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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 

当第１四半期連結累計期間（平成 27 年４月１日～平成 27 年６月 30 日）におけるわが国経済は、企業収

益や雇用・所得環境に改善が見られ、景気は緩やかな回復基調が続いているものの、中国経済をはじめとし

た海外景気の下振れなどの不安要素もあり、先行き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、ほぼ前年同期並の 13,612 百万円となり、

経常利益は、前年同期比 13.8％減の 634 百万円、親会社株主に帰属する四半期純利益は前年同期比 15.1％

減の393百万円となりました。 

 

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、ほぼ前年同期並の 9,944 百万円となりましたが、採算的に厳しいビート原

料糖の販売数量が増加したこともあり、セグメント利益は前年同期比 35.9％減の 255 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、主にオリゴ糖等機能性食品の販売数量増加により、前年同期比 15.5％増の

661百万円となり、セグメント利益は前年同期比481.6％増の70百万円となりました。 

＜飼料事業＞ 

飼料セグメントの売上高は、前年同期比 5.4％減の 1,829 百万円となり、59 百万円のセグメント損失

（前年同期は27百万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、紙筒（移植栽培用育苗鉢）の販売数量減少により、前年同期比 12.6％

減の542百万円となり、セグメント利益は前年同期比92.9％減の1百万円となりました。 

＜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 333 百万円となり、セグメント利益は前年同期比 5.2％

増の219百万円となりました。 

＜その他＞ 

その他のセグメントの売上高は、前年同期比 6.2％減の 301 百万円となり、57 百万円のセグメント損失

（前年同期は68百万円のセグメント損失）となりました。 

 

（２）財政状態に関する説明 

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 3,303 百万円減の 91,018 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 5,332 百万円減の 40,437 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 2,028 百万円増の 50,581 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 4,349 百万円減の 24,923 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 4,933 百万円減の 11,471 百万円となり、固定負債は、主に

その他に含まれる繰延税金負債の増加により前連結会計年度末比 584 百万円増の 13,452 百万円となりまし

た。 

純資産は、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比 1,045 百万円増の 66,094 百

万円となりました。 
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（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

  平成 28 年３月期の連結業績予想につきましては、平成 27 年５月 15 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．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 

  会計方針の変更 

（企業結合に関する会計基準等の適用） 

  「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成25年９月13日）、「連結財務諸表に関する会

計基準」（企業会計基準第22号 平成25年９月13日）及び「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基

準第７号 平成 25 年９月 13 日）等を、当第１四半期連結会計期間から適用し、四半期純利益等の表示の

変更及び少数株主持分から非支配株主持分への表示の変更を行っております。当該表示の変更を反映させ

るため、前第１四半期連結累計期間及び前連結会計年度については、四半期連結財務諸表及び連結財務諸

表の組替えを行っております。 

日本甜菜製糖㈱（2108）　平成28年３月期　第１四半期決算短信

- 3 -



�������	
��

������������

��������

������ 
�!"#$��%&'(�

)*���������+
�!"#$�,%&-(�

./01

23./

456785 &9:#$ &9;<<

=>?@67AB5 $9&$- :9C&<

DEFG :9H-- :9---

IJ67KJ ##9&;' '$9--;

LBJ '9<$# C:C

MNO67PQJ #9$H: #9<H'

R0S '9':# &9:$H

�TU)5 V# V'

23./W� CH9$:< C-9C&$

XY./

D@XY./

Z[67\][^_� ''9'&& '-9<<-

R0S^_� '#9C&< '#9C&&

D@XY./W� #&9H$# #&9C#&

`@XY./ #': '<H

a.R0S0./

a.DEFG #&9:;< #H9::H

bcdefgh./ <#& <C<

R0S 'HH &H&

�TU)5 V: V:

a.R0S0./W� #C9$:& #:9<:#

XY./W� C;9HH# H-9H;'

./W� <C9&## <'9-';

ij01

23ij

kl?@67mB5 '9-;H '9&H<

n��o5 <9$<; &9<<:

plqrst #H- ##C

R0S H9#$- H9;<-

23ijW� ':9C-H ''9C$'

XYij

u��o5 &&' &--

vwbcxyU)5 ': ';

bcdefghij H9-'& H9-#C

R0S $9H-: ;9'-;

XYijW� '#9;:; '&9CH#

ijW� #<9#$& #C9<#&

日本甜菜製糖㈱（2108）　平成28年３月期　第１四半期決算短信

- 4 -



��������

������ 
�!"#$��%&'(�

)*���������+
�!"#$�,%&-(�

^./01

��.�

.�5 ;9#$< ;9#$<

.���5 ;9C-C ;9C-C

����5 &<9<C- &<9:';

���� V#9'<# V#9';-

��.�W� HC9C&# HC9'#&

R0S0������_

R0SDEFG�E�_5 '-9H:# ''9<-&

������� - -

bcdefgh� ��_ HC :;

R0S0������_W� '-9:'$ ''9<$'

^./W� :H9-C< ::9-<C

ij^./W� <C9&## <'9-';

日本甜菜製糖㈱（2108）　平成28年３月期　第１四半期決算短信

- 5 -



¡���������{¢67����������{¢

��������{¢

*���������+

��������
�*���������+
�� !"#:�£%�(
¤¥ !"#:�,%&-(�

)*���������+
�� !"#$�£%�(
¤¥ !"#$�,%&-(�

A¦§ '&9:'' '&9:'#

A¦ME <9;HH <9<C&

A¦¨�� &9$H: &9::<

©Aª67«¬®ª

©Aª #9C&; #9CH<

«¬®ª $#C $&<

©Aª67«¬®ªW� &9':# &9'<<

¯°�� H<& C$-

¯°±²�

=>�³ # #

=>´)5 'C; '$#

µ�qf¶ha.�� H <

R0S #$ ';

¯°±²�W� ';& #-&

¯°±ª·

kl�³ #$ #$

XY./¸�� $ H

R0S : :

¯°±ª·W� C' &;

¹º�� $&H :&C

»¼�½

XY./¸�� 'C #-

»¼�½W� 'C #-

s5t� ����^�� $#- :'&

qrst #H$ ##-

���^�� C:& &<&

¾�¿��fÀÁÂh���^�� C:& &<&

日本甜菜製糖㈱（2108）　平成28年３月期　第１四半期決算短信

- 6 -



����������{¢

*���������+

��������
�*���������+
�� !"#:�£%�(
¤¥ !"#:�,%&-(�

)*���������+
�� !"#$�£%�(
¤¥ !"#$�,%&-(�

���^�� C:& &<&

R0S0����

R0SDEFG�E�_5 #HH '9&C-

������� V' -

bcdefgh� _ '; '&

R0S0����W� #$& '9&HC

������� $&: '9$C$

ÃÄ�

¾�¿��fgh������� $&: '9$C$

Åk´��fgh������� Æ Æ

日本甜菜製糖㈱（2108）　平成28年３月期　第１四半期決算短信

- 7 -



 

（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26年４月１日 至 平成26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 9,832 572 1,933 620 330 13,290 321 13,611

セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
41 5 2 0 29 79 560 639

計 9,874 578 1,936 621 359 13,369 881 14,251

セグメント利益 

又は損失（△） 
398 12 △27 24 208 616 △68 548

（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 616 

「その他」の区分の利益又は損失（△） △68 

セグメント間取引消去 45 

その他の調整額 △0 

四半期連結損益計算書の営業利益 593 
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Ⅱ 当第１四半期連結累計期間(自 平成27年４月１日 至 平成27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 9,944 661 1,829 542 333 13,311 301 13,612

セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
42 6 4 16 29 98 495 594

計 9,987 668 1,833 558 362 13,410 796 14,207

セグメント利益 

又は損失（△） 
255 70 △59 1 219 488 △57 431

（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 488 

「その他」の区分の利益又は損失（△） △57 

セグメント間取引消去 38 

その他の調整額 0 

四半期連結損益計算書の営業利益 470 
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