務 

  ② ヘッジ手段とヘッジ対象 

     ヘッジ手段 為替予約取引 

 

同左 

  ③ ヘッジ方針 

     原材料の輸入に関わる為替相場の変動リスク

を回避する目的で為替予約取引等を行い、輸入

取引の範囲内で為替変動リスクをヘッジしてお

ります。 

  ③ ヘッジ方針 

同左 

  ④ ヘッジの有効性評価の方法 

     為替予約及び通貨オプションの締結時に、リ

スク管理方針に従って、同一通貨による同一金

額で同一期日の為替予約及び通貨オプションを

対応させているため、その後の為替相場の変動

による相関関係は完全に確保されており、その

判定をもって有効性の判定に代えております。

(決算日における有効性の評価を省略しており

ます。) 

  ④ ヘッジの有効性評価の方法 

為替予約の締結時に、リスク管理方針に従っ

て、同一通貨による同一金額で同一期日の為替

予約を対応させているため、その後の為替相場

の変動による相関関係は完全に確保されてお

り、その判定をもって有効性の判定に代えてお

ります。(決算日における有効性の評価を省略し

ております。) 

 (5) その他連結財務諸表作成のための基本となる重要

な事項 

    消費税等の会計処理 

      消費税および地方消費税は税抜方式によっ

ております。 

 (5) その他連結財務諸表作成のための基本となる重要

な事項 

    消費税等の会計処理 

同左 

５ 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 

   連結子会社の資産及び負債の評価方法は、全面時

価評価法によっております。 

───── 

 

７ 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

   手許現金、要求払預金および取得日から３ヶ月以

内に満期日の到来する流動性の高い、容易に換金可

能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスク

しか負わない短期的な投資であります。 

５ 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 

同左 

 

６ のれん及び負ののれんの償却に関する事項 

   のれんは、５年間で均等償却しております。 

７ 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

同左 
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(6) 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

 

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日) 

（リース取引に関する会計基準等の適用） 

 当連結会計年度より、「リース取引に関する会計基

準」（企業会計基準委員会 平成５年６月17日 終

改正平成19年３月30日 企業会計基準第13号）及び

「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会

計基準委員会 平成６年１月18日 終改正平成19年

３月30日 企業会計基準適用指針第16号）を適用し、

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理から通

常の売買取引に係る会計処理に変更し、リース資産と

して計上しております。 

 なお、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移

転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃

貸借取引に係る方法に準じた会計処理を引き続き採用

しております。 

 この変更に伴う損益に与える影響はありません。 

──── 

  

 

表示方法の変更 

 
前連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日) 

（連結貸借対照表） 

 財務諸表等規則等の一部を改正する内閣府令（平成
20年８月７日内閣府令第50号）が適用となることに伴
い、前連結会計年度において、「たな卸資産」として
掲記されたものは、当連結会計年度から「商品及び製
品」「仕掛品」「原材料及び貯蔵品」に区分掲記して
おります。なお、前連結会計年度の「たな卸資産」に
含まれる「商品及び製品」「仕掛品」「原材料及び貯
蔵品」は、それぞれ18,385百万円、3,207百万円、
2,654百万円であります。  

───── 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 24 -

日本甜菜製糖(株)（2108）平成22年3月期 決算短信



 

追加情報 

 
前連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日) 

 ───── 

 

（従業員持株ＥＳＯＰ信託における会計処理について）

 当社は、平成22年２月12日開催の取締役会決議に基づ

き、中長期的な企業価値の向上に対し従業員にインセン

ティブを付与することにより、労働意欲の向上を促すと

ともに、福利厚生の拡充と従業員持株会の活性化を図る

ことを目的とし、「従業員持株ＥＳＯＰ信託」（以下

「ＥＳＯＰ信託」）を導入しました。 

 ＥＳＯＰ信託は、当社従業員持株会の「スズラン持株

会」（以下「持株会」）が５年間にわたり取得すると見

込まれる数の当社株式を一括取得し、毎月一定日に持株

会へ売却を行います。当社は、平成22年３月１日付で自

己株式800,000株を、ＥＳＯＰ信託へ譲渡しました。 

 この自己株式の処分に関する会計処理については、当

社がＥＳＯＰ信託の債務を保証している関係上、経済的

な実態を重視した保守的な観点から、当社とＥＳＯＰ信

託は一体であると認識し、持株会がＥＳＯＰ信託から株

式を購入した時点で、当社から外部に株式が譲渡された

ものとして処理しております。 

 従って、ＥＳＯＰ信託が所有する当社株式を含む資産

及び負債並びに費用及び収益については当社の連結貸借

対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及

び連結キャッシュ・フロー計算書に含めて計上しており

ます。 

 なお、当連結会計年度末においてＥＳＯＰ信託が所有

する当社株式は793,000株であります。 
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(7) 連結財務諸表に関する注記事項 

(連結貸借対照表関係) 

前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

※１ 非連結子会社および関連会社に係る注記 

    各科目に含まれている関連会社に対するものは

次のとおりであります。 

投資有価証券(株式) 1,279百万円

  （うち、共同支配企業に対する投資の金額 

 1,145百万円）
 

※１ 非連結子会社および関連会社に係る注記 

    各科目に含まれている関連会社に対するものは

次のとおりであります。 

投資有価証券(株式) 1,236百万円

  （うち、共同支配企業に対する投資の金額 

 1,158百万円）
 

※２ 担保資産及び担保付債務 

  (1) 有形固定資産のうち一部を下記のとおり担保に

供しております。 

商品仕入れ代139百万円および預り保証金・敷

金3,758百万円の担保 

土地 99百万円

建物 4,487 〃 

計 4,587 〃 

  (2) 投資有価証券のうち一部を下記のとおり担保に

供しております。 

(イ) 
 

長期借入金(一年以内返済予定の長期借入金
415百万円を含む)928百万円の担保 

 1,302百万円

(ロ) 
従業員預り金1,028百万円の 
担保 

783 〃 

 
(賃金の支払の確保等に関する法律施行規則
第２条第１項第３号に基づくもの) 

 計 2,085 〃 
 

※２ 担保資産及び担保付債務 

  (1) 有形固定資産のうち一部を下記のとおり担保に

供しております。 

預り保証金・敷金3,340百万円の担保 

 

土地 68百万円

建物 4,256 〃 

計 4,324 〃 

  (2) 投資有価証券のうち一部を下記のとおり担保に

供しております。 

(イ)
 

長期借入金(一年以内返済予定の長期借入金
357百万円を含む)865百万円の担保 

 1,306百万円

(ロ)
従業員預り金1,280百万円の 
担保 

1,627 〃 

 
(賃金の支払の確保等に関する法律施行規則
第２条第１項第３号に基づくもの) 

 計 2,933 〃 
 

 ３ 偶発債務 

    連結子会社以外の会社の金融機関からの借入金
に対して、次のとおり債務保証を行っておりま
す。 

 関門製糖㈱ 40百万円
 

 ３ 偶発債務 

    連結子会社以外の会社の金融機関からの借入金
に対して、次のとおり債務保証を行っておりま
す。 

 関門製糖㈱ 18百万円

 とかち飼料㈱ 1,755 〃 

 計 1,773 〃 
 

※４ 国庫補助金等の受入により固定資産の取得価額か

ら控除している圧縮記帳額 

建物 172百万円
構築物 249 〃 

機械及び装置 2,059 〃 

車両運搬具 8 〃 

工具器具備品 61 〃 

ソフトウェア 17 〃 

計 2,569 〃 
 

※４ 固定資産の取得価額から控除している圧縮記帳額

（1）国庫補助金等の受入によるもの 

建物 172百万円
構築物 263 〃 

機械及び装置 2,445 〃 

車両運搬具 8 〃 

工具器具備品 61 〃 

ソフトウェア 17 〃 

計 2,970 〃 

   （2）収用等によるもの 

土地 53百万円
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(連結損益計算書関係) 

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日) 

※１ 通常の販売目的で保有する棚卸資産の収益性の低

下による簿価切下額 

  売上原価 766百万円
 

※１ 通常の販売目的で保有する棚卸資産の収益性の低

下による簿価切下額 

  売上原価 98百万円
 

※２ 販売費及び一般管理費の主な内訳 

  (1) 販売費 

  運送・保管費 6,482百万円

  販売促進費 2,891 〃 

  賃金・賞与手当 1,086 〃 

  退職給付費用 92 〃 

  減価償却費 122 〃 
 

※２ 販売費及び一般管理費の主な内訳 

  (1) 販売費 

  運送・保管費 6,555百万円

  販売促進費 2,939 〃 

  賃金・賞与手当 1,184 〃 

  退職給付費用 113 〃 

  減価償却費 103 〃 
 

  (2) 一般管理費 

  賃金・賞与手当 850百万円

  退職給付費用 107 〃 

    役員退職慰労引当金繰入額 5 〃 

  減価償却費 63 〃 

  研究開発費 655 〃 

  なお、製造費用には研究開発費は含まれておら

ず、研究開発費の総額は655百万円であります。
 

  (2) 一般管理費 

  賃金・賞与手当 861百万円

  退職給付費用 99 〃 

    役員退職慰労引当金繰入額 6 〃 

  減価償却費 52 〃 

  研究開発費 550 〃 

  一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開

発費の総額は555百万円であります。 
 

※３ 固定資産売却益の内訳 

  土地 5百万円
 

※３ 固定資産売却益の内訳 

  土地 0百万円
 

※４ 固定資産処分損の内訳 

  建物処分損 80百万円

  構築物処分損 11 〃 
   

※４ 固定資産処分損の内訳 

  建物処分損 25百万円

  構築物処分損 12 〃 
   

※５ 固定資産臨時償却費 

  平成23年３月末を以って生産を休止することとな
った配合飼料製造設備の帳簿価額から、休止までの
通常の減価償却相当額を控除した残額を臨時償却費
としております。  
なお、構築物、機械装置については前連結会計年

度において臨時償却費を計上しておりますが、平成
21年２月に工場跡地及び建物の利用計画が策定され
たことで、撤去対象となる建物について当連結会計
年度において臨時償却費を計上しております。 
   臨時償却費の内訳 

建物 43百万円

  
 

───── 
 

  

 
  

 

- 27 -

日本甜菜製糖(株)（2108）平成22年3月期 決算短信



 

 
(連結株主資本等変動計算書関係) 

前連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

１ 発行済株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末 

普通株式(株) 153,256,428 ― ― 153,256,428

 
 

２ 自己株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末 

普通株式(株) 7,919,746 2,081,816 24,495 9,977,067

 
（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

 単元未満株式の買取りによる増加        81,816株 

 市場買付を実施したことによる増加   2,000,000株 

減少数の主な内訳は、次の通りであります。 

 単元未満株式の買増請求による減少      24,495株 

 

３ 新株予約権等に関する事項 

   該当事項はありません。 
 

 

４ 配当に関する事項 

 (1) 配当金支払額 

決議 株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

１株当たり配当額
（円） 

基準日 効力発生日 

平成20年６月27日 
定時株主総会 

普通株式 726 5 平成20年３月31日 平成20年６月30日

 

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 

平成21年６月26日 
定時株主総会 

普通株式 利益剰余金 1,146 8 平成21年３月31日 平成21年６月29日
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当連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

１ 発行済株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末 

普通株式(株) 153,256,428 ― ― 153,256,428

 
 

２ 自己株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末 

普通株式(株) 9,977,067 24,419 10,976 9,990,510

 
（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

 単元未満株式の買取りによる増加        24,419株 

減少数の主な内訳は、次の通りであります。 

 売却処分による減少            7,000株 

 単元未満株式の買増請求による減少       3,976株 

   （注） 自己株式9,990,510株には、日本マスタートラスト信託銀行株式会社（従業員持株ＥＳＯＰ信託口）が所

有する当社株式793,000株が含まれております。 

 

３ 新株予約権等に関する事項 

   該当事項はありません。 
 

 

４ 配当に関する事項 

 (1) 配当金支払額 

決議 株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

１株当たり配当額
（円） 

基準日 効力発生日 

平成21年６月26日 
定時株主総会 

普通株式 1,146 8 平成21年３月31日 平成21年６月29日

 
(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 

平成22年６月29日 
定時株主総会 

普通株式 利益剰余金 716 5 平成22年３月31日 平成22年６月30日

  
   （注） 平成22年６月29日定時株主総会決議の配当金の総額には、日本マスタートラスト信託銀行株式会社（従

業員持株ＥＳＯＰ信託口）に対する配当金3百万円を含めておりません。これは、日本マスタートラスト信

託銀行株式会社（従業員持株ＥＳＯＰ信託口）が所有する当社株式を連結財務諸表及び財務諸表において

自己株式として認識しているためであります。 
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 (連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

 
前連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日) 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係 

(平成21年３月31日現在)

現金及び預金勘定 3,523百万円

有価証券 1,800 〃 

現金及び現金同等物 5,323 〃 
 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係 

(平成22年３月31日現在)

現金及び預金勘定 5,768百万円

有価証券 1,500 〃 

現金及び現金同等物 7,268 〃 
 

 ２ 重要な非資金取引の内容 

    該当事項はありません。 

 ２ 重要な非資金取引の内容 

    該当事項はありません。 

 
 

※３ 事業譲受に伴い増加した資産の主な内訳 

流動資産 259百万円

固定資産 134 〃 

のれん 7 〃 

計 401 〃 

譲受けた現金及び現金同等物 ―   

差引 事業譲受による支出 401百万円
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（セグメント情報） 

1.事業の種類別セグメント情報 

前連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

 

 砂糖事業 
(百万円) 

その他 
食品事業
(百万円)

農畜産
事業 

(百万円)

不動産
事業 

(百万円)

その他の
事業 

(百万円)

計 
(百万円) 

消去 
又は全社 
(百万円) 

連結 
(百万円)

Ⅰ 売上高及び営業損益 
 

  

  売上高 
 

  

(1)外部顧客に 
対する売上高 

39,597 2,418 12,585 1,352 1,540 57,495 ─ 57,495

(2)セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

1 26 0 77 7,333 7,438 (7,438) ─

計 39,599 2,445 12,585 1,429 8,873 64,933 (7,438) 57,495

営業費用 39,404 2,454 11,286 647 8,613 62,406 (7,423) 54,983

  営業利益又は 
  営業損失(△) 

194 △8 1,298 782 260 2,527 (15) 2,511

Ⅱ 資産、減価償却費 
及び資本的支出 

   

  資産 37,870 4,306 8,772 8,539 2,204 61,693 15,621 77,315

  減価償却費 1,580 132 337 336 137 2,524 99 2,623

  臨時償却費 ─ ─ 43 ─ ─ 43 ─ 43

  資本的支出 995 57 639 6 64 1,763 99 1,863

(注) １ 事業区分は製品の種類・性質および販売市場等の類似性を考慮して区分しております。 

２ 各事業区分に属する主要な内容 

砂糖事業………ビート糖、精糖、ビート糖蜜、精糖蜜、ポケットシュガー等 

その他食品事業……イースト、ラフィノース、ベタイン、ＤＦＡⅢ等 

農畜産事業……ビートパルプ、配合飼料、紙筒、種子、調整泥炭、農業機材等 

不動産事業……不動産賃貸等 

その他の事業…貨物運送、石油類販売、スポーツ施設・書店営業等 

３ 資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、15,621百万円であり、その主なものは、親会

社での余資運用資金(現預金)、長期投資資金(投資有価証券)および管理部門に係る資産等であります。 

４ 「追加情報」に記載のとおり、法人税法の改正（所得税法の一部を改正する法律 平成20年４月30日 法

律第23号）による耐用年数の見直しにより、当連結会計年度より耐用年数の見直しを行っております。こ

れにより、当連結会計年度における営業利益は「砂糖事業」で98百万円、「農畜産事業」で3百万円、

「不動産事業」で0百万円それぞれ減少し、「食品事業」で1百万円増加しております。 
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当連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日) 

 

 砂糖事業 
(百万円) 

その他 
食品事業
(百万円)

農畜産
事業 

(百万円)

不動産
事業 

(百万円)

その他の
事業 

(百万円)

計 
(百万円) 

消去 
又は全社 
(百万円) 

連結 
(百万円)

Ⅰ 売上高及び営業損益 
 

  

  売上高 
 

  

(1)外部顧客に 
対する売上高 

41,510 2,496 11,775 1,311 1,331 58,424 ─ 58,424

(2)セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

1 25 0 77 6,623 6,727 (6,727) ─

計 41,511 2,521 11,776 1,388 7,954 65,152 (6,727) 58,424

営業費用 39,907 2,524 11,151 625 7,744 61,953 (6,716) 55,236

  営業利益又は 
  営業損失(△) 

1,604 △2 624 763 209 3,199 (10) 3,188

Ⅱ 資産、減価償却費 
及び資本的支出 

   

  資産 39,559 3,650 9,892 7,632 2,431 63,165 18,793 81,959

  減価償却費 1,428 152 482 311 130 2,505 98 2,604

  資本的支出 1,140 108 1,844 120 320 3,534 80 3,614

(注) １ 事業区分は製品の種類・性質および販売市場等の類似性を考慮して区分しております。 

２ 各事業区分に属する主要な内容 

砂糖事業………ビート糖、精糖、ビート糖蜜、精糖蜜、ポケットシュガー等 

その他食品事業……イースト、ラフィノース、ベタイン、ＤＦＡⅢ等 

農畜産事業……ビートパルプ、配合飼料、紙筒、種子、調整泥炭、農業機材等 

不動産事業……不動産賃貸等 

その他の事業…貨物運送、石油類販売、スポーツ施設・書店営業等 

３ 資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、18,793百万円であり、その主なものは、親会

社での余資運用資金(現預金)、長期投資資金(投資有価証券)および管理部門に係る資産等であります。 

 

【所在地別セグメント情報】 

前連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日)および当連結会計年度(自 平成21年

４月１日 至 平成22年３月31日)において、本邦以外の国または地域に所在する連結子会社および重

要な在外支店がないため、該当事項はありません。 

 

【海外売上高】 

前連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日)および当連結会計年度(自 平成21年

４月１日 至 平成22年３月31日)において、海外売上高がいずれも連結売上高の10％未満のため、記

載を省略しております。 

- 32 -

日本甜菜製糖(株)（2108）平成22年3月期 決算短信



 

 
 （関連当事者との取引） 

前連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

   役員及び個人主要株主等 

関係内容 

種類 
会社等 

の名称 
所在地 

資本金又

は出資金

（百万円） 

事業の内容

又は職業

議決権の

所有（被所

有）割合

（％） 

役員の

兼任等

事業上

の関係

取引の

内容 

取引金額

（百万円） 
科目 

期末残高

(百万円）

役員及びその近

親者が議決権の

過半数を所有して

いる会社等 

㈱蓮井 

  鉄工所 

北海道

美幌町 
10 建設業     0.02%

（被所有）

なし 当社発

注工場

修繕工

事等の

請負。 

修繕工事

等請負 
216 未払金 

未払費用 

15
7

取引条件及び取引条件の決定方針等 

（注）１ 修繕工事等発注については、㈱蓮井鉄工所以外からも複数の見積もりを入手し、市場の実勢価格を勘案

して発注先及び価格を決定しております。 

   ２ 当社子会社スズラン企業㈱取締役蓮井武及びその近親者が議決権の過半数を直接保有しております。 

   ３ 取引金額には消費税等を含めておりませんが、期末残高には消費税等が含まれております。 

 

当連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日) 

   連結財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等 

関係内容 

種類 
会社等 

の名称 
所在地 

資本金又

は出資金

（百万円） 

事業の内容

又は職業

議決権の

所有（被所

有）割合

（％） 

役員の

兼任等

事業上

の関係

取引の

内容 

取引金額

（百万円） 
科目 

期末残高

(百万円）

関連会社 とかち飼料㈱ 北海道

広尾町 
450 飼料製造業   直接30%

（所有）

１名 配合飼

料の製

造を委

託(予定)

借入債務

の保証 
1,755  ― ―

取引条件及び取引条件の決定方針等 

（注） 金融機関からの借入に対して、30％の債務保証を行っております。 

 

（開示の省略） 

リース取引、税効果会計、金融商品、有価証券、デリバティブ取引、退職給付、ストック・オプション

等、企業結合等、賃貸等不動産に関する注記事項については、決算短信における開示の必要性が大きくな

いと考えられるため開示を省略しております。 
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（１株当たり情報） 

 
前連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日) 

１株当たり純資産額 369円80銭

 

１株当たり純資産額 378円01銭

 

１株当たり当期純利益 10円20銭

 

１株当たり当期純利益 12円76銭

 
 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、潜在株式がないため記載しておりません。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、潜在株式がないため記載しておりません。 

「１株当たり純資産額」及び「１株当たり当期純利

益」を算定するための「普通株式の自己株式数」におい

ては、日本マスタートラスト信託銀行株式会社（従業員

持株ＥＳＯＰ信託口）が所有する当社株式（当連結会計

年度末現在793,300株）について、連結財務諸表におい

て自己株式として認識しており、「１株当たり純資産額

の算定に用いられた普通株式の数」及び「普通株式の期

中平均株式数」は当該株式が控除されております。 

(注) 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

項目 
前連結会計年度 

(平成21年３月31日) 
当連結会計年度 

(平成22年３月31日) 

連結貸借対照表の純資産の部の合計額（百万円） 52,985 54,155

普通株式に係る純資産額（百万円） 52,985 54,155

差額の主な内訳（百万円） ─ ─

普通株式の発行済株式数（千株） 153,256 153,256

普通株式の自己株式数（千株） 9,977 9,990

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式の数（千株） 143,279 143,265

 

２ １株当たり当期純利益 

項目 
前連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日)

連結損益計算書上の当期純利益（百万円） 1,474 1,827

普通株式に係る当期純利益（百万円） 1,474 1,827

普通株主に帰属しない金額の主要な内訳（百万円） ─ ─

普通株主に帰属しない金額（百万円） ─ ─

普通株式の期中平均株式数（千株） 144,615 143,268

 

 

(重要な後発事象) 

前連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

該当事項はありません。 

 

当連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日) 

該当事項はありません。 
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５.【財務諸表等】 
 (1)【貸借対照表】 

(単位：百万円)

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,580 4,715

受取手形 88 111

売掛金 ※1  7,474 ※1  7,811

有価証券 1,800 1,500

商品及び製品 20,927 22,944

仕掛品 3,121 1,185

原材料及び貯蔵品 2,917 2,694

前払費用 51 46

繰延税金資産 515 630

未収入金 1,151 1,045

その他 492 936

貸倒引当金 △3 △2

流動資産合計 41,118 43,619

固定資産   

有形固定資産   

建物 ※2, ※5  21,684 ※2, ※5  21,981

減価償却累計額 △11,862 △12,377

建物（純額） 9,821 9,604

構築物 ※5  7,236 ※5  7,457

減価償却累計額 △5,697 △5,876

構築物（純額） 1,538 1,580

機械及び装置 ※5  41,515 ※5  43,134

減価償却累計額 △35,371 △36,483

機械及び装置（純額） 6,144 6,650

車両運搬具 ※5  216 ※5  195

減価償却累計額 △189 △179

車両運搬具（純額） 27 15

工具、器具及び備品 ※5  2,713 ※5  2,831

減価償却累計額 △2,317 △2,436

工具、器具及び備品（純額） 395 394

土地 ※2  5,406 ※2, ※5  5,405

リース資産 17 22

減価償却累計額 △2 △6

リース資産（純額） 14 16

建設仮勘定 480 277

有形固定資産合計 23,828 23,944

無形固定資産   

特許権 3 14

- 35 -

日本甜菜製糖(株)（2108）平成22年3月期 決算短信



(単位：百万円)

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

商標権 0 0

実用新案権 － 0

意匠権 － 0

ソフトウエア ※5  12 ※5  88

施設利用権 24 22

その他 41 139

無形固定資産合計 82 266

投資その他の資産   

投資有価証券 ※3  8,256 ※3  9,328

関係会社株式 1,176 1,191

出資金 9 9

従業員に対する長期貸付金 14 7

関係会社長期貸付金 103 428

破産更生債権等 0 －

長期前払費用 78 49

その他 449 440

貸倒引当金 △3 △2

投資その他の資産合計 10,083 11,451

固定資産合計 33,994 35,662

資産合計 75,113 79,282

負債の部   

流動負債   

買掛金 1,271 856

短期借入金 ※1  8,740 ※1  10,790

1年内返済予定の長期借入金 ※3  415 ※3  357

リース債務 3 5

未払金 397 807

未払費用 2,759 2,978

未払法人税等 59 681

未払消費税等 － 136

前受金 99 99

預り金 37 38

従業員預り金 ※3  1,028 ※3  1,280

その他 ※2  586 ※2  516

流動負債合計 15,398 18,548

固定負債   

長期借入金 ※3  512 ※3  508

リース債務 11 11

繰延税金負債 984 1,525

退職給付引当金 3,951 3,937
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(単位：百万円)

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

長期預り保証金 ※2  3,120 ※2  2,671

その他 ※2  1,368 ※2  1,342

固定負債合計 9,950 9,997

負債合計 25,349 28,545

純資産の部   

株主資本   

資本金 8,279 8,279

資本剰余金   

資本準備金 8,404 8,404

その他資本剰余金 2 2

資本剰余金合計 8,407 8,407

利益剰余金   

利益準備金 2,069 2,069

その他利益剰余金   

配当準備積立金 2,700 2,700

事業拡張積立金 1,200 1,200

買換資産圧縮積立金 2,272 2,237

特別償却準備金 383 808

別途積立金 18,516 18,516

繰越利益剰余金 6,742 6,846

利益剰余金合計 33,884 34,378

自己株式 △2,157 △2,161

株主資本合計 48,413 48,904

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,350 1,831

繰延ヘッジ損益 0 0

評価・換算差額等合計 1,350 1,832

純資産合計 49,763 50,736

負債純資産合計 75,113 79,282
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 (2)【損益計算書】 

(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 ※2  55,500 ※2  56,184

売上原価   

商品及び製品期首たな卸高 18,140 20,920

当期製品製造原価 47,516 ※4  46,233

当期商品仕入高 726 1,584

その他の事業売上原価 585 562

合計 66,968 69,300

交付金 6,590 6,921

他勘定振替高 ※3  203 ※3  263

商品及び製品期末たな卸高 21,475 22,975

たな卸資産評価損 ※1  766 ※1  101

売上原価合計 39,465 39,240

売上総利益 16,034 16,944

販売費及び一般管理費   

販売費 ※4  11,320 ※4  11,602

一般管理費 ※4  2,624 ※4  2,582

販売費及び一般管理費合計 13,944 14,184

営業利益 2,089 2,759

営業外収益   

受取利息 29 13

受取配当金 291 197

受取保険金 8 20

その他 57 48

営業外収益合計 387 280

営業外費用   

支払利息 227 211

固定資産処分損 41 53

その他 52 35

営業外費用合計 321 301

経常利益 2,155 2,738

特別利益   

固定資産売却益 ※5  5 ※5  0

保険差益 15 －

補助金収入 10 9

投資有価証券売却益 － 6

その他 1 －

特別利益合計 32 16
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(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

特別損失   

固定資産処分損 ※6  92 ※6  35

投資有価証券評価損 2 －

ゴルフ会員権評価損 8 1

固定資産臨時償却費 ※7  43 －

その他 － 0

特別損失合計 147 36

税引前当期純利益 2,040 2,719

法人税、住民税及び事業税 660 981

法人税等調整額 160 98

法人税等合計 820 1,079

当期純利益 1,219 1,640
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 (3)【株主資本等変動計算書】 

(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 8,279 8,279

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 8,279 8,279

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 8,404 8,404

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 8,404 8,404

その他資本剰余金   

前期末残高 1 2

当期変動額   

自己株式の処分 0 0

当期変動額合計 0 0

当期末残高 2 2

資本剰余金合計   

前期末残高 8,406 8,407

当期変動額   

自己株式の処分 0 0

当期変動額合計 0 0

当期末残高 8,407 8,407

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 2,069 2,069

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,069 2,069

その他利益剰余金   

配当準備積立金   

前期末残高 2,700 2,700

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,700 2,700

事業拡張積立金   

前期末残高 1,200 1,200

当期変動額   

当期変動額合計 － －
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(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当期末残高 1,200 1,200

買換資産圧縮積立金   

前期末残高 2,300 2,272

当期変動額   

買換資産圧縮積立金の取崩 △37 △34

買換資産圧縮積立金の積立 9 －

当期変動額合計 △27 △34

当期末残高 2,272 2,237

特別償却準備金   

前期末残高 526 383

当期変動額   

特別償却準備金の取崩 △142 △129

特別償却準備金の積立 － 554

当期変動額合計 △142 424

当期末残高 383 808

固定資産圧縮特別勘定積立金   

前期末残高 7 －

当期変動額   

固定資産圧縮特別勘定積立金の取崩 △7 －

当期変動額合計 △7 －

当期末残高 － －

別途積立金   

前期末残高 18,516 18,516

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 18,516 18,516

繰越利益剰余金   

前期末残高 6,071 6,742

当期変動額   

買換資産圧縮積立金の取崩 37 34

特別償却準備金の取崩 142 129

固定資産圧縮特別勘定積立金の取崩 7 －

買換資産圧縮積立金の積立 △9 －

特別償却準備金の積立 － △554

固定資産圧縮特別勘定積立金の積立 － －

剰余金の配当 △726 △1,146

当期純利益 1,219 1,640

当期変動額合計 670 104

当期末残高 6,742 6,846
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(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

利益剰余金合計   

前期末残高 33,391 33,884

当期変動額   

買換資産圧縮積立金の取崩 － －

特別償却積立金の取崩 － －

固定資産圧縮特別勘定積立金の取崩 － －

買換資産圧縮積立金の積立 － －

特別償却準備金の積立 － －

固定資産圧縮特別勘定積立金の積立 － －

剰余金の配当 △726 △1,146

当期純利益 1,219 1,640

当期変動額合計 493 493

当期末残高 33,884 34,378

自己株式   

前期末残高 △1,658 △2,157

当期変動額   

自己株式の取得 △504 △5

自己株式の処分 5 2

当期変動額合計 △499 △3

当期末残高 △2,157 △2,161

株主資本合計   

前期末残高 48,418 48,413

当期変動額   

自己株式の処分 5 2

剰余金の配当 △726 △1,146

当期純利益 1,219 1,640

自己株式の取得 △504 △5

当期変動額合計 △5 490

当期末残高 48,413 48,904

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 4,611 1,350

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △3,261 481

当期変動額合計 △3,261 481

当期末残高 1,350 1,831

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 △0 0

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 0 0
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(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当期変動額合計 0 0

当期末残高 0 0

評価・換算差額等合計   

前期末残高 4,611 1,350

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △3,261 481

当期変動額合計 △3,261 481

当期末残高 1,350 1,832

純資産合計   

前期末残高 53,030 49,763

当期変動額   

自己株式の処分 5 2

剰余金の配当 △726 △1,146

当期純利益 1,219 1,640

自己株式の取得 △504 △5

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △3,261 481

当期変動額合計 △3,266 972

当期末残高 49,763 50,736
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 (4) 重要な会計方針 
 

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日) 

１ 有価証券の評価基準及び評価方法 

  満期保有目的の債券 

   償却原価法(定額法) 

  子会社及び関連会社株式 

   移動平均法による原価法 

  その他有価証券 

   時価のあるもの 

    決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評価

差額は、全部純資産直入法により処理し、売却

原価は移動平均法により算定) 

   時価のないもの 

    移動平均法による原価法 

１ 有価証券の評価基準及び評価方法 

───── 

 

  子会社及び関連会社株式 

同左 

  その他有価証券 

   時価のあるもの 

            同左 

 

  

   時価のないもの 

同左 

２ デリバティブの評価基準及び評価方法 

時価法 

２ デリバティブの評価基準及び評価方法 

同左 

３ たな卸資産の評価基準及び評価方法 

   評価方法は原価法（収益性の低下による簿価切下

げの方法）によっております。 

  商品及び製品、仕掛品 

   総平均法 

  原材料及び貯蔵品 

   月別総平均法 

３ たな卸資産の評価基準及び評価方法 

            同左 

  

  商品及び製品、仕掛品 

            同左 

  原材料及び貯蔵品 

            同左 

４ 固定資産の減価償却の方法 

  有形固定資産 

    定率法によっております。 

    なお、耐用年数及び残存価額については、法人

税法に規定する方法と同一の基準によっておりま

す。 

    ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物

(建物附属設備は除く)については、定額法によっ

ております。 

（追加情報） 

有形固定資産の耐用年数の変更 法人税法の改正

（所得税法の一部を改正する法律 平成20年４月30日

法律第23号）による耐用年数の見直しにより、当事業

年度より耐用年数の見直しを行っております。これに

より、営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利

益はそれぞれ102百万円減少しております。 

  無形固定資産（リース資産を除く） 

    定額法によっております。 

    なお、耐用年数については、法人税法に規定す

る方法と同一の基準によっております。 

    ただし、ソフトウェア(自社利用分)について

は、社内における利用可能期間(５年)に基づく定

額法によっております。 

 

４ 固定資産の減価償却の方法 

  有形固定資産（リース資産を除く） 

同左 

 

 

 

 

 

 

───── 

 
 
 
 
 
 
 
 

 無形固定資産（リース資産を除く） 

同左 
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前事業年度 

(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日) 

リース資産 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリ

ース資産 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする

定額法によっております。 

   なお、リース取引会計基準の平成20年３月31日以

前の所有権移転外ファイナンス・リース取引につい

ては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処

理によっております。 

 

  リース資産 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリ

ース資産 

同左 

  

    

 

 

 

５ 引当金の計上基準 

  貸倒引当金 

    債権の取立不能に備えるため下記のとおり計上

しております。 

   一般債権 

    貸倒実績率法によっております。 

   貸倒懸念債権等 

    財務内容評価法によっております。 

５ 引当金の計上基準 

  貸倒引当金 

    債権の取立不能に備えるため下記のとおり計上

しております。 

   一般債権 

同左 

   貸倒懸念債権等 

同左 

  退職給付引当金 

    従業員の退職給付に備えるため当事業年度末に

おける退職給付債務および年金資産の見込額に基

づき、当事業年度末において発生していると認め

られる額を計上しております。 

    数理計算上の差異については、その発生時の従

業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(15年)

による按分額を翌期より費用処理することとして

おります。 

 

  退職給付引当金 

同左 
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前事業年度 

(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日) 

６ ヘッジ会計の方法 

 (1) ヘッジ会計の方法 

    為替予約については振当処理を行い、通貨オプ

ションについては繰延ヘッジ処理を行っておりま

す。 

６ ヘッジ会計の方法 

 (1) ヘッジ会計の方法 

    為替予約が付されている外貨建金銭債権債務等

については、振当処理を行っております。 

 (2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

    ヘッジ手段 為替予約取引及び通貨オプション

取引 

    ヘッジ対象 外貨建金銭債務 

 (2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段 為替予約取引 

 

同左 

 (3) ヘッジ方針 

    原材料の輸入に係わる為替相場の変動リスクを

回避する目的で為替予約取引等を行い、輸入取引

の範囲内で為替変動リスクをヘッジしておりま

す。 

 (3) ヘッジ方針 

同左 

 (4) ヘッジの有効性評価の方法 

    為替予約及び通貨オプションの締結時に、リス

ク管理方針に従って、同一通貨による同一金額で

同一期日の為替予約及び通貨オプションを対応さ

せているため、その後の為替相場の変動による相

関関係は完全に確保されており、その判定をもっ

て有効性の判定に代えております。(決算日にお

ける有効性の評価を省略しております。) 

 (4) ヘッジの有効性評価の方法 

     為替予約の締結時に、リスク管理方針に従っ

て、同一通貨による同一金額で同一期日の為替予

約を対応させているため、その後の為替相場の変

動による相関関係は完全に確保されており、その

判定をもって有効性の判定に代えております。

(決算日における有効性の評価を省略しておりま

す。) 

７ その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

   消費税等の会計処理 

    消費税および地方消費税は税抜方式によってお

ります。 

７ その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理 

同左 
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(5) 重要な会計方針の変更 

 

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日) 

（リース取引に関する会計基準等の適用） 

 当事業年度より、「リース取引に関する会計基準」

（企業会計基準委員会 平成５年６月17日 終改正

平成19年３月30日 企業会計基準第13号）及び「リー

ス取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準

委員会 平成６年１月18日 終改正平成19年３月30

日 企業会計基準適用指針第16号）を適用し、所有権

移転外ファイナンス・リース取引については、通常の

賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理から通常の売

買取引に係る会計処理に変更し、リース資産として計

上しております。 

 なお、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移

転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃

貸借取引に係る方法に準じた会計処理を引き続き採用

しております。 

 この変更に伴う損益に与える影響はありません。 

───── 

 

 

 

表示方法の変更 

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日) 

（貸借対照表） 

「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則

等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日内

閣府令第50号）が適用となることに伴い、前事業年度

において「商品」「製品」「半製品」として掲記され

ていたものは、当事業年度から「商品及び製品」と一

括して掲記しております。また、「原材料」「貯蔵

品」として掲記されていたものは当事業年度から「原

材料及び貯蔵品」として一括して掲記しております。

なお、当事業年度に含まれる「商品」「製品」「半製

品」「原材料」「貯蔵品」は、それぞれ96百万円、

20,823百万円、7百万円、1,593百万円、1,324百万円で

あります。 

 

───── 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 47 -

日本甜菜製糖(株)（2108）平成22年3月期 決算短信



 

追加情報 

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日) 

───── 

 

（従業員持株ＥＳＯＰ信託における会計処理について）

 当社は、平成22年２月12日開催の取締役会決議に基づ

き、中長期的な企業価値の向上に対し従業員にインセン

ティブを付与することにより、労働意欲の向上を促すと

ともに、福利厚生の拡充と従業員持株会の活性化を図る

ことを目的とし、「従業員持株ＥＳＯＰ信託」（以下

「ＥＳＯＰ信託」）を導入しました。 

 ＥＳＯＰ信託は、当社従業員持株会の「スズラン持株

会」（以下「持株会」）が５年間にわたり取得すると見

込まれる数の当社株式を一括取得し、毎月一定日に持株

会へ売却を行います。当社は、平成22年３月１日付で自

己株式800,000株を、ＥＳＯＰ信託へ譲渡しました。 

 この自己株式の処分に関する会計処理については、当

社がＥＳＯＰ信託の債務を保証している関係上、経済的

な実態を重視した保守的な観点から、当社とＥＳＯＰ信

託は一体であると認識し、持株会がＥＳＯＰ信託から株

式を購入した時点で、当社から外部に株式が譲渡された

ものとして処理しております。 

 従って、ＥＳＯＰ信託が所有する当社株式を含む資産

及び負債並びに費用及び収益については当社の貸借対照

表、損益計算書及び株主資本等変動計算書に含めて計上

しております。 

 なお、当事業年度末においてＥＳＯＰ信託が所有する

当社株式は793,000株であります。 
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(6) 個別財務諸表に関する注記事項 

(貸借対照表関係) 

 
前事業年度 

(平成21年３月31日) 
当事業年度 

(平成22年３月31日) 

※１ 各科目に含まれている関係会社に対するものは、

次のとおりであります。 

売掛金 1,433百万円

短期借入金 1,480 〃 
 

※１ 各科目に含まれている関係会社に対するものは、

次のとおりであります。 

売掛金 2,026百万円

短期借入金 1,600 〃 
 

※２ 有形固定資産のうち下記のとおり担保に供してお

ります。 

  (イ)子会社の仕入取引の保証139百万円の担保 

土地 31百万円

  (ロ)預り保証金・預り敷金4,206百万円の担保 

土地 68百万円

建物 4,450 〃 

計 4,518 〃 
 

※２ 有形固定資産のうち下記のとおり担保に供してお

ります。 

  預り保証金・預り敷金3,340百万円の担保 

土地 68百万円

建物 4,256 〃 

計 4,324 〃 
 

※３ 投資有価証券のうち下記のとおり担保に供してお

ります。 

(イ)長期借入金(一年以内返済予定の長期借入金415
百万円を含む)928百万円の担保 

 1,302百万円

(ロ) 従業員預り金1,028百万円の担保 783 〃 

 
(賃金の支払の確保等に関する法律施行規則第
２条第１項第３号に基づくもの) 

 計 2,085 〃 
 

※３ 投資有価証券のうち下記のとおり担保に供してお

ります。 

(イ)長期借入金(一年以内返済予定の長期借入金357
百万円を含む)865百万円の担保 

 1,306百万円

(ロ)従業員預り金1,280百万円の担保 1,627 〃 

 
(賃金の支払の確保等に関する法律施行規則第
２条第１項第３号に基づくもの) 

 計 2,933 〃 
 

 ４ 偶発債務 

(イ) スズラン企業㈱の仕入商品代金に対する 

債務保証 139百万円

(ロ) 関門製糖㈱の長期借入金に対する債務 

 保証 40 〃 
 

 ４ 偶発債務 

(イ)関門製糖㈱の長期借入金に対する債務 

 保証 18百万円

(ロ)とかち飼料㈱の長期借入金に対する債務 

 保証 1,755 〃 
 

※５ 国庫補助金等の受入により固定資産の取得価額か

ら控除している圧縮記帳額 

建物 172百万円

構築物 249 〃 

機械及び装置 2,059 〃 

車両運搬具 0 〃 

工具器具備品 61 〃 

ソフトウェア 17 〃 

計 2,560 〃 
 

※５ 固定資産の取得価額から控除している圧縮記帳額

 （イ）国庫補助金等の受入れによるもの 

建物 172百万円

構築物 263 〃 

機械及び装置 2,445 〃 

車両運搬具 0 〃 

工具器具備品 61 〃 

ソフトウェア 17 〃 

計 2,961 〃 

  （ロ）収用等によるもの 

土地 53百万円
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(損益計算書関係) 

 

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日) 

※１ 通常の販売目的で保有する棚卸資産の収益性の低

下による簿価切下額の内訳 

製品 555百万円

仕掛品 211 〃 

  
 

※１ 通常の販売目的で保有する棚卸資産の収益性の低

下による簿価切下額の内訳 

商品及び製品 72百万円

仕掛品 29 〃 

  
 

※２ 各科目に含まれている関係会社に対するものは、

次のとおりであります。 

    売上高             12,523百万円

※２ 各科目に含まれている関係会社に対するものは、

次のとおりであります。 

    売上高             12,712百万円

※３ 他勘定振替高の内訳 

商品・製品の自家消費高 203百万円
 

※３ 他勘定振替高の内訳 

商品・製品の自家消費高 263百万円
 

※４ 販売費及び一般管理費の主な内訳 

(1) 販売費 

  運送・保管費 6,443百万円

  販売促進費 2,868 〃 

  賃金・賞与手当 948 〃 

  退職給付費用 90 〃 

  減価償却費 109 〃 

(2) 一般管理費 

  賃金・賞与手当 809百万円

  退職給付費用 105 〃 

  減価償却費 59 〃 

  研究開発費 655  〃 

    なお、製造費用には研究開発費は含まれておら

ず、研究開発費の総額は655百万円であります。

※４ 販売費及び一般管理費の主な内訳 

(1) 販売費 

  運送・保管費 6,511百万円

  販売促進費 2,912 〃 

  賃金・賞与手当 998 〃 

  退職給付費用 111 〃 

  減価償却費 91 〃 

(2) 一般管理費 

  賃金・賞与手当 793百万円

  退職給付費用 97 〃 

  減価償却費 48 〃 

  研究開発費 550  〃 

    一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開

発費の総額は555百万円であります。 

※５ 固定資産売却益の内訳 

土地 5百万円
 

※５ 固定資産売却益の内訳 

土地 0百万円
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前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日) 

※６ 固定資産処分損の内訳 

建物処分損 81百万円

構築物処分損 11 〃 

 

※７ 固定資産臨時償却費 

 平成23年３月末を以って生産を休止することとなっ
た配合飼料製造設備の帳簿価額から、休止までの通常
の減価償却相当額を控除した残額を臨時償却費として
おります。 
 なお、構築物、機械装置については前事業年度にお
いて臨時償却費を計上しておりますが、平成21年２月
に工場跡地及び建物の利用計画が策定されたことで、
撤去対象となる建物について当事業年度において臨時
償却費を計上しております。 
   臨時償却費の内訳 

建物 43百万円

         
 

※６ 固定資産処分損の内訳 

建物処分損 22百万円

構築物処分損 12 〃 

  

───── 
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(株主資本等変動計算書関係) 

前事業年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

１ 自己株式に関する事項 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末 

普通株式(株） 7,919,746 2,081,816 24,495 9,977,067

 
  （変動事由の概要） 

  増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

   単元未満株式の買取りによる増加       81,816株 

   市場買付を実施したことによる増加   2,000,000株 

 減少数の主な内訳は、次の通りであります。 

   単元未満株式の買増請求による減少      24,495株 

 

当事業年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

１ 自己株式に関する事項 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末 

普通株式(株） 9,977,067 24,419 10,976 9,990,510

 
  （変動事由の概要） 

  増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

   単元未満株式の買取りによる増加       24,419株 

 減少数の主な内訳は、次の通りであります。 

   売却処分による減少            7,000株 

単元未満株式の買増請求による減少       3,976株 

 （注） 自己株式9,990,510株には、日本マスタートラスト信託銀行株式会社（従業員持株ＥＳＯＰ信託口）が所有

する当社株式793,000株が含まれております。 
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(１株当たり情報) 

 
前事業年度 

(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日) 

１株当たり純資産額 347円32銭

 

１株当たり純資産額 354円14銭

 

１株当たり当期純利益 ８円43銭

 

１株当たり当期純利益 11円45銭

 
 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、潜在株式がないため記載しておりません。 

 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、潜在株式がないため記載しておりません。 

 「１株当たり純資産額」及び「１株当たり当期純利

益」を算定するための「普通株式の自己株式数」におい

ては、日本マスタートラスト信託銀行株式会社（従業員

持株ＥＳＯＰ信託口）が所有する当社株式（当事業年度

末現在793,300株）について、財務諸表において自己株

式として認識しており、「１株当たり純資産額の算定に

用いられた普通株式の数」及び「普通株式の期中平均株

式数」は当該株式が控除されております。 

 (注) 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

項目 
前事業年度 

(平成21年３月31日) 
当事業年度 

(平成22年３月31日) 

貸借対照表の純資産の部の合計額（百万円） 49,763 50,736

普通株式に係る純資産額（百万円） 49,763 50,736

差額の主な内訳（百万円） ─ ─

普通株式の発行済株式数（千株） 153,256 153,256

普通株式の自己株式数（千株） 9,977 9,990

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式の数（千株） 143,279 143,265
 
２ １株当たり当期純利益 

項目 
前事業年度 

(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日)

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日)

損益計算書上の当期純利益（百万円） 1,219 1,640

普通株式に係る当期純利益（百万円） 1,219 1,640

普通株主に帰属しない金額の主要な内訳（百万円）  ─ ─

普通株主に帰属しない金額（百万円） ─ ─

普通株式の期中平均株式数（千株） 144,615 143,268

 

(重要な後発事象) 
前事業年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 
  該当事項はありません。 
 
当事業年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日) 
  該当事項はありません。 
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６．役員の異動（平成22年６月29日付） 

 

 １．代表者の異動 

   該当事項はありません。 

 

２．その他の役員の異動  

（１）新任取締役候補 

取締役              大和田裕一（現 事務部長） 

関連会社担当部長 

取締役              佐藤 和彦（現 美幌製糖所副製糖所長） 

士別製糖所長 

 

（２）退任予定取締役 

常務取締役            桜井  勉（技術担当顧問に就任の予定） 

事務部・技術部・ 

総合研究所管掌、 

十勝総括兼掌 

 

（３）昇任予定取締役 

    常務取締役            堀   勇（現 取締役、芽室製糖所長） 

     芽室製糖所長管掌、 

十勝総括兼掌 

 

（４）取締役の担当の異動 

    取締役              井上 建雄（現 取締役、士別製糖所長） 

     経営企画室長、経理部担当 

    取締役              中村 憲治（現 取締役、美幌製糖所長） 

事務部長、技術部担当 

    取締役              太田 良知（現 取締役、経営企画室長、 

     美幌製糖所長                  経理部担当） 
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