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1.  平成23年3月期第3四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年12月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(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 ％

23年3月期第3四半期 44,333 6.8 2,018 △19.1 2,061 △17.6 1,094 △20.1
22年3月期第3四半期 41,528 △2.8 2,496 40.0 2,502 28.2 1,369 22.9

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

23年3月期第3四半期 7.64 ―
22年3月期第3四半期 9.56 ―

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

23年3月期第3四半期 85,632 54,180 63.3 377.96
22年3月期 81,959 54,155 66.1 378.01

（参考） 自己資本   23年3月期第3四半期  54,180百万円 22年3月期  54,155百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無  
 

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

22年3月期 ― ― ― 5.00 5.00
23年3月期 ― ― ―
23年3月期 

（予想）
5.00 5.00

3.  平成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、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  無   

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 60,000 2.7 2,480 △22.2 2,500 △20.4 1,360 △25.6 9.49



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（注）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載される四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表
示方法等の変更の有無となります。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

（注）平成23年3月期第3四半期の「期末自己株式数」・「期中平均株式数（四半期累計）」および平成22年3月期の「期末自己株式数」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）の所有する当社株式が含まれております。 

※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す。この四半期決算短信の開示時点において、四半期財務諸表に対す
る四半期レビュー手続は終了しております。 

※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。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】３ページ「２．その他の情報」をご覧ください。）

新規 ―社 （社名 ）、 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期3Q 153,256,428株 22年3月期  153,256,428株
② 期末自己株式数 23年3月期3Q  9,907,973株 22年3月期  9,990,510株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期3Q 143,309,246株 22年3月期3Q 143,270,126株
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１．当四半期の連結業績等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 

  当第３四半期連結累計期間（平成22年４月１日～平成22年12月31日）におけるわが国経済は、政府の

経済対策の効果もあり個人消費が持ち直し、一部で企業収益の改善が見られましたが、経済対策の期限切れ

や輸出減少などの影響で、持ち直し基調にあった景気は足踏み状態となりました。 

  砂糖業界におきましては、景気の不透明感を背景に消費者の節約志向に改善は見られず、無糖・微糖等の

低カロリー食品への嗜好の変化や代替甘味料の増加などから砂糖消費量は減少傾向にあり、厳しい状況が続

いております。 

  海外砂糖相場は、期初19.97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、その後一時

弱含みとなったものの、世界的な天候不順による減産見込みや中国など新興国の砂糖消費増加などを背景に、

36.15セントの高値圏で当第３四半期連結累計期間を終了しました。 

  一方、国内砂糖市況は、期初 182～183 円（東京精糖上白現物相場、キログラム当たり）で始まり、一時

値を下げましたが、海外砂糖相場の高騰を背景に、10 月中旬に 182～183 円に値を戻し、12 月下旬には 189

～190円に上昇しました。 

また、平成 22 年産の原料甜菜は、生育期における記録的な猛暑と多雨の影響で、低収量・低糖分の不作

となり、砂糖生産量の大幅な減少と製造コストの上昇を余儀なくされました。 

このような状況のもと、当第３四半期連結累計期間の売上高は前年同期比 6.8％増の 44,333 百万円とな

りましたが、経常利益は前年同期比 17.6％減の 2,061 百万円、四半期純利益は前年同期比 20.1％減の

1,094百万円となりました。 

 

  セグメント別の概況は、次のとおりであります。 

なお、第１四半期連結会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第 17

号 平成21年３月27日）を適用し、開示区分の変更を行ったため、セグメントごとの前年同期との比較は

記載しておりません。 

 ＜砂糖事業＞ 

  砂糖セグメントの売上高は33,159百万円となり、営業利益は1,888百万円となりました。 

 ＜食品事業＞ 

  食品セグメントの売上高は1,996百万円となり、154百万円の営業損失となりました。 

 ＜飼料事業＞ 

  飼料セグメントの売上高は5,157百万円となり、74百万円の営業損失となりました。 

 ＜農業資材事業＞ 

  農業資材セグメントの売上高は1,906百万円となり、192百万円の営業損失となりました。 

 ＜不動産事業＞ 

  不動産セグメントの売上高は992百万円となり、営業利益は504百万円となりました。 

 ＜その他＞ 

  その他セグメントの売上高は1,119百万円となり、営業利益は90百万円となりました。 

 

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

当第３四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末比 3,672 百万円増の 85,632 百万円で、この

うち流動資産は、主に有価証券の増加により前連結会計年度末比 4,697 百万円増の 49,805 百万円となり、

固定資産は、主に投資有価証券の時価の下落により前連結会計年度末比 1,024 百万円減の 35,827 百万円と

なりました。 

一方、負債の合計は、前連結会計年度末比 3,648 百万円増の 31,452 百万円で、このうち流動負債は、主

に短期借入金の増加により前連結会計年度末比 4,281 百万円増の 21,934 百万円となり、固定負債は、主に

預り保証金の減少により前連結会計年度末比632百万円減の9,518百万円となりました。 

純資産は、主にその他利益剰余金の増加により、前連結会計年度末比 24 百万円増の 54,180 百万円とな

りました。 
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（３）連結業績予想に関する定性的情報 

  平成23年３月期の連結業績予想につきましては、平成22年11月12日に公表いたしました連結業績予想

に変更はありません。 

 

２．その他の情報 

（１）重要な子会社の異動の概要 

  該当事項はありません。 
 

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

 ⅰ．簡便な会計処理 

①一般債権の貸倒見積高の算定方法 

  当第３四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと認

められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。 

②棚卸資産の評価方法 

当第３四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の実地

棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 

また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見

積り、簿価切下げを行う方法によっております。 

③固定資産の減価償却費の算定方法 

定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方

法によっております。 

 ④繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等

の発生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将来の業績予測やタッ

クス・プランニングを利用する方法によっております。 

ⅱ．四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

①原価差異の繰延処理 

操業度等の季節的な変動に起因して発生した原価差異につきましては、原価計算期間末までにほぼ解消

が見込まれるため、当該原価差異を流動資産（その他）及び流動負債（その他）として繰延べております。 

②税金費用の計算 

当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四

半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。 

なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。 
 

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

 ①会計基準等の改正に伴う変更 

・「持分法に関する会計基準」及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用 

第１四半期連結会計期間より、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号 平成20年３月10日

公表分）及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第 24 号 平成 20

年３月10日）を適用しております。 

これによる損益に与える影響はありません。 

・「資産除去債務に関する会計基準」等の適用 

第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第 18 号 平成 20 年 

３月 31 日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 21 号 平成 20

年３月31日）を適用しております。 

これにより、当第３四半期連結累計期間の営業利益及び経常利益は、それぞれ0百万円、税金等調整前

四半期純利益は、6 百万円減少しております。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動

額は、20百万円であります。 

 ②①以外の変更 

  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)

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,255 5,768

受取手形及び売掛金 4,818 7,947

有価証券 8,400 1,500

商品及び製品 15,549 23,484

仕掛品 4,152 1,206

原材料及び貯蔵品 6,965 2,704

その他 5,671 2,517

貸倒引当金 △6 △20

流動資産合計 49,805 45,108

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 11,915 11,960

その他（純額） 12,635 13,135

有形固定資産合計 24,551 25,095

無形固定資産 378 280

投資その他の資産   

投資有価証券 10,223 10,885

その他 679 593

貸倒引当金 △6 △4

投資その他の資産合計 10,897 11,475

固定資産合計 35,827 36,851

資産合計 85,632 81,959

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,727 969

短期借入金 11,596 9,567

未払法人税等 278 827

その他 8,330 6,289

流動負債合計 21,934 17,653

固定負債   

長期借入金 411 508

退職給付引当金 3,932 3,939

役員退職慰労引当金 7 18

その他 5,166 5,684

固定負債合計 9,518 10,150

負債合計 31,452 27,803
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(単位：百万円)

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 8,279 8,279

資本剰余金 8,403 8,407

利益剰余金 38,222 37,844

自己株式 △2,140 △2,161

株主資本合計 52,765 52,370

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,415 1,785

繰延ヘッジ損益 △0 0

評価・換算差額等合計 1,414 1,785

純資産合計 54,180 54,155

負債純資産合計 85,632 81,959
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(2) 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21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 41,528 44,333

売上原価 28,420 31,639

売上総利益 13,108 12,694

販売費及び一般管理費   

販売費 8,546 8,349

一般管理費 2,066 2,325

販売費及び一般管理費合計 10,612 10,675

営業利益 2,496 2,018

営業外収益   

受取利息 12 11

受取配当金 197 279

その他 43 29

営業外収益合計 253 320

営業外費用   

支払利息 125 111

固定資産処分損 － 110

持分法による投資損失 40 19

その他 80 36

営業外費用合計 247 277

経常利益 2,502 2,061

特別利益   

固定資産売却益 0 －

投資有価証券売却益 6 －

補助金収入 9 －

貸倒引当金戻入額 2 13

その他 － 0

特別利益合計 18 14

特別損失   

固定資産処分損 18 46

投資有価証券評価損 － 28

ゴルフ会員権評価損 1 －

その他 3 13

特別損失合計 22 88

税金等調整前四半期純利益 2,498 1,986

法人税等 1,128 892

少数株主損益調整前四半期純利益 － 1,094

四半期純利益 1,369 1,094
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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21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22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 2,498 1,986

減価償却費 1,902 1,969

持分法による投資損益（△は益） 40 19

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2 △13

退職給付引当金の増減額（△は減少） 61 △6

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 4 △11

受取利息及び受取配当金 △210 △290

支払利息 125 111

投資有価証券評価損益（△は益） 3 28

ゴルフ会員権評価損 1 －

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） △6 △0

有形固定資産売却損益（△は益） 0 △0

有形固定資産除却損 17 24

売上債権の増減額（△は増加） 2,091 3,129

たな卸資産の増減額（△は増加） △4,487 728

前払費用の増減額（△は増加） △109 △125

未収入金の増減額（△は増加） 545 591

その他の流動資産の増減額（△は増加） △3,439 △3,540

仕入債務の増減額（△は減少） 1,472 758

未払消費税等の増減額（△は減少） △27 △148

その他の流動負債の増減額（△は減少） 3,425 2,366

その他 △37 △76

小計 3,869 7,501

利息及び配当金の受取額 207 289

利息の支払額 △107 △103

保険金の受取額 2 0

法人税等の支払額 △601 △1,430

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,371 6,256

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 △300 △1,250

定期預金の払戻による収入 100 500

有価証券の取得による支出 － △8,000

有価証券の売却及び償還による収入 － 4,000

投資有価証券の取得による支出 △263 △7

投資有価証券の売却及び償還による収入 7 0

有形固定資産の取得による支出 △2,799 △1,652

有形固定資産の売却による収入 33 18

事業譲受による支出 △400 －

預り保証金の受入による収入 7 31
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（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

預り保証金の返還による支出 △391 △392

その他 166 △95

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,840 △6,848

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 13,347 13,340

短期借入金の返済による支出 △7,427 △11,260

長期借入れによる収入 170 130

長期借入金の返済による支出 △310 △276

配当金の支払額 △1,138 △712

自己株式の取得による支出 △4 △26

自己株式の売却による収入 0 43

リース債務の返済による支出 △4 △9

財務活動によるキャッシュ・フロー 4,632 1,228

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 4,163 637

現金及び現金同等物の期首残高 5,323 7,268

現金及び現金同等物の四半期末残高 9,486 7,905
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（４）継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

 

（５）セグメント情報 

【事業の種類別セグメント情報】 

 

前第３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12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)

売上高         

(1)外部顧客に 

対する売上高 
30,687 1,878 7,006 978 976 41,528 ─ 41,528

(2)セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
1 21 0 58 5,638 5,718 (5,718) ―

 計 30,688 1,899 7,006 1,036 6,615 47,247 (5,718) 41,528

営業利益 1,452 29 249 595 230 2,557 (61) 2,496

（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 

 

 

【所在地別セグメント情報】 

前第３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日） 

在外子会社及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】 

前第３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日） 

海外売上高が連結売上高の10％未満のため、記載を省略しております。 
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【セグメント情報】 

（追加情報） 

 第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第 17 号 平

成 21 年３月 27 日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針

第20号 平成20年３月21日）を適用しております。 

 

①報告セグメントの概要 

  当社グループの報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締

役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているもの

であります。 

当社グループは、製品・サービス別に事業単位が分かれており、各事業単位は取り扱う製品・サービス

について包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。 

従って当社グループは製品・サービス別の事業セグメントから構成されており、「砂糖事業」、「食品事

業」、「飼料事業」、「農業資材事業」、「不動産事業」を報告セグメントとしております。 

「砂糖事業」はビート糖、精糖及び糖蜜等の製造販売、「食品事業」はイースト、機能性食品等の製造

販売、「飼料事業」は飼料の製造販売、「農業資材事業」は農業用機械及び資材の製造販売、「不動産事

業」は商業施設等の賃貸を行っております。 

なお、「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、貨物運送、石油類の販

売及びスポーツ施設・書店の営業等を含んでおります。 

 

②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 

当第３四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年12月31日）  

（単位：百万円） 

報告セグメント 

 
砂糖 食品 飼料 農業資材 不動産 計 

その他 合計額 

売上高         

(1)外部顧客に 

対する売上高 
33,159 1,996 5,157 1,906 992 43,213 1,119 44,333

(2)セグメント間の内部

売上高又は振替高 
1 22 ― ― 58 81 5,180 5,262

 計 33,161 2,018 5,157 1,906 1,050 43,295 6,300 49,595

セグメント利益 

又は損失（△） 
1,888 △154 △74 △192 504 1,971 90 2,061

 

③報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び該当差額の主

な内容（差異調整に関する事項） 

（単位：百万円） 

利益 金額 

報告セグメント計 1,971 

「その他」の区分の利益 90 

セグメント間取引消去 △43 

その他の調整額 0 

四半期連結損益計算書の営業利益 2,018 

 

（６）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。 

日本甜菜製糖㈱（2108）平成23年3月期 第3四半期決算短信

- 10 -


	サマリー情報_2.4
	３Q決算短信文章_2.10
	連結財務諸表_2.7
	BS 2.7.pdf
	PL 2.7
	CF 2.7

	ｾｸﾞﾒﾝﾄ_2.9.pdf



