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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

　

回次

第79期

第１四半期

連結累計期間

第80期

第１四半期

連結累計期間

第79期

会計期間
自　平成23年４月１日

至　平成23年６月30日

自　平成24年４月１日

至　平成24年６月30日

自　平成23年４月１日

至　平成24年３月31日

売上高 （百万円） 8,196 7,771 30,370

経常利益 （百万円） 391 73 1,073

四半期（当期）純利益 （百万円） 299 20 465

四半期包括利益又は包括利益 （百万円） 224 △8 472

純資産額 （百万円） 5,433 5,645 5,785

総資産額 （百万円） 26,740 25,919 26,576

１株当たり四半期（当期）
純利益金額

（円） 11.14 0.77 17.35

潜在株式調整後１株当たり
四半期（当期）純利益金額

（円） － － －

自己資本比率 （％） 20.3 21.8 21.8

(注) １　当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載して

おりません。

２　売上高には、消費税等は含まれておりません。

３　潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。

　
２ 【事業の内容】

　当第１四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）において営まれている事業

の内容に重要な変更はありません。

　また、主要な関係会社についても異動はありません。
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第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

当第１四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて、重要な変更はありません。

２ 【経営上の重要な契約等】

当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等は行われておりません。

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日において当社グループ（当社及び連結子会

社）が判断したものであります。

(1)　業績の状況

当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災からの復興へ向けた政策が実施され

る中、個人消費は底堅く推移し景気は緩やかに持ち直しつつありますが、欧州政府債務危機を背景とし

た金融資本市場の変動や海外景気の下振れ等に加え、電力供給の制約、デフレの影響等、依然として先行

き不透明な状況が続いております。

当第１四半期連結累計期間の海外原糖市況は、期初24.58セント（ニューヨーク市場粗糖先物相場

（期近限月の引け値、１ポンド当たり。）以下同じ。）で始まりましたが、北半球及び主要生産国ブラジ

ル、豪州における増産予想や、欧州政府債務危機による不透明な情勢を嫌気した投機資金の流出等から、

６月上旬には18.90セントの安値をつけました。その後は、南半球の天候不順により生産、輸出の遅れが

不安視され始めるとともに、欧州政府債務問題に対しても一定の好転が見られたことから、商品市場に

リスクテイクの動きが活発化し、結局21.81セントで当第１四半期連結累計期間を終了しました。

　当第１四半期連結累計期間の国内市中価格は、東京市場現物相場（日本経済新聞掲載、上白糖大袋1kg

当たり。）は期初185～186円で始まり、同一水準のまま当第１四半期連結累計期間を終了しました。

　かかる状況の中、当社グループは高品質で安心、安全な製品の安定供給を第一義とし、顧客満足度を一

層高めるとともに、価格競争力の一層の向上に努めて参りましたが、今夏の電力不足懸念に起因する生

産コストの増加や、販管費における臨時的な費用計上等もあったことから、利益面では前年同四半期を

大幅に下回りました。

その結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は7,771百万円（前年同四半期比5.2％減）、営業利益

は61百万円（前年同四半期比74.8％減）、経常利益は73百万円（前年同四半期比81.1％減）、四半期純

利益は20百万円（前年同四半期比93.1％減）となりました。

　

セグメントごとの業績は次のとおりであります。

①砂糖事業

販売数量につきましては、４～５月は計画並みで推移しましたが、６月に入り、海外粗糖相場の下落

による先安感から販売が低調に推移し、結局前年同四半期を下回りました。売上金額につきましては、

販売数量の減少及び販売価格水準の低下により前年同四半期を下回りました。

この結果、売上高は7,174百万円（前年同四半期比5.5％減）、セグメント利益は288百万円（前年同

四半期比34.2％減）となりました。

　

②バイオ事業

・オリゴ糖
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家庭用「オリゴのおかげ」は、幅広い利用者層に向け、商品価値の啓蒙と、正しい使用方法などの理

解・普及に努めるとともに、量販店を中心に店頭販促施策に取り組み一定の成果を上げました。

業務用は、新規ユーザーの開拓に向け営業活動に努めました。

・サイクロデキストリン（ＣＤと略称。）

飲料、健康食品などの食品分野の拡販に努めた結果、飲料向けに新規採用があり、冷凍食品向けや練

り製品向けで販売数量が増加しました。また、非食品分野の拡販に努め、同分野においても販売数量が

増加しました。

以上から、バイオ事業全体では、オリゴ糖部門、ＣＤ部門共に堅調に推移し、両部門共に販売数量が増

加し、売上金額は前年同四半期を上回りました。

この結果、売上高は406百万円（前年同四半期比6.2％増）、セグメント利益は64百万円（前年同四

半期比54.8％増）となりました。

　

③不動産賃貸事業

関西製糖株式会社への大阪工場設備の賃貸、ニューＥＳＲビル事務所の一部賃貸等を行い、所有不

動産の活用に努めました。

この結果、売上高は201百万円（前年同四半期比7.7％減）、セグメント利益は12百万円（前年同四

半期比59.1％減）となりました。

　

研究開発につきましては、肝機能改善などの機能を有するグルクロン酸の新規工業的生産技術のノウ

ハウの第三者への貸与等に継続して努めました。また、抗がん剤「糖修飾パクリタキセル」をリポソーム

に包み込み副作用を大幅に軽減し得る「がんミサイル療法」に関しましては、引き続き実用化を目指し

て共同研究開発を精力的に進めました。

また、農林水産省からの研究委託事業として取り組んでいる、米粉を原料とした乳化機能を有する食品

素材の開発につきましては、計画通りに研究を推進しました。

バイオ製品（オリゴ糖、ＣＤなど。）の研究開発につきましては、一層の製造コストの低減と品質の向

上に取り組むとともに、新たな機能を探索致します。

　

(2)　事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期連結累計期間において、新たに発生した事業上及び財務上の対応すべき課題はありませ

ん。

　

(3)　研究開発活動

当第１四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発活動の総額は、31百万円であります。

なお、当第１四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はあり

ません。
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第３ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

①　【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 80,000,000

計 80,000,000

　

②　【発行済株式】

　

種類

第１四半期会計期間末

現在発行数(株)

(平成24年６月30日)

提出日現在

発行数(株)

(平成24年８月９日)

上場金融商品取引所

名又は登録認可金融

商品取引業協会名

内容

普通株式 35,000,000 35,000,000
東京証券取引所
(市場第二部)

単元株式数は1,000株
であります。

計 35,000,000 35,000,000― ―

　

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

　

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

　

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日

発行済株式

総数増減数

(千株)

発行済株式

総数残高

(千株)

資本金増減額

 

(百万円)

資本金残高

 

(百万円)

資本準備金

増減額

(百万円)

資本準備金

残高

(百万円)

　平成24年４月１日～

　平成24年６月30日
― 35,000 ― 1,750 ― 345

　

(6) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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(7) 【議決権の状況】

①　【発行済株式】

平成24年６月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式（自己株式等） ― ― ―

議決権制限株式（その他） ― ― ―

完全議決権株式（自己株式等）

（自己保有株式）
― ―

普通株式 7,890,000
（相互保有株式）

― ―
普通株式 500,000

完全議決権株式（その他） 普通株式 26,586,000 26,586 ―

単元未満株式 普通株式 24,000 ― ―

発行済株式総数 　 35,000,000 ― ―

総株主の議決権 ― 26,586 ―

(注) １　「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式111株が含まれております。

２　当第１四半期会計期間末日現在の議決権の状況については、株主名簿の記載内容が確認できず、記載すること

ができませんので、直前の基準日である平成24年３月31日の株主名簿により記載しております。

　

②　【自己株式等】

平成24年６月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

（自己保有株式） 　 　 　 　 　

　塩水港精糖株式会社
東京都中央区日本橋

堀留町２丁目９－６
7,890,000― 7,890,000 22.54

（相互保有株式） 　 　 　 　 　

　南西糖業株式会社
東京都千代田区岩本町
３丁目２－９

500,000― 500,000 1.43

計 ― 8,390,000― 8,390,000 23.97

　

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４ 【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19

年内閣府令第64号。）に基づいて作成しております。

　

２　監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間（平成24年４月１

日から平成24年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成24年４月１日から平成24年６月30日ま

で）に係る四半期連結財務諸表について、新日本有限責任監査法人により四半期レビューを受けておりま

す。

　

EDINET提出書類

塩水港精糖株式会社(E00361)

四半期報告書

 7/17



１　【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24年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成24年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,304 883

受取手形及び売掛金 ※２
 1,937

※２
 2,101

商品及び製品 915 1,184

仕掛品 312 305

原材料及び貯蔵品 1,310 962

未収還付法人税等 21 23

繰延税金資産 90 76

その他 1,110 1,095

貸倒引当金 △0 △0

流動資産合計 7,002 6,633

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 9,512 9,537

減価償却累計額 △4,815 △4,883

建物及び構築物（純額） 4,697 4,653

機械装置及び運搬具 11,049 11,068

減価償却累計額 △9,099 △9,211

機械装置及び運搬具（純額） 1,950 1,857

工具、器具及び備品 391 393

減価償却累計額 △333 △343

工具、器具及び備品（純額） 58 50

土地 5,195 5,195

建設仮勘定 23 21

有形固定資産合計 11,924 11,778

無形固定資産 96 89

投資その他の資産

投資有価証券 4,814 4,691

長期貸付金 1,276 1,282

繰延税金資産 1,328 1,339

その他 159 130

貸倒引当金 △24 △24

投資その他の資産合計 7,554 7,419

固定資産合計 19,574 19,286

資産合計 26,576 25,919
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成24年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,098 897

短期借入金 9,591 10,462

未払法人税等 423 21

未払消費税等 76 29

賞与引当金 85 41

その他 1,162 1,231

流動負債合計 12,437 12,684

固定負債

長期借入金 6,642 5,857

退職給付引当金 1,214 1,194

役員退職慰労引当金 252 －

その他 244 538

固定負債合計 8,353 7,590

負債合計 20,791 20,274

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 7,856 7,745

自己株式 △3,116 △3,116

株主資本合計 6,756 6,645

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △969 △992

繰延ヘッジ損益 △1 △7

その他の包括利益累計額合計 △971 △1,000

純資産合計 5,785 5,645

負債純資産合計 26,576 25,919
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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１四半期連結累計期間】

(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
　至 平成23年６月30日)

当第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)

売上高 8,196 7,771

売上原価 7,026 6,767

売上総利益 1,169 1,004

販売費及び一般管理費 923 942

営業利益 245 61

営業外収益

受取利息 11 11

受取配当金 126 53

持分法による投資利益 55 －

デリバティブ利益 － 20

雑収入 11 7

営業外収益合計 204 92

営業外費用

支払利息 51 36

持分法による投資損失 － 27

支払手数料 1 16

デリバティブ損失 1 －

雑損失 4 0

営業外費用合計 59 80

経常利益 391 73

特別利益

投資有価証券売却益 55 9

特別利益合計 55 9

特別損失

投資有価証券売却損 － 3

投資有価証券評価損 － 15

その他 － 3

特別損失合計 － 23

税金等調整前四半期純利益 447 59

法人税、住民税及び事業税 160 24

法人税等調整額 △11 14

法人税等合計 148 39

少数株主損益調整前四半期純利益 299 20

四半期純利益 299 20
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【四半期連結包括利益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
　至 平成23年６月30日)

当第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)

少数株主損益調整前四半期純利益 299 20

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △65 △16

繰延ヘッジ損益 △33 △5

持分法適用会社に対する持分相当額 23 △6

その他の包括利益合計 △75 △28

四半期包括利益 224 △8

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 224 △8

少数株主に係る四半期包括利益 － －

EDINET提出書類

塩水港精糖株式会社(E00361)

四半期報告書

11/17



【継続企業の前提に関する事項】

該当事項はありません。

　

【連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更】

　
当第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)

　持分法適用の範囲の重要な変更

　当第１四半期連結会計期間より、当社の持分法非適用関連会社であった㈱ナルミヤは、重要性が増したため、持分法

適用の範囲に含めております。

　

【会計方針の変更等】

　
当第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)

　（会計上の見積りの変更と区分することが困難な会計方針の変更）

　当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以後に取得

した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。

　これにより、従来の方法に比べて当第１四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益

への影響は軽微であります。

　

【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

　１　偶発債務

連結会社以外の会社の金融機関等からの借入に対して、債務保証を行っております。

　

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成24年６月30日)

太平洋製糖㈱ 685百万円 太平洋製糖㈱ 646百万円

　

※２　四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しておりま

す。

　　　なお、当第１四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末日満

期手形が、四半期連結会計期間末残高に含まれております。

　
前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成24年６月30日)

受取手形 9百万円 9百万円

　

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１

四半期連結累計期間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。

　
前第１四半期連結累計期間
(自  平成23年４月１日
  至  平成23年６月30日)

当第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)

減価償却費 198百万円 196百万円

　

(株主資本等関係)

前第１四半期連結累計期間（自  平成23年４月１日  至  平成23年６月30日）

  配当金支払額
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決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成23年6月29日
定時株主総会

普通株式 135 5.00平成23年３月31日 平成23年６月30日 利益剰余金

　

当第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）

  配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成24年6月28日
定時株主総会

普通株式 135 5.00平成24年３月31日 平成24年６月29日 利益剰余金
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

前第１四半期連結累計期間（自  平成23年４月１日  至  平成23年６月30日）

  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

調整額
(注１)

四半期連結
損益計算書
計上額
（注２）

砂糖事業 バイオ事業
不動産賃貸
事業

計

売上高 　 　 　 　 　 　

  外部顧客への売上高 7,594 383 218 8,196 － 8,196

  セグメント間の内部売上
高又は振替高

－ － － － － －

計 7,594 383 218 8,196 － 8,196

セグメント利益 439 41 29 510 △264 245

(注) １．セグメント利益の調整額△264百万円には、各報告セグメントに配分していない全社費用△264百万円が含ま

れております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費及び研究開発費であります。

２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

　
当第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

調整額
(注１)

四半期連結
損益計算書
計上額
（注２）

砂糖事業 バイオ事業
不動産賃貸
事業

計

売上高 　 　 　 　 　 　

  外部顧客への売上高 7,173 396 201 7,771 － 7,771

  セグメント間の内部売上
高又は振替高

0 10 － 10 △10 －

計 7,174 406 201 7,782 △10 7,771

セグメント利益 288 64 12 365 △303 61

(注) １．セグメント利益の調整額△303百万円には、セグメント間取引消去△0百万円、各報告セグメントに配分してい

ない全社費用△303百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費及

び研究開発費であります。

２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

　
２  報告セグメントの変更等に関する事項

会計上の見積りの変更と区分することが困難な会計方針の変更に記載のとおり、法人税法の改正に伴い、

当第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以後に取得した有形固定資産については、改正後の法人

税法に基づく減価償却の方法に変更したため、報告セグメントの減価償却の方法を改正後の法人税法に基

づく方法に変更しております。

当該変更よる影響は軽微であります。
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(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　

項目
前第１四半期連結累計期間
(自  平成23年４月１日
  至  平成23年６月30日)

当第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) １株当たり四半期純利益金額 11円14銭 0円77銭

(算定上の基礎) 　 　

四半期純利益金額(百万円) 299 20

普通株主に帰属しない金額(百万円) － －

普通株式に係る四半期純利益金額(百万円) 299 20

普通株式の期中平均株式数(千株) 26,860 26,860

（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

　

２ 【その他】

該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　
平成24年８月９日

塩水港精糖株式会社

取締役会  御中

　

新日本有限責任監査法人

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士    内　　田　　英　　仁    印
　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士    齊　　藤　　直　　人    印
　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士    山　　口　　俊　　夫    印

　
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている塩水
港精糖株式会社の平成24年４月１日から平成25年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間
(平成24年４月１日から平成24年６月30日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成24年４月１日から平成24
年６月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半
期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。
　
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して
四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のな
い四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用する
ことが含まれる。
　
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸
表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レ
ビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施
される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において
一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手
続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
　
監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正
妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、塩水港精糖株式会社及び連結子会社の平成24
年６月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示して
いないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。
　
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上
　

 

(注) １．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２．四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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