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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年9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 ％

22年3月期第2四半期 13,413 △5.7 554 124.1 833 42.4 595 32.7
21年3月期第2四半期 14,226 ― 247 ― 585 ― 448 ―

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2四半期 22.16 ―
21年3月期第2四半期 16.70 ―

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2四半期 28,310 4,131 14.6 153.80
21年3月期 27,486 3,647 13.3 135.78

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  4,131百万円 21年3月期  3,647百万円

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 ― ― ― 5.00 5.00
22年3月期 ― ―
22年3月期 

（予想）
― 5.00 5.00

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 26,000 △2.2 860 60.4 1,200 36.2 820 29.5 30.53
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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  無  
（注）詳細は、４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５月１４日に公表いたしました連結業績予想のうち、通期については本資料において修正しております。 
２．業績予想につきましては、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、実際の業績は今後様々な要因によって予想数値と異な
る場合があります。業績予想に関する事項につきましては、４ページ【定性的情報・財務諸表等】「３．連結業績予想に関する定性的情報」をご参照くださ
い。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

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2四半期 35,000,000株 21年3月期  35,000,000株
② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  8,139,406株 21年3月期  8,138,829株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第2四半期 26,860,862株 21年3月期第2四半期 26,862,021株
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（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） 

(％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 
1株当たり当期

純利益 

通 期 
百万円 

19,300 
％ 

△1.6 
百万円

700
％

24.3
百万円

720
％

20.4
百万円 

440 
％ 

20.2 
円 銭

14.67

 
（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５月14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。 
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【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２四半期連結累計期間（平成21年4月1日から平成21年9月30日まで）におけるわが国経済は、昨年秋以降に

戦後 大のマイナス成長を記録した景気はやや持ち直しつつあるものの、依然として雇用・所得環境は厳しく、節約志向

とも相まって個人消費は低迷し、景気は民主連立政権誕生の下、下押しリスクを抱えた状況で推移しました。 
当第２四半期連結累計期間の海外原糖市況は、期初13.68セント（ポンド当たりニューヨーク粗糖現物相場。以下同じ。）

で始まりましたが、主要生産国ブラジルにおけるエタノール生産比率の低下等により4月6日には当期 安値の13.34セ

ントまで下落しました。その後はインドにおける生産数量の下方修正、原油相場の上昇及びドル安の影響により 8 月 31
日に当期 高値の25.02セントをつけ、そのまま強基調を維持して24.85セントで当第２四半期連結累計期間を終了しま

した。国内精糖市況は、東京市場現物相場（上白糖大袋1kg当たり）は期初163～164円で始まりましたが、海外粗糖相

場の高騰により8月15日に169～170円に上昇し当第２四半期連結累計期間を終了しました。 
かかる状況の中、当第２四半期連結累計期間の当社グループの連結業績につきましては、主に砂糖営業部門において、

砂糖取引は個人消費の冷え込みから販売数量の減少を余儀なくされたことや、糖化品取引では需要期における天候不順に

より飲料メーカー向け販売数量が減少したこと、三国間砂糖取引の減少等により売上高は前年同四半期を下回りました。 
その一方、海外粗糖相場が高騰する中、適切な価格での原糖買付を行ったことや、砂糖製造部門において生産合理化の

取り組み等により製造コストの一層の低減を図ったこと、採算を重視した適正価格での販売に努めたことに加え、商標権

償却費の大幅な減少等により、経常利益は前年同四半期をやや上回りました。 
事業の種類別セグメントの業績につきましては、食品事業部門の売上高は 12,961 百万円（前年同四半期比 822 百万円

減）、不動産賃貸部門の売上高は451百万円（前年同四半期比9百万円増）となりました。 
この結果、当第２四半期連結累計期間の連結売上高は13,413百万円（前年同四半期比813百万円減）、連結経常利益は

833百万円（前年同四半期比42.4%増）、連結四半期純利益は595百万円（前年同四半期比32.7%増）となりました。 
 
２．連結財政状態に関する定性的情報 

当第2四半期連結会計期間末の総資産は前連結会計年度末に比べて823百万円増加し、28,310百万円となりました。

これは主に取引証拠金の増加及び時価上昇に伴う投資有価証券の増加によるものであります。 
負債合計は前連結会計年度末に比べて339百万円増加し、24,178百万円となりました。これは主に時価変動に伴うデリ

バティブ負債の増加及び未払法人税等の増加によるものであります。 
また、純資産合計は前連結会計年度末に比べ483百万円増加し、4,131百万円となりました。これは主に四半期純利益

の増加及び投資有価証券の時価評価によるその他有価証券評価差額金の増加によるものであります。 
 

３． 連結業績予想に関する定性的情報 

当第2四半期連結累計期間における業績の進捗を踏まえて業績予想の見直しを行った結果、平成21年5月14日に発表

いたしました平成22年3月期の業績予想（連結・個別）を上回る見通しとなりましたので、修正いたします。 

詳細は本日別途開示いたします「第２四半期連結累計期間業績予想との差異および通期業績予想の修正に関するお知ら

せ」をご参照ください。 

 
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） 

 該当事項はありません。 

  
（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 

該当事項はありません。 
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２． 四半期特有の会計処理 

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 

 該当事項はありません。 
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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２四半期連結会計期間末
(平成21年９月30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 1,090 1,213

受取手形及び売掛金 1,981 1,559

商品及び製品 1,126 1,022

仕掛品 139 202

原材料及び貯蔵品 837 1,037

繰延税金資産 168 66

その他 1,191 836

貸倒引当金 － △3

流動資産合計 6,535 5,933

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 9,310 9,258

減価償却累計額 △4,094 △3,961

建物及び構築物（純額） 5,215 5,297

機械装置及び運搬具 10,572 10,552

減価償却累計額 △8,245 △8,091

機械装置及び運搬具（純額） 2,327 2,460

工具、器具及び備品 314 305

減価償却累計額 △269 △262

工具、器具及び備品（純額） 44 43

土地 5,209 5,209

建設仮勘定 28 15

有形固定資産合計 12,825 13,026

無形固定資産   

のれん 10 20

その他 105 73

無形固定資産合計 115 93

投資その他の資産   

投資有価証券 6,641 6,226

長期貸付金 778 612

繰延税金資産 1,327 1,432

その他 85 161

投資その他の資産合計 8,832 8,433

固定資産合計 21,774 21,553

資産合計 28,310 27,486
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９月30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 830 1,044

短期借入金 18,021 16,915

未払法人税等 226 28

未払消費税等 97 8

賞与引当金 64 68

繰延税金負債 － 0

その他 1,245 1,058

流動負債合計 20,485 19,123

固定負債   

長期借入金 1,957 3,006

退職給付引当金 1,347 1,352

役員退職慰労引当金 165 197

その他 223 160

固定負債合計 3,693 4,715

負債合計 24,178 23,839

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,750 1,750

資本剰余金 266 266

利益剰余金 6,104 5,634

自己株式 △3,116 △3,116

株主資本合計 5,004 4,534

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △755 △888

繰延ヘッジ損益 △118 1

評価・換算差額等合計 △873 △887

純資産合計 4,131 3,647

負債純資産合計 28,310 27,486
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第２四半期連結累計期間】 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 14,226 13,413

売上原価 11,857 10,892

売上総利益 2,368 2,520

販売費及び一般管理費 2,121 1,965

営業利益 247 554

営業外収益   

受取利息 43 47

受取配当金 169 171

持分法による投資利益 230 200

デリバティブ利益 30 －

雑収入 11 43

営業外収益合計 484 462

営業外費用   

支払利息 122 111

支払手数料 23 21

デリバティブ損失 － 44

雑損失 0 6

営業外費用合計 146 184

経常利益 585 833

特別利益   

投資有価証券売却益 0 2

その他 － 6

特別利益合計 0 8

特別損失   

投資有価証券評価損 28 －

役員退職慰労金 3 15

その他 － 6

特別損失合計 31 22

税金等調整前四半期純利益 553 819

法人税、住民税及び事業税 88 235

法人税等調整額 16 △11

法人税等合計 105 224

四半期純利益 448 595
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【第２四半期連結会計期間】 

（単位：百万円）

前第２四半期連結会計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 7,140 7,080

売上原価 5,986 5,767

売上総利益 1,154 1,312

販売費及び一般管理費 1,059 976

営業利益 94 336

営業外収益   

受取利息 22 22

受取配当金 1 0

持分法による投資利益 112 98

デリバティブ利益 25 －

雑収入 7 20

営業外収益合計 169 141

営業外費用   

支払利息 62 58

支払手数料 11 5

デリバティブ損失 － 26

雑損失 － 5

営業外費用合計 74 95

経常利益 190 382

特別利益   

投資有価証券売却益 0 2

その他 － 2

特別利益合計 0 4

特別損失   

投資有価証券評価損 8 －

役員退職慰労金 3 2

その他 － 1

特別損失合計 11 4

税金等調整前四半期純利益 178 381

法人税、住民税及び事業税 40 100

法人税等調整額 △3 16

法人税等合計 36 117

四半期純利益 142 264
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30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 553 819

減価償却費 456 366

のれん償却額 10 10

退職給付引当金の増減額（△は減少） △36 △4

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 1 △31

賞与引当金の増減額（△は減少） 1 △3

貸倒引当金の増減額（△は減少） △4 △3

受取利息及び受取配当金 △212 △218

支払利息 122 111

為替差損益（△は益） △5 5

持分法による投資損益（△は益） △230 △200

投資有価証券売却損益（△は益） △0 △2

投資有価証券評価損益（△は益） 28 －

売上債権の増減額（△は増加） △52 △422

たな卸資産の増減額（△は増加） △369 158

その他の資産の増減額（△は増加） 84 △289

仕入債務の増減額（△は減少） 224 △213

未払消費税等の増減額（△は減少） △95 88

その他の負債の増減額（△は減少） 123 143

小計 599 312

利息及び配当金の受取額 211 216

利息の支払額 △121 △116

法人税等の支払額 △92 △40

営業活動によるキャッシュ・フロー 597 372

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △618 △206

無形固定資産の取得による支出 － △74

投資有価証券の取得による支出 △1,138 －

投資有価証券の償還による収入 120 －

投資有価証券の売却による収入 6 15

投資その他の資産の増減額（△は増加） △0 64

貸付けによる支出 △330 △470

貸付金の回収による収入 196 248

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,765 △422
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（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 4,390 4,730

短期借入金の返済による支出 △2,540 △3,590

長期借入金の返済による支出 △1,105 △1,083

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 △134 △124

財務活動によるキャッシュ・フロー 609 △67

現金及び現金同等物に係る換算差額 5 △5

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △552 △122

現金及び現金同等物の期首残高 1,255 1,213

現金及び現金同等物の四半期末残高 702 1,090
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注記事項 

（4）継続企業の前提に関する注記 

 当第2四半期連結会計期間（自 平成21年7月1日 至 平成21年9月30日） 

  該当事項はありません。 

 
（5）セグメント情報 

 
【事業の種類別セグメント情報】 

 前第2四半期連結累計期間（自 平成20年4月1日 至 平成20年9月30日） 

（注）1 事業区分は、製品系列により決定しております 

2 各事業の主要製品 

 

 

 

 

 
当第2四半期連結累計期間（自 平成21年4月1日 至 平成21年9月30日） 

（注）1 事業区分は、製品系列により決定しております 

2 各事業の主要製品 

 

 

 

 

 食品事業 
（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 
（2）セグメント間の 

内部売上高又は振替高 

13,783

－

442

－

14,226

－

 
－ 

 
－ 

14,226

－

計 13,783 442 14,226 － 14,226

営業利益 539 77 617 （370） 247

事業区分 主要製品 

食品事業 砂糖、オリゴ糖、サイクロデキストリン 

不動産賃貸事業 工場賃貸 

 食品事業 
（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 
（2）セグメント間の 

内部売上高又は振替高 

12,961

－

451

－

13,413

－

 
－ 

 
－ 

13,413

－

計 12,961 451 13,413 － 13,413

営業利益 867 99 966 （412） 554

事業区分 主要製品 

食品事業 砂糖、オリゴ糖、サイクロデキストリン 

不動産賃貸事業 工場賃貸、ニューESR ビル賃貸 

塩水港精糖㈱　（２１１２）　平成２２年３月期　第２四半期決算短信

-12-



【所在地別セグメント情報】 

 前第2四半期連結累計期間（自 平成20年4月1日 至 平成20年9月30日）及び当第2四半期連結累計期間（自 平

成21年4月1日 至 平成21年9月30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。 

 
【海外売上高】 

 前第2四半期連結累計期間（自 平成20年4月1日 至 平成20年9月30日）及び当第2四半期連結累計期間（自 平

成21年4月1日 至 平成21年9月30日） 

  海外売上高が連結売上高の10％未満のため、記載を省略しております。 

 

 
（6）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

 当第2四半期連結累計期間（自 平成21年4月1日 至 平成21年9月30日） 

  該当事項はありません。 
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