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1. 平成26年3月期第3四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25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 ％

26年3月期第3四半期 40,305 △3.0 2,566 1.1 2,829 5.2 1,763 13.5
25年3月期第3四半期 41,556 7.8 2,538 22.3 2,690 12.1 1,553 △85.2

（注）包括利益 26年3月期第3四半期 1,982百万円 （18.4％） 25年3月期第3四半期 1,673百万円 （△84.1％）

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

26年3月期第3四半期 239.51 ―
25年3月期第3四半期 211.09 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第3四半期 55,717 46,176 82.9
25年3月期 54,884 44,637 81.3
（参考）自己資本 26年3月期第3四半期 46,176百万円 25年3月期 44,637百万円

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

25年3月期 ― 0.00 ― 60.00 60.00
26年3月期 ― 0.00 ―
26年3月期（予想） 60.00 60.00

3. 平成26年3月期の連結業績予想（平成25年4月1日～平成26年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 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 52,000 △2.0 2,900 6.6 3,000 2.1 1,800 6.4 244.53



(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） ： 有 

（注）詳細は、添付資料Ｐ．３「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動」をご覧ください。 

(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 
（注）詳細は、添付資料Ｐ．３「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項（２）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 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※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、金融商品取引法に基づく四
半期連結財務諸表に対する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 
（将来に関する記述等についてのご注意） 
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、その
達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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。業績予想の前提となる条件お
よび業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資料Ｐ．２「１．当四半期決算に関する定性的情報（３）連結業績予想などの将来予測情報に
関する説明」をご覧ください。 

(その他特記事項) 
当社は平成25年４月１日、子会社の日新製糖株式会社と新光製糖株式会社と合併した上、商号を「日新製糖ホールディングス株式会社」から「日新製糖株式会
社」に変更しました。 

※ 注記事項

新規 ―社 （社名） 、 除外 2社 （社名） 日新製糖株式会社、新光製糖株式会
社

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 無
②①以外の会計方針の変更 ： 無
③ 会計上の見積りの変更 ： 無
④ 修正再表示 ： 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 26年3月期3Q 7,557,961 株 25年3月期 7,557,961 株
② 期末自己株式数 26年3月期3Q 196,962 株 25年3月期 196,502 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期3Q 7,361,320 株 25年3月期3Q 7,361,809 株
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（１）経営成績に関する説明 

 当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、消費増税や新興国の成長鈍化など先行き不透明感は拭えない

ものの、政府の金融緩和政策による円安傾向を背景に、企業収益環境の改善、消費税率引き上げ前の駆け込み需要

などが見られ、景気回復の裾野が着実に広がっています。 

  海外原糖市況につきましては、ニューヨーク市場粗糖先物相場（当限）において１ポンド当たり17.70セントで

始まり、タイ・インド等の主要生産国の好調な生産見通しから軟調に推移し、７月には15.93セントまで下落しま

した。その後は、世界最大の生産国・輸出国ブラジルの天候要因からの生産量減少懸念等を材料に上昇に転じま

した。10月にはブラジルサントス港の原糖倉庫火災による供給不安から、一時今期高値の20.16セントを付けまし

たが、世界的な供給過剰感が再び強まるにつれて値を下げ、12月には今期安値となる15.86セントまで下落し、

16.41セントで当第３四半期を終了しました。 

 一方、国内精糖市況（日本経済新聞掲載、東京）につきましては、上白糖１㎏当たり182～183円で始まり、エ

ネルギーコストの上昇と９月以降の海外粗糖の値上がりなどを受けて、11月末には185～186円に３円値上がり

し、当第３四半期を終了しました。 

 このような状況のもと、砂糖その他食品事業においては、業務用製品がほぼ前年並の実績となりましたが、家

庭用製品は中食化の進行などの影響を受け販売数量が減少し、その他の甘味料商品の取扱高も減少しました。そ

の中にあって、当社独自のきび砂糖は健康と美味しさを求める消費者の幅広い支持を集め、着実に売上を伸ばし

ました。以上の結果、売上高は37,686百万円（前年同期比3.1％減）、セグメント利益は2,260百万円（同1.8％

減）となりました。 

 その他の事業においては、ドゥ・スポーツプラザを運営する健康産業事業は、若年顧客の減少傾向と価格競争

の激化など、厳しい状況が続いておりますが、会員定着を重視した諸施策の実施により、増収増益を確保しまし

た。冷蔵倉庫事業および港湾運送事業は、コスト削減と普通倉庫の稼働率向上により増益となりました。その結

果、売上高は2,619百万円（前年同期比1.2％減）、セグメント利益は306百万円（同39.6％増）となりました。 

 以上の結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は40,305百万円（前年同期比3.0％減）、営業利益は2,566百

万円（同1.1％増）、経常利益は2,829百万円（同5.2％増）となり、四半期純利益は1,763百万円（同13.5％増）

となりました。 

（２）財政状態に関する説明 

（資産） 

 当第３四半期連結会計期間末における流動資産は26,383百万円となり、前連結会計年度末に比べ661百万円増加

しました。これは主に有価証券（譲渡性預金等）が3,588百万円、受取手形及び売掛金が885百万円増加、現金及

び預金が1,963百万円減少したことによるものです。固定資産は29,333百万円となり、前連結会計年度末に比べ

171百万円増加しました。これは主に有形固定資産が343百万円減少、投資その他の資産が558百万円増加したこと

によるものです。 

 この結果、総資産は、55,717百万円となり、前連結会計年度末に比べ832百万円増加しました。 

（負債） 

 当第３四半期連結会計期間末における流動負債は6,524百万円となり、前連結会計年度末に比べ690百万円減少

しました。これは主に支払手形及び買掛金が596百万円減少したことによるものです。固定負債は3,016百万円と

なり、前連結会計年度末に比べ16百万円減少しました。これは主に引当金が50百万円減少したことによるもので

す。 

 この結果、負債合計は、9,540百万円となり、前連結会計年度末に比べ706百万円減少しました。 

（純資産） 

 当第３四半期連結会計期間末における純資産合計は46,176百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,539百万円

増加しました。これは主に四半期純利益1,763百万円および剰余金の配当441百万円によるものです。 

この結果、自己資本比率は82.9％（前連結会計年度末比1.5ポイント増）となりました。 

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

 連結業績予想につきましては、当第３四半期連結累計期間の業績の進捗および第４四半期以降の業績見込みを

踏まえた結果、平成25年10月31日の「平成26年３月期 第２四半期決算短信」で公表しました連結業績予想に変更

はありません。  

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

 当社は、平成25年４月１日に当社を存続会社とし、連結子会社であった日新製糖株式会社および新光製糖株式 

会社を消滅会社とする吸収合併方式により合併しました。 

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 税金費用については、当第３四半期連結会計期間を含む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もり、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。 

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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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25年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,306 1,343

受取手形及び売掛金 4,882 5,768

有価証券 10,311 13,900

商品及び製品 3,762 3,365

仕掛品 417 303

原材料及び貯蔵品 2,294 1,231

その他 747 473

貸倒引当金 △1 △1

流動資産合計 25,722 26,383

固定資産

有形固定資産

土地 8,526 8,526

その他（純額） 5,068 4,724

有形固定資産合計 13,595 13,251

無形固定資産 294 250

投資その他の資産

投資有価証券 13,710 14,305

その他 1,659 1,613

貸倒引当金 △97 △87

投資その他の資産合計 15,273 15,831

固定資産合計 29,162 29,333

資産合計 54,884 55,717
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 3,533 2,937

短期借入金 1,100 1,100

未払法人税等 336 577

引当金 369 177

その他 1,874 1,731

流動負債合計 7,214 6,524

固定負債

引当金 787 737

その他 2,245 2,279

固定負債合計 3,032 3,016

負債合計 10,247 9,540

純資産の部

株主資本

資本金 7,000 7,000

資本剰余金 12,020 12,020

利益剰余金 23,733 25,054

自己株式 △293 △294

株主資本合計 42,461 43,781

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 334 548

繰延ヘッジ損益 18 23

土地再評価差額金 1,823 1,823

その他の包括利益累計額合計 2,176 2,395

純資産合計 44,637 46,176

負債純資産合計 54,884 55,717
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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24年４月１日 
至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
至 平成25年12月31日) 

売上高 41,556 40,305

売上原価 33,501 32,658

売上総利益 8,055 7,647

販売費及び一般管理費 5,517 5,080

営業利益 2,538 2,566

営業外収益

受取利息 14 10

受取配当金 29 35

持分法による投資利益 114 218

その他 21 24

営業外収益合計 179 288

営業外費用

支払利息 8 10

支払手数料 6 6

その他 11 8

営業外費用合計 27 25

経常利益 2,690 2,829

特別利益

固定資産売却益 6 －

特別利益合計 6 －

特別損失

固定資産除却損 12 25

減損損失 187 －

投資有価証券売却損 － 4

投資有価証券評価損 10 －

ゴルフ会員権評価損 2 －

特別損失合計 212 29

税金等調整前四半期純利益 2,484 2,799

法人税等 930 1,036

少数株主損益調整前四半期純利益 1,553 1,763

四半期純利益 1,553 1,763
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（四半期連結包括利益計算書） 
（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24年４月１日 
至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
至 平成25年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 1,553 1,763

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 116 212

繰延ヘッジ損益 1 5

持分法適用会社に対する持分相当額 2 0

その他の包括利益合計 119 219

四半期包括利益 1,673 1,982

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 1,673 1,982
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該当事項はありません。 

該当事項はありません。 

（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）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）
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