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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 25 年４月１日～平成 25 年６月 30 日）におけるわが国経済は、政府の

経済政策による円安・株高基調が続き、企業収益や個人消費の一部に回復傾向が見られたものの、円安によ

る輸入品価格の上昇など、先行き不透明感が依然残っております。 

砂糖業界におきましては、消費者の低甘味嗜好に加え、安価な輸入加糖調製品や高甘味度人工甘味料の

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。 

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 3.6％減の 13,238 百万円とな

り、経常利益は前年同期比41.5％減の276百万円、四半期純利益は前年同期比6.2％減の149百万円となり

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前年同期比 5.6％減の 9,443 百万円となり、平成 24 年産ビート糖の製造コス

ト上昇や販売価格が前年同期に比べ下落したことを受け、セグメント利益は前年同期比 75.4％減の 22 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 4.3％減の 610 百万円となり、ほぼ前年同期並の 15 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 10.0％増の 1,821 百万円となりましたが、83 百万円のセグメント

損失（前年同期は36百万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 9.0％減の 692 百万円となり、セグメント利益は前年同期比

47.4％減の62百万円となりました。 

＜不動産事業＞ 

不動産セグメントの売上高はほぼ前年同期並の 319 百万円となり、セグメント利益は前年同期比 4.0％減

の198百万円となりました。 

＜その他＞ 

その他のセグメントの売上高はほぼ前年同期並の 350 百万円となり、65 百万円のセグメント損失（前年

同期は38百万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 3,382 百万円減の 75,063 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 4,434 百万円減の 39,060 百万円となり、

固定資産は、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比 1,051 百万円増の 36,003 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 3,365 百万円減の 19,113 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 3,677 百万円減の 10,401 百万円となり、固定負債は、主に

繰延税金負債の増加により前連結会計年度末比312百万円増の8,712百万円となりました。 

純資産は、前連結会計年度末比17百万円減の55,950百万円となりました。 
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（３）連結業績予想に関する定性的情報 

当第１四半期連結累計期間の状況を踏まえ、平成 25 年５月 14 日に公表いたしました平成 26 年３月期第

２四半期（累計）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。 

なお、通期の連結・個別業績予想につきましては、変更ありません。 

 

平成26年３月期 第２四半期（累計）連結業績予想（平成25年4月1日～平成25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） 27,500 300 400 260 1.83

今回修正予想（Ｂ） 27,500 380 500 300 2.11

増減額（Ｂ－Ａ） － 80 100 40 －

増減率 （ ％ ） － 26.7 25.0 15.4 －

（ご参考）前期第２四半期実績 

（平成25年３月期 第２四半期） 
27,620 843 930 439 3.06

 

＜参 考＞ 

平成26年３月期 第２四半期（累計）個別業績予想（平成25年4月1日～平成25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） 26,000 250 300 170 1.19

今回修正予想（Ｂ） 26,000 320 380 210 1.47

増減額（Ｂ－Ａ） － 70 80 40 －

増減率 （ ％ ） － 28.0 26.7 23.5 －

（ご参考）前期第２四半期実績 

（平成25年３月期 第２四半期） 
26,107 655 713 301 2.10

 

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 

  該当事項はありません。 
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（３）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」の区分の損失（△） △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 
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Ⅱ 当第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 
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 9,443 610 1,821 692 319 12,887 350 13,238

セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
42 7 3 3 22 78 651 730

計 9,486 617 1,825 695 341 12,966 1,002 13,969

セグメント利益 

又は損失（△） 
22 △15 △83 62 198 182 △65 117

（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 182 

「その他」の区分の損失（△） △65 

セグメント間取引消去 44 

その他の調整額 △0 

四半期連結損益計算書の営業利益 161 
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