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1.  平成22年3月期第3四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21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 ％

22年3月期第3四半期 10,959 △0.3 1,098 35.4 1,105 38.9 601 26.6
21年3月期第3四半期 10,989 ― 811 ― 795 ― 475 ―

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

22年3月期第3四半期 11.04 ―

21年3月期第3四半期 8.72 ―

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

22年3月期第3四半期 12,709 5,157 40.6 94.56
21年3月期 12,661 4,631 36.4 84.41

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  5,157百万円 21年3月期  4,603百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

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

21年3月期 ― 0.00 ― 1.00 1.00
22年3月期 ― 0.00 ―

22年3月期 
（予想）

1.00 1.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  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

通期 14,100 △0.7 1,210 21.2 1,210 25.1 660 34.8 12.10

－ 1 －



4.  その他 

(1) 期中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) 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  有  
[(注)詳細は、５ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。] 

(3) 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（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もの） 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

１．平成21年11月４日に公表いたしました通期連結業績予想を本資料において修正しております。 
２．上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、今後の事業環境の変化により実際の業績等が異なる可能
性があります。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第3四半期 54,560,000株 21年3月期  54,560,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  20,425株 21年3月期  20,253株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第3四半期 54,539,664株 21年3月期第3四半期 54,542,606株

－ 2 －



(参考)個別業績予想

平成22年3月期の個別業績予想(平成21年4月1日～平成22年3月31日)

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 10,900 1.9 1,180 26.0 1,170 28.6 630 37.2 11.55

(注)個別業績予想数値の当四半期における修正の有無　　有

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
１．平成21年11月４日に公表いたしました通期個別業績予想を本資料において修正しております。
２．上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、今後の事業環境の変化により実際の業績等が異な
る可能性があります。

(％表示は対前期増減率)

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

－ 3 －



 

 

【定性的情報・財務諸表等】

1. 連結経営成績に関する定性的情報

当第３四半期累計期間のわが国経済は、生産や輸出の持ち直しなど一部回復基調が見られるもの
の、設備投資の抑制や雇用環境の低迷に加え、急激な為替変動とデフレの進行により、引き続き厳し
い状況で推移いたしました。 
 当社グループは、引き続き食の安全・安心対策を強化しつつ、原材料コストの低減、適正価格での
販売及び資産の効率的運用に取り組んでまいりました。 
 その結果、当第３四半期累計期間の連結売上高は10,959百万円(前年同期比0.3%減)、連結営業利益
1,098百万円(前年同期比35.4%増)、連結経常利益1,105百万円(前年同期比38.9%増)、連結四半期純利
益601百万円(前年同期比26.6%増)となりました。
(事業の種類別セグメントの業績)

砂糖事業
販売量は景気低迷を背景とした個人消費の落ち込みから前年同期を下回ったものの、適正価

格での販売に注力したことから、売上高は9,673百万円(前年同期比0.9%減)となりました。営
業利益は原材料の調達、製造等のコスト管理を徹底した結果、1,134百万円(前年同期比27.7%
増)となりました。

機能食品素材事業
ステビア甘味料は夏場の天候不順や低価格化の影響を受け販売量が伸び悩んだものの、健康

食品向けの販売に注力したことにより酵素処理ルチンは復調の兆しが見え、酵素処理ヘスペリ
ジンについても引き続き好調に推移した結果、売上高は994百万円(前年同期比6.1%増)、営業
利益は149百万円(前年同期比86.2%増)となりました。

不動産賃貸事業
賃貸資産の一元管理を行い、資産の効率的運用に努めたものの、売上高は291百万円(前年同

期並み)、営業利益は83百万円(前年同期比5.7%減)となりました。

2. 連結財政状態に関する定性的情報

資産、負債及び純資産の状況 
  当第３四半期末の資産合計は、現金及び預金の減少があるものの受取手形及び売掛金や長期貸付金
の増加などにより、前期末に比べ48百万円増加し12,709百万円となりました。負債合計は、未払法人
税等や長期借入金の増加があるものの短期借入金や退職給付引当金の減少などにより、前期末に比べ
477百万円減少し7,552百万円となりました。純資産合計は、配当金の支払などがあるものの四半期純
利益601百万円の計上などにより、前期末に比べ525百万円増加し5,157百万円となりました。この結
果、自己資本比率は前期末の36.4％から40.6％となりました。

3. 連結業績予想に関する定性的情報

平成21年11月４日に公表いたしました平成22年3月期通期の業績予想を、当第３四半期累計期間の
業績を踏まえ、次の通り修正いたしました。 
  
平成22年３月期見通し 
売上高   14,100百万円(前期比 0.7%減) 
営業利益   1,210百万円(前期比21.2%増) 
経常利益   1,210百万円(前期比25.1%増) 
当期純利益   660百万円(前期比34.8%増) 
１株当たり当期純利益 12円10銭 
  
(参考)個別業績予想 
平成22年３月期見通し 
売上高   10,900百万円(前期比 1.9%増) 
営業利益   1,180百万円(前期比26.0%増) 
経常利益   1,170百万円(前期比28.6%増) 
当期純利益   630百万円(前期比37.2%増) 
１株当たり当期純利益 11円55銭 
  
 なお、上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、今
後の事業環境の変化により実際の業績等が異なる可能性があります。
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 該当事項はありません。 

 
  

該当事項はありません。 

4. その他

(1) 期中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)

(2) 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

１．簡便な会計処理

   ①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、第２四半
期連結会計期間末の実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算出する方法によってお
ります。

   ②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固定資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間
按分して算出する方法によっております。

２．四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理

該当事項はありません。

(3) 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
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5.四半期連結財務諸表 
(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21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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 529 721

受取手形及び売掛金 1,564 1,310

商品及び製品 769 731

仕掛品 64 195

原材料及び貯蔵品 1,016 980

その他 678 613

貸倒引当金 △12 △10

流動資産合計 4,610 4,542

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,804 2,888

機械装置及び運搬具（純額） 166 179

土地 2,879 2,913

リース資産（純額） 4 5

その他（純額） 93 99

有形固定資産合計 5,949 6,087

無形固定資産 32 38

投資その他の資産   

投資有価証券 506 482

長期貸付金 1,469 1,309

その他 148 206

貸倒引当金 △5 △5

投資その他の資産合計 2,117 1,993

固定資産合計 8,099 8,118

資産合計 12,709 12,661

－ 6 －
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 686 835

短期借入金 3,916 4,677

未払法人税等 278 53

賞与引当金 33 64

その他 513 390

流動負債合計 5,428 6,020

固定負債   

長期借入金 1,760 1,488

退職給付引当金 225 382

役員退職慰労引当金 72 63

その他 64 74

固定負債合計 2,124 2,009

負債合計 7,552 8,030

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,904 2,904

利益剰余金 2,245 1,698

自己株式 △2 △2

株主資本合計 5,147 4,599

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 9 0

繰延ヘッジ損益 0 4

評価・換算差額等合計 10 4

少数株主持分 － 27

純資産合計 5,157 4,631

負債純資産合計 12,709 12,661

－ 7 －
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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20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第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) 

売上高 10,989 10,959

売上原価 8,623 8,293

売上総利益 2,366 2,666

販売費及び一般管理費   

販売費 737 733

一般管理費 818 834

販売費及び一般管理費合計 1,555 1,568

営業利益 811 1,098

営業外収益   

受取利息 26 32

受取配当金 8 9

負ののれん償却額 － 2

持分法による投資利益 3 4

その他 9 10

営業外収益合計 47 58

営業外費用   

支払利息 58 47

その他 4 4

営業外費用合計 62 52

経常利益 795 1,105

特別利益   

固定資産売却益 11 －

特別利益合計 11 －

特別損失   

固定資産売却損 6 －

減損損失 － 57

特別損失合計 6 57

税金等調整前四半期純利益 800 1,047

法人税、住民税及び事業税 291 389

法人税等調整額 30 54

法人税等合計 322 443

少数株主利益 2 1

四半期純利益 475 601

－ 8 －
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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20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第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) 

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 800 1,047

減価償却費 118 106

減損損失 － 57

負ののれん償却額 － △2

貸倒引当金の増減額（△は減少） 2 2

賞与引当金の増減額（△は減少） △32 △31

退職給付引当金の増減額（△は減少） 19 △156

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △1 8

受取利息及び受取配当金 △34 △41

支払利息 58 47

持分法による投資損益（△は益） △3 △4

有形固定資産売却損益（△は益） △4 －

売上債権の増減額（△は増加） △363 △254

たな卸資産の増減額（△は増加） △92 58

仕入債務の増減額（△は減少） △47 △148

未払金の増減額（△は減少） 27 31

その他 16 91

小計 462 813

利息及び配当金の受取額 25 30

利息の支払額 △57 △41

法人税等の支払額 △529 △169

営業活動によるキャッシュ・フロー △98 632

投資活動によるキャッシュ・フロー   

投資有価証券の取得による支出 △2 △2

有形固定資産の取得による支出 △51 △27

有形固定資産の売却による収入 56 －

無形固定資産の取得による支出 △5 －

子会社株式の取得による支出 － △27

貸付けによる支出 △330 △470

貸付金の回収による収入 196 253

その他 11 △3

投資活動によるキャッシュ・フロー △124 △276

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） 450 △630

長期借入れによる収入 － 700

長期借入金の返済による支出 △135 △558

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 － △53

リース債務の返済による支出 △2 △4

財務活動によるキャッシュ・フロー 311 △547

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 88 △191

現金及び現金同等物の期首残高 547 721

現金及び現金同等物の四半期末残高 636 529

－ 9 －
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該当事項はありません。 

  

  前第３四半期連結累計期間(自平成20年４月１日 至平成20年12月31日) 

 

  当第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) 

 
(注) １ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各区分に属する主要な製品 

(1)砂糖事業……………………精製糖など 

(2)機能食品素材事業…………ステビア甘味料・機能性食品素材（酵素処理ルチン、酵素処理ヘスペリジン、 

                 ゆずポリフェノールなど） 

 (3)不動産賃貸事業……………マンション・ビルの賃貸及び仲介 

  

 前第３四半期連結累計期間(自平成20年４月１日 至平成20年12月31日)及び当第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) 

 本邦以外の国又は地域に所在する在外支店及び連結子会社がないため、該当事項はありません。 

  

 前第３四半期連結累計期間(自平成20年４月１日 至平成20年12月31日)及び当第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) 

 海外売上高がないため、該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

  [事業の種類別セグメント情報]

砂糖事業 
(百万円)

機能食品
素材事業 
(百万円)

不動産
賃貸事業 
(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

9,760 936 291 10,989 ― 10,989

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

0 0 9 10 (10) ―

計 9,761 936 301 10,999 (10) 10,989

営業利益 887 80 88 1,056 (245) 811

砂糖事業 
(百万円)

機能食品
素材事業 
(百万円)

不動産
賃貸事業 
(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

9,673 994 291 10,959 ― 10,959

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

0 ― 8 9 (9) ―

計 9,673 994 300 10,968 (9) 10,959

営業利益 1,134 149 83 1,367 (268) 1,098

  [所在地別セグメント情報]

  [海外売上高]

(6) 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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