
平成21年3月期 第1四半期決算短信 
平成20年8月8日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 塩水港精糖株式会社 上場取引所 東 
コード番号 2112 URL http://www.ensuiko.co.jp
代表者 （役職名） 取締役社長 （氏名） 浅倉 三男
問合せ先責任者 （役職名） 取締役総務人事部長 （氏名） 黒田 一晴 TEL 03-3249-2381

四半期報告書提出予定日 平成20年8月12日

1.  平成21年3月期第1四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年6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 ％

21年3月期第1四半期 7,085 ― 152 ― 395 ― 306 ―
20年3月期第1四半期 6,210 △5.8 119 19.2 307 26.4 221 △89.0

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

21年3月期第1四半期 11.41 ―
20年3月期第1四半期 8.23 ―

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

21年3月期第1四半期 30,649 6,272 20.5 233.52
20年3月期 28,563 4,887 17.1 181.93

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  6,272百万円 20年3月期  4,887百万円

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

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― ― ― 5.00 5.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ― ― 5.00 5.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  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

第2四半期連結累計期間 14,000 ― 250 ― 580 ― 400 ― 14.89
通期 27,000 6.0 470 △8.8 820 △1.6 570 △18.9 21.22

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、２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） 

（注）詳細は、２ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。  

(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．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てものであり、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、２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。 
２．当連結会計年度より、「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針
第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則に従い、四半期連結財務諸表を作成しております。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第1四半期  35,000,000株 20年3月期  35,000,000株
② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  8,138,348株 20年3月期  8,137,248株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期  26,862,402株 20年3月期第1四半期  26,862,972株
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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１四半期におけるわが国経済は、原燃料価格が高騰し、インフレ懸念も出始めて個人消費は伸び悩み、景気は減速

裡で推移しました。またサブプライムローン問題を背景とする米国の景気後退懸念により設備投資に慎重さが増すなど、

総じて経済を取り巻く環境は不透明感が強まりました。 
かかる状況の中、当第１四半期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、原燃料や包装

資材の価格上昇等のコストアップ要因はあったものの、コスト削減に努めたことに加え、4 月に砂糖出荷価格を改訂した

こと、また販売が比較的堅調に推移したこと等から、売上高及び経常利益とも前年同期を上回りました。 
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6,859百万円、不動産賃貸部門の売上高は226

百万円となりました。 
この結果、当第１四半期の連結売上高は 7,085 百万円（前年同期比 14.1%増）、連結経常利益は 395 百万円（前年同期

比28.7%増）、連結四半期純利益は306百万円（前年同期比38.6%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1四半期の総資産は前連結会計年度末に比べて2,085百万円増加し、30,649 百万円となりました。これは主に有価証

券の時価上昇による投資有価証券の増加によるものであります。 
 それに伴う繰延税金負債の増加等により、負債合計は前連結会計年度末に比べて700百万円増加し、24,376 百万円となり

ました。 
 また、純資産合計は前連結会計年度末に比べて1,385百万円増加し、6,272百万円となりました。これは主に、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1四半期業績は、ほぼ当初の計画通り推移しており平成20年5月14日に公表いたしました業績予想に変更はありま

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） 

   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 

固定資産の減価償却費の算定方法 

  固定資産の年度中の取得、売却又は除却等の見積りを考慮した予算に基づく年間償却予定額を期間按分する方法

によっております。 

  なお、定率法を採用している資産については、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・手続き・表示方法等の変更 

１．  当第1四半期連結会計期間から「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成19年３月14
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日 企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会 平成19

年3月14日 企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四

半期連結貸借対照表を作成しております。 

２．  棚卸資産については、従来、移動平均法による原価法によっておりましたが「棚卸資産の評価に関する会計基準」

（企業会計基準委員会 平成18年7月5日 企業会計基準第9号）が適用されたことに伴い、当第1四半期連結

会計期間から移動平均法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）に変更しております。 

   なお、この変更による損益に与える影響は軽微であります。 
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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）

    

 当第１四半期連結会計期間末

 (平成 20 年 06 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 20 年 03 月 31 日) 

 資産の部    
 流動資産    
   現金及び預金  893 1,255 
   受取手形及び売掛金  1,740 1,527 
   有価証券  130 130 
  商品及び製品  1,009 919 
   仕掛品  214 291 
   原材料及び貯蔵品  763 628 
   繰延税金資産  86 65 
   その他  783 879 
   貸倒引当金   △8  △8 

   流動資産合計  5,612 5,690 

  固定資産    
   有形固定資産    
    建物及び構築物  7,872 7,867 
     減価償却累計額   △3,772  △3,708 

     建物及び構築物（純額）  4,099 4,158 

    機械装置及び運搬具  10,384 10,330 
     減価償却累計額   △7,885  △7,779 

     機械装置及び運搬具（純額）  2,498 2,550 

    工具、器具及び備品  297 293 
     減価償却累計額   △256  △252 

     工具、器具及び備品（純額）  41 40 

    土地  5,209 5,209 
    建設仮勘定  1,448 974 

    有形固定資産合計  13,296 12,933 

   無形固定資産    
    のれん  35 40 
    その他  152 205 

    無形固定資産合計  187 246 

   投資その他の資産    
    投資有価証券  10,981 8,904 
    長期貸付金  386 386 
    繰延税金資産  2 214 
    その他  182 188 

    投資その他の資産合計  11,552 9,693 

   固定資産合計  25,036 22,873 

  資産合計  30,649 28,563 
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 （単位：百万円）

   

 当第１四半期連結会計期間末

 (平成 20 年 06 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 20 年 03 月 31 日) 

 負債の部    
 流動負債    
  支払手形及び買掛金  620 647 
   短期借入金  16,501 15,129 
   未払法人税等  51 86 
   未払消費税等  61 103 
   賞与引当金  33 64 
   その他  1,634 2,118 

   流動負債合計  18,901 18,148 

 固定負債    
  長期借入金  3,271 3,816 
   繰延税金負債  584 0 
   退職給付引当金  1,291 1,371 
   役員退職慰労引当金  172 186 
   その他  154 153 

   固定負債合計  5,474 5,527 

  負債合計  24,376 23,676 

 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  5,307 5,136 
   自己株式   △3,116  △3,116 

   株主資本合計  4,207 4,036 

  評価・換算差額等    
   その他有価証券評価差額金  2,067 981 
   繰延ヘッジ損益   △2  △131 

   評価・換算差額等合計  2,064 850 

  純資産合計  6,272 4,887 

 負債純資産合計  30,649 28,563 
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(2) 【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）

  
 当第１四半期連結累計期間 

 (自 平成 20 年 04 月 01 日 

  至 平成 20 年 06 月 30 日) 

売上高  7,085 

売上原価  5,871 

 売上総利益  1,214 

 販売費及び一般管理費     1,061 

 営業利益  152 

 営業外収益   
  受取利息  20 
  受取配当金  168 
  持分法による投資利益  118 
  デリバティブ利益  4 
  雑収入  6 

  営業外収益合計  317 

 営業外費用   
  支払利息  59 
  支払手数料  11 
  雑損失  3 

  営業外費用合計  74 

 経常利益  395 

 特別利益   
  投資有価証券売却益  0 

  特別利益合計  0 

 特別損失   
  投資有価証券評価損  19 

  特別損失合計  19 

 税金等調整前四半期純利益  375 

 法人税、住民税及び事業税  48 

 法人税等調整額  20 

 法人税等合計  69 

 四半期純利益  306 
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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）

  
 当第１四半期連結累計期間 

 (自 平成 20 年 04 月 01 日 

  至 平成 20 年 06 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  375 
  減価償却費  227 
  のれん償却額  5 
  退職給付引当金の増減額（△は減少）   △79 
  役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）   △13 
  賞与引当金の増減額（△は減少）   △30 
  受取利息及び受取配当金   △188 
 支払利息  59 
  為替差損益（△は益）  2 
  持分法による投資損益（△は益）   △118 
  投資有価証券売却損益（△は益）   △0 
  投資有価証券評価損益（△は益）  19 
  売上債権の増減額（△は増加）   △212 
  たな卸資産の増減額（△は増加）   △146 
  その他の資産の増減額（△は増加）  117 
  仕入債務の増減額（△は減少）   △27 
  未払消費税等の増減額（△は減少）   △41 
  その他の負債の増減額（△は減少）  202 

  小計  151 

  利息及び配当金の受取額  179 
  利息の支払額   △59 
  法人税等の支払額   △84 

  営業活動によるキャッシュ・フロー  186 

 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   △102 
  投資有価証券の取得による支出   △1,138 
  投資有価証券の売却による収入  3 
  投資その他の資産の増減額（△は増加）   △1 
  貸付金の回収による収入  0 

  投資活動によるキャッシュ・フロー   △1,237 

 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  2,945 
  短期借入金の返済による支出   △1,585 
  長期借入金の返済による支出   △532 
  自己株式の取得による支出   △0 
  配当金の支払額   △135 

  財務活動によるキャッシュ・フロー  691 

 現金及び現金同等物に係る換算差額   △2 

 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）   △361 
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 （単位：百万円）

 
 当第１四半期連結累計期間 

 (自 平成 20 年 04 月 01 日 

  至 平成 20 年 06 月 30 日) 

現金及び現金同等物の期首残高  1,255 

 現金及び現金同等物の四半期末残高     893 
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注記事項 

 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基

準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連

結財務諸表を作成しております。 

 
（4）継続企業の前提に関する注記 

 当第1四半期連結会計期間（自 平成20年4月1日 至 平成20年6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】 

 当第１四半期連結累計期間（自 平成20年4月1日 至 平成20年6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 

 

 

 

 

 
【所在地別セグメント情報】 

 当第1四半期連結累計期間（自 平成20年4月1日 至 平成20年6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】 

 当第1四半期連結累計期間（自 平成20年4月1日 至 平成20年6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。 

 

 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 

6,859

－

226

－

7,085

－

 
－ 

 
－ 

7,085

－

計 6,859 226 7,085 － 7,085

営業利益 287 40 327 （175） 152

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 
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（6）株主資本の金額に著しい変化があった場合の注記 

 当第1四半期連結会計期間（自 平成20年4月1日 至 平成20年6月30日） 

  該当事項はありません。 
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「参考資料」

前四半期に係る財務諸表等

 （１）　（要約）四半期連結損益計算書

　前第１四半期連結累計期間（自　平成19年4月1日　至　平成19年6月30日） （単位：百万円）　

百分比

%

Ⅰ　売上高 6,210 100.0

Ⅱ　売上原価 5,101 82.1

　　　売上総利益 1,109 17.9

Ⅲ　販売費及び一般管理費 989 16.0

　　　営業利益 119 1.9

Ⅳ　営業外収益 267 4.3

　　 受取利息及び配当金 138

　　 持分法による投資利益 90

　　 雑収入 39

Ⅴ　営業外費用 80 1.3

　　 支払利息 57

　　 雑損失 22

　　　経常利益 307 4.9

　　　税金等調整前四半期純利益 307 4.9

　　　法人税、住民税及び事業税 114 1.8

　　　法人税等調整額 △ 28 △ 0.5

　　　四半期純利益 221 3.6

前年同四半期

（平成20年3月期

金額

第1四半期）
科　　目
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 （２）　（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

前第１四半期連結累計期間（自　平成19年4月1日　至　平成19年6月30日） （単位：百万円）　

Ⅰ　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 307
減価償却費 207
のれん償却額 5
退職給付引当金の増減額 28
役員退職慰労引当金の増減額 7
賞与引当金の増減額 △ 37
貸倒引当金の増減額 0
受取利息及び受取配当金 △ 138
支払利息 57
為替差損益 △0
持分法による投資損益 △ 90
売上債権の増減額 △ 120
たな卸資産の増減額 166
その他の資産の増減額 △ 17
仕入債務の増減額 111
未払消費税等の増減額 30
その他の負債の増減額 236
　　　小　　　計 754
利息及び配当金の受取額 123
利息の支払額 △ 56
法人税等の支払額 △ 210
　　　営業活動によるキャッシュ・フロー 611

Ⅱ　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 △ 198
投資有価証券の取得による支出 △ 16
その他の投資の取得による支出 △0
その他の投資の売却による収入 0
貸付金の回収による収入 4
　　　投資活動によるキャッシュ・フロー △ 210

Ⅲ　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 15,520
短期借入金の返済による支出 △ 15,620
長期借入金の返済による支出 △ 575
配当金の支払額 △ 135
　　　財務活動によるキャッシュ・フロー △ 811

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 0
Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額 △ 409
Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 1,200
Ⅶ　現金及び現金同等物の四半期末残高 790

前年同四半期

第1四半期）
（平成20年3月期科　　目
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