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1.  平成25年3月期第1四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年6月30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 ％

25年3月期第1四半期 13,725 7.8 354 △60.7 473 △53.6 159 △72.9
24年3月期第1四半期 12,735 △13.4 900 △38.2 1,020 △34.1 587 △28.0

（注）包括利益 25年3月期第1四半期 △87百万円 （―％） 24年3月期第1四半期 498百万円 （43.4％）

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1四半期 1.11 ―
24年3月期第1四半期 4.10 ―

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

25年3月期第1四半期 72,681 53,870 74.1 375.35
24年3月期 77,366 54,663 70.7 381.07
（参考） 自己資本 25年3月期第1四半期 53,870百万円 24年3月期 54,663百万円

2.  配当の状況

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 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

24年3月期 ― ― ― 5.00 5.00
25年3月期 ―
25年3月期（予想） ― ― 5.00 5.00

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、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有

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) 27,800 1.3 750 △56.5 800 △55.6 350 △65.8 2.44
通期 58,200 1.5 2,250 17.1 2,300 9.1 1,200 1.0 8.36



(1) 当四半期連結累計期間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) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 有
※詳細は、添付資料４ページ「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項（１）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」をご覧ください。

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

※詳細は、添付資料４ページ「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項（２）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。

(4) 発行済株式数（普通株式）

※自己株式には、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、添付資料３ページ「１．当四半期決算に関する定性的情報（３）連結業績予想に関する定性的情報」をご覧くださ

い。

※  注記事項

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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期1Q 153,256,428 株 24年3月期 153,256,428 株
② 期末自己株式数 25年3月期1Q 9,736,568 株 24年3月期 9,809,208 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Q 143,473,328 株 24年3月期1Q 143,402,072 株
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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 

  当第１四半期連結累計期間（平成 24 年４月１日～平成 24 年６月 30 日）におけるわが国経済は、東日本

大震災の復興需要や各種政策効果を背景に個人消費が増えるなど、緩やかな回復基調で推移しました。しか

しながら、先行きについては、欧州における財政危機が再燃するなど、依然不透明な状況が続いております。 

  砂糖業界におきましては、消費者の低甘味嗜好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。 

このような状況のもと、当第１四半期連結累計期間の売上高は前年同期比 7.8％増の 13,725 百万円とな

りましたが、砂糖事業の減益を受け、経常利益は前年同期比 53.6％減の 473 百万円、四半期純利益は前年

同期比72.9％減の159百万円となりました。 

 

  セグメント別の概況は、次のとおりであります。 

 ＜砂糖事業＞ 

  砂糖セグメントの売上高は、ビート原料糖の販売量が増加したことにより、前年同期比 10.3％増の

10,001 百万円となりましたが、セグメント利益は、平成 23 年産ビート糖の製造コスト上昇と販売価格の下

落により、前年同期比88.5％減の89百万円となりました。 

 ＜食品事業＞ 

  食品セグメントの売上高は前年同期比1.1％減の637百万円となり、15百万円のセグメント損失（前年同

期は30百万円のセグメント損失）となりました。 

 ＜飼料事業＞ 

  飼料セグメントの売上高は前年同期比1.4％増の1,655百万円となりましたが、36百万円のセグメント損

失（前年同期は51百万円のセグメント損失）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前年同期比 4.9％増の 760 百万円となり、セグメント利益は前年同期比

99.2％増の118百万円となりました。 

 ＜不動産事業＞ 

  不動産セグメントの売上高は前年同期比 0.1％減の 318 百万円となりましたが、セグメント利益は前年同

期比4.5％増の206百万円となりました。 

 ＜その他＞ 

  その他のセグメントの売上高は前年同期比0.5％増の351百万円となり、38百万円のセグメント損失（前

年同期は53百万円のセグメント損失）となりました。 

 

 （注）セグメント利益または損失は、営業利益または損失であります。 

 

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

当第１四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末比 4,684 百万円減の 72,681 百万円で、この

うち流動資産は、主にたな卸資産の減少により前連結会計年度末比 4,019 百万円減の 39,629 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 665 百万円減の 33,051 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 3,891 百万円減の 18,810 百万円で、このうち流動負債は、主

に短期借入金の減少により前連結会計年度末比 3,589 百万円減の 11,236 百万円となり、固定負債は、主に

繰延税金負債の減少により前連結会計年度末比301百万円減の7,573百万円となりました。 

純資産は、主に配当金の支払により利益剰余金が減少したため、前連結会計年度末比 793 百万円減の

53,870百万円となりました。 
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（３）連結業績予想に関する定性的情報 

  当社は、芽室製糖所と帯広貨物駅間の貨物輸送に利用しておりました専用線の利用中止を決定し、専用線

の撤去費用（169 百万円）を特別損失として計上いたしました。このため、５月 15 日に公表いたしました

平成25年３月期の連結・個別業績予想につきまして、次のとおり修正いたします。 
 

平成25年３月期 第２四半期（累計）連結業績予想（平成24年4月1日～平成24年9月30日） 

 売上高 営業利益 経常利益 
四半期 

純利益 

１ 株 当 た り

四半期純利益

 百万円 百万円 百万円 百万円 円 銭

前回発表予想（Ａ） 27,800 750 800 450 3.14

今回修正予想（Ｂ） 27,800 750 800 350 2.44

増減額（Ｂ－Ａ） － － － △100 －

増減率 （ ％ ） － － － △22.2 －

（ご参考）前期第２四半期実績 

（平成24年３月期 第２四半期） 
27,440 1,722 1,803 1,023 7.13

 
平成25年３月期 通期連結業績予想（平成24年4月1日～平成25年3月31日） 

 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

前回発表予想（Ａ） 58,200 2,250 2,300 1,300 9.06

今回修正予想（Ｂ） 58,200 2,250 2,300 1,200 8.36

増減額（Ｂ－Ａ） － － － △100 －

増減率 （ ％ ） － － － △7.7 －

（ご参考）前期実績 

（平成24年３月期） 
57,365 1,920 2,108 1,188 8.28

 
＜参 考＞ 

平成25年３月期 第２四半期（累計）個別業績予想（平成24年4月1日～平成24年9月30日） 

 売上高 営業利益 経常利益 
四半期 

純利益 

１ 株 当 た り

四半期純利益

 百万円 百万円 百万円 百万円 円 銭

前回発表予想（Ａ） 26,700 660 700 400 2.79

今回修正予想（Ｂ） 26,700 660 700 300 2.09

増減額（Ｂ－Ａ） － － － △100 －

増減率 （ ％ ） － － － △25.0 －

（ご参考）前期第２四半期実績 

（平成24年３月期 第２四半期） 
25,984 1,587 1,646 943 6.58

 
平成25年３月期 通期個別業績予想（平成24年4月1日～平成25年3月31日） 

 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

前回発表予想（Ａ） 56,000 1,760 1,800 1,000 6.97

今回修正予想（Ｂ） 56,000 1,760 1,800 900 6.27

増減額（Ｂ－Ａ） － － － △100 －

増減率 （ ％ ） － － － △10.0 －

（ご参考）前期実績 

（平成24年３月期） 
54,711 1,602 1,653 890 6.21
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２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 

（１）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 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。 

 

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

 （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） 

  法人税法の改正に伴い、当第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。 

  なお、この変更による当第１四半期連結累計期間の損益に与える影響は、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24年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成24年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,237 2,654

受取手形及び売掛金 7,050 6,725

有価証券 7,000 7,300

商品及び製品 19,347 16,055

仕掛品 3,480 407

原材料及び貯蔵品 2,464 3,320

その他 1,070 3,165

貸倒引当金 △1 △1

流動資産合計 43,649 39,629

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 11,343 11,191

その他（純額） 11,678 11,569

有形固定資産合計 23,021 22,761

無形固定資産 431 419

投資その他の資産

投資有価証券 9,805 9,422

その他 463 455

貸倒引当金 △5 △7

投資その他の資産合計 10,264 9,870

固定資産合計 33,716 33,051

資産合計 77,366 72,681

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,192 1,495

短期借入金 7,996 4,094

未払法人税等 651 116

その他 4,985 5,529

流動負債合計 14,826 11,236

固定負債

長期借入金 310 278

退職給付引当金 3,798 3,795

役員退職慰労引当金 10 10

その他 3,756 3,489

固定負債合計 7,875 7,573

負債合計 22,702 18,810
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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１四半期連結会計期間
(平成24年６月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 8,279 8,279

資本剰余金 8,404 8,404

利益剰余金 38,869 38,306

自己株式 △2,113 △2,098

株主資本合計 53,439 52,893

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 1,222 977

繰延ヘッジ損益 1 0

その他の包括利益累計額合計 1,224 977

純資産合計 54,663 53,870

負債純資産合計 77,366 72,681
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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23年４月１日
至 平成23年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年６月30日)

売上高 12,735 13,725

売上原価 8,819 10,168

売上総利益 3,915 3,557

販売費及び一般管理費

販売費 2,327 2,476

一般管理費 687 725

販売費及び一般管理費合計 3,015 3,202

営業利益 900 354

営業外収益

受取利息 3 4

受取配当金 143 123

持分法による投資利益 4 12

その他 21 30

営業外収益合計 174 170

営業外費用

支払利息 35 32

固定資産処分損 4 5

その他 14 13

営業外費用合計 54 51

経常利益 1,020 473

特別利益

固定資産売却益 1 －

その他 0 －

特別利益合計 1 －

特別損失

固定資産処分損 1 180

投資有価証券評価損 3 16

その他 1 0

特別損失合計 5 197

税金等調整前四半期純利益 1,016 276

法人税等 428 117

少数株主損益調整前四半期純利益 587 159

四半期純利益 587 159
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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23年４月１日
至 平成23年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 587 159

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △87 △244

繰延ヘッジ損益 △1 △1

その他の包括利益合計 △89 △246

四半期包括利益 498 △87

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 498 △87

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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（３）継続企業の前提に関する注記 

  該当事項はありません。 

 

（４）セグメント情報等 

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間(自 平成23年４月１日 至 平成23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 
その他 

（注） 
合計 

 砂糖 食品 飼料 農業資材 不動産 計 

売上高 

外部顧客への売上高 9,064 644 1,633 724 318 12,385 349 12,735

セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
0 6 ― 3 19 29 397 427

計 9,064 650 1,633 728 338 12,415 747 13,163

セグメント利益 

又は損失（△） 
781 △30 △51 59 197 955 △53 902

（注）「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、貨物輸送、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当該

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 955 

「その他」の区分の利益 △53 

セグメント間取引消去 △2 

その他の調整額 0 

四半期連結損益計算書の営業利益 900 
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Ⅱ 当第１四半期連結累計期間(自 平成24年４月１日 至 平成24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 
その他 

（注） 
合計 

 砂糖 食品 飼料 農業資材 不動産 計 

売上高 

外部顧客への売上高 10,001 637 1,655 760 318 13,373 351 13,725

セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
0 6 ― 1 21 29 769 799

計 10,001 643 1,655 762 339 13,403 1,121 14,525

セグメント利益 

又は損失（△） 
89 △15 △36 118 206 361 △38 322

（注）「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、貨物輸送、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当該

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 361 

「その他」の区分の利益 △38 

セグメント間取引消去 30 

その他の調整額 0 

四半期連結損益計算書の営業利益 354 

 

（５）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。 
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