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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】 

(1）連結経営指標等 

 （注）１．売上高には消費税等は含まれていない。 

２．潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金額は、潜在株式が存在しないため記載していない。 

３．第82期中において、台糖株式会社及び株式会社ケイ・エス（当社連結子会社）と平成17年４月１日付で合併

している。 

４．第83期中より「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準第５号）及び「貸借対照

表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号）を適用している。

回次 第81期中 第82期中 第83期中 第81期 第82期 

会計期間 

自平成16年 
４月１日 
至平成16年 
９月30日 

自平成17年 
４月１日 
至平成17年 
９月30日 

自平成18年 
４月１日 
至平成18年 
９月30日 

自平成16年 
４月１日 
至平成17年 
３月31日 

自平成17年 
４月１日 
至平成18年 
３月31日 

売上高（百万円） 24,746 36,841 38,492 47,973 73,724 

経常利益（百万円） 1,486 976 2,391 2,103 2,197 

中間(当期)純利益（百万円） 804 685 1,561 1,351 1,176 

純資産額（百万円） 33,754 40,162 42,438 34,520 40,901 

総資産額（百万円） 52,265 73,998 72,949 55,575 71,717 

１株当たり純資産額（円） 383.84 284.35 295.98 392.32 289.26 

１株当たり中間(当期)純利益金額 

（円） 
9.15 4.85 11.05 15.08 8.00 

潜在株式調整後１株当たり中間(当

期)純利益金額（円） 
－ － － － － 

自己資本比率（％） 64.6 54.3 57.3 62.11 57.03 

営業活動によるキャッシュ・フロー 

（百万円） 
238 △216 2,275 1,416 756 

投資活動によるキャッシュ・フロー 

（百万円） 
3,245 616 533 △2,096 339 

財務活動によるキャッシュ・フロー 

（百万円） 
△2,818 △1,771 △2,454 131 △3,332 

現金及び現金同等物の中間期末(期

末)残高（百万円） 
3,483 3,305 2,795 2,270 2,441 

従業員数 

(外、平均臨時雇用者数)（人） 

576 

(15) 

796 

(25) 

729 

(11) 

578 

(26) 

737 

(11) 



(2）提出会社の経営指標等 

 （注）１．売上高には消費税等は含まれていない。 

２．潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金額は、潜在株式が存在しないため記載していない。 

３．第82期中において、台糖株式会社及び株式会社ケイ・エスと平成17年４月１日付で合併している。 

４．第83期中より「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準第５号）及び「貸借対照

表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号）を適用している。

回次 第81期中 第82期中 第83期中 第81期 第82期 

会計期間 

自平成16年 
４月１日 

至平成16年 
９月30日 

自平成17年 
４月１日 
至平成17年 
９月30日 

自平成18年 
４月１日 
至平成18年 
９月30日 

自平成16年 
４月１日 
至平成17年 
３月31日 

自平成17年 
４月１日 
至平成18年 
３月31日 

売上高（百万円） 19,144 33,149 34,614 39,218 67,805 

経常利益（百万円） 1,143 1,139 1,955 1,782 2,135 

中間(当期)純利益（百万円） 749 1,047 1,187 1,233 803 

資本金（百万円） 4,566 7,083 7,083 4,566 7,083 

発行済株式総数（千株） 91,320 141,667 141,667 91,320 141,667 

純資産額（百万円） 26,483 32,032 32,395 27,129 31,966 

総資産額（百万円） 40,439 62,972 61,284 44,207 60,082 

１株当たり純資産額（円） 300.46 226.42 229.03 307.83 225.73 

１株当たり中間(当期)純利益金額 

（円） 
8.50 7.41 8.39 13.72 5.43 

潜在株式調整後１株当たり中間(当

期)純利益金額（円） 
－ － － － － 

１株当たり配当額（円） － － － 5.00 5.00 

自己資本比率（％） 65.5 50.9 52.9 61.37 53.20 

従業員数 

(外、平均臨時雇用者数)（人） 

244 

(－) 

450 

(－) 

426 

(－) 

240 

(－) 

421 

(－) 



２【事業の内容】 

 当中間連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な変更

はない。また、主な関係会社の異動の状況は次の通りである。 

  

(1）砂糖事業 

  主な関係会社の異動はない。 

(2）食品素材事業 

  主な関係会社の異動はない。 

(3）不動産事業 

トラックターミナル事業を行っていた連結子会社の神戸トラックターミナル㈱は平成18年９月30日付で解散し、

清算手続中である。 

(4）その他事業 

  主な関係会社の異動はない。 



３【関係会社の状況】 

  連結子会社である神戸トラックターミナル㈱は平成18年９月30日付で解散し、清算手続中である。 

 （注）主要な事業の内容欄には、事業の種類別セグメントの名称を記載している。 

名称 住所 
資本金 
（百万円） 

主要な事業の内
容 

議決権の
所有又は
被所有割
合（％） 

関係内容 

（連結子会社） 

神戸トラックターミナル

㈱  

  

神戸市 

長田区 

10 不動産事業  100.0 

  

土地、建物等の賃貸先である。 

役員の兼任３名  



４【従業員の状況】 

(1）連結会社の状況 

 （注）１．従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は( )内に当中間連結会計期間の平均人員を外数で記載してい

る。 

２．全社(共通)として記載されている従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門に所属している者

である。 

  

(2）提出会社の状況 

 （注）１．従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は( )内に当中間会計期間の平均人員を外数で記載している。 

  

(3）労働組合の状況 

 並立していた旧三井製糖株式会社労働組合、旧新名糖株式会社労働組合、旧台糖株式会社労働組合、旧株式会社

ケイ・エス労働組合は、平成18年８月18日付で三井製糖労働組合に統合している。 

 平成18年９月30日現在の組合員数は以下の通りである。 

  平成18年９月30日現在

事業の種類別セグメントの名称 従業員数（人） 

砂糖事業 552 (10) 

食品素材事業 131 (－) 

不動産事業 6 (1) 

その他事業 3 (－) 

全社(共通) 37 (－) 

合計 729 (11) 

  平成18年９月30日現在

従業員数(人) 426(－) 

  平成18年９月30日現在

名称 三井製糖労働組合 

人数（人） 319 



第２【事業の状況】 

１【業績等の概要】 

(1）業績 

 当中間連結会計期間のわが国経済は、原油価格の高騰や不安定な国際情勢等による国内経済への影響、ゼロ金利

政策解除による金利の上昇懸念等、先行きへの不透明感を残しつつも、企業収益の回復による設備投資の増加や雇

用状況の改善、個人消費の緩やかな増加等、景気は持続的回復基調で推移した。 

 海外粗糖相場は、原油価格の高騰によりガソリン代替用途としてサトウキビを原料として作られるエタノールの

需要が増大し、供給不足感等から19.28セント（ニューヨーク現物、１ポンド当たり）で始まったが、ファンドの

手仕舞売り等により、6月19日には昨年12月以来の安値である15.52セントまで急落した。7月初旬には17.91セント

まで上昇したが、高値相場に伴う生産国の生産意欲の高まりにより次年度の世界砂糖需給動向に生産余剰の可能性

への見方も出てきたことから、9月25日には期中最安値の11.36セントまで値を下げ、最終的には12.31セントで当

中間連結会計期間を終えた。 

 一方、国内市中相場は156～157円（日本経済新聞掲載、東京上白大袋１kg当たり）で始まり同水準のまま当中間

連結会計期間を終えた。 

 事業のセグメント別では次のとおりである。 

・砂糖事業 

 砂糖事業においては、前期に引き続き、原油高によるエネルギー、副資材コストの上昇を、顧客の皆様にご理解

をいただきながら適正に販売価格に反映させることに注力した。当期間中の荷動きは、業務用では代替甘味料や加

糖調製品等多様な競合商品の使用が活発化し苦戦を強いられ、家庭用小袋では価格の上昇を受け量販店等の需要が

伸び悩む等、全般的に低調に推移した。このため、販売量は事業計画を下回り売上高は減少したが、適正価格帯で

の販売に取り組んだことから利益率の改善を図ることができ、また販管費等のコスト削減もあり、当初の計画を上

回る利益を計上することができた。また、連結子会社及び持分法適用会社については、甘蔗糖事業は、台風や干ば

つ等の影響を受けたが、前期に比べサトウキビの品質が良く、収量歩留とも向上し概ね堅調であり、甜菜糖事業、

糖化製品事業も堅調に推移した。 

 この結果、砂糖事業の売上高は33,646百万円（前中間連結会計期間比5.1％増）、営業利益2,455百万円（同

66.0％増）となった。 

・食品素材事業 

 食品素材事業においては、当社が特許を保有しているクチナシ色素が大型商品に採用され、大幅な売上増となっ

た。パラチノースは顧客開拓を進めた結果、またパラチニット（還元パラチノース）は大手顧客への販売が好調で

あった結果、それぞれ売上を伸ばした。寒天・ゲル化剤、さとうきび抽出物は横ばいであったが、食品品質改良剤

等を製造販売している連結子会社の業績は堅調を維持した。 

 この結果、食品素材事業の売上高は4,135百万円（前中間連結会計期間比2.4％増）、営業利益262百万円（同

13.6％減）となった。 

・不動産事業 

 不動産事業においては、引き続き社有不動産の有効活用を積極的に進めてきたが、当期初に賃貸物件の一部を売

却したことを主因として、売上高は減少した。また、平成18年9月30日をもってトラックターミナル事業を行う連

結子会社を解散した。 

 この結果、不動産事業の売上高は671百万円（前中間連結会計期間比11.0％減）、営業利益282百万円（同27.1％

減）となった。 

・その他事業 

 その他事業においては、当期に制癌剤（ＳＰＧ）の売上を計上した。この結果、その他事業の売上高は38百万円

（前中間連結会計期間比108.7％増）、営業損失8百万円（前中間連結会計期間は営業損失74百万円）となった。 

 以上の結果、当中間連結会計期間の売上高は38,492百万円(前中間連結会計期間比4.5％増)、営業利益2,011百万

円（同97.8％増）、経常利益は2,391百万円(同144.9％増)となった。また、固定資産売却益262百万円を含む特別

利益372百万円と、環境対策処理費用153百万円を含む特別損失264百万円を計上した結果、中間純利益は1,561百万

円(同127.7％増)となった。 



(2）キャッシュ・フロー 

 当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末に対して354

百万円増加し、2,795百万円となった。 

 当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次の通りである。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動による資金の増加は2,275百万円（前中間連結会計期間は資金の減少216百万円）となった。 

 これは主に、税金等調整前中間純利益2,500百万円、減価償却費1,211百万円、仕入債務の増加1,845百万円など

の資金の増加があった一方で、たな卸資産の増加2,480百万円など資金の減少があったことによるものである。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動による資金の増加は533百万円（前中間連結会計期間は資金の増加616百万円）となった。 

 これは主に、工場設備等の有形固定資産の取得による支出614百万円の資金の減少があった一方で、川崎土地等

売却による有形固定資産の売却による収入1,030百万円の資金の増加があったことによるものである。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動による資金の減少は2,454百万円（前中間連結会計期間は資金の減少1,771百万円）となった。 

 これは主に、借入金の純減少が1,239百万円、コマーシャル・ペーパーの純減少が500百万円、配当金の支払705

百万円の資金の減少があったことによるものである。 



２【生産、受注及び販売の状況】 

(1）生産実績 

 当中間連結会計期間の生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりである。 

 （注）１．金額は販売価格による。 

２．上記金額には、消費税等は含まれていない。 

(2）仕入実績 

 当中間連結会計期間の商品仕入実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりである。 

 （注）上記金額には、消費税等は含まれていない。 

(3）受注状況 

 当社グループ（当社及び連結子会社以下同じ）は原則として見込み生産を行っているため、該当事項はない。 

(4）販売実績 

 当中間連結会計期間の販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりである。 

 （注）１．セグメント間の取引については相殺消去している。 

２．前中間連結会計期間及び当中間連結会計期間における主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実

績に対する割合は次のとおりである。 

(注) 前中間連結会計期間に相手先であった㈱トーメンは、平成18年４月１日付で豊田通商株式会社と合

併している。 

３．本表の金額には、消費税等は含まれていない。 

事業の種類別セグメントの名称 
当中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前年同期比（％） 

砂糖事業（百万円） 29,849 107.4 

食品素材事業（百万円） 2,022 93.5 

合計（百万円） 31,871 106.4 

事業の種類別セグメントの名称 
当中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前年同期比（％） 

砂糖事業（百万円） 4,646 94.8 

食品素材事業（百万円） 1,754 117.8 

合計（百万円） 6,400 100.2 

事業の種類別セグメントの名称 
当中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前年同期比（％） 

砂糖事業（百万円） 33,646 105.1 

食品素材事業（百万円） 4,135 102.4 

不動産事業（百万円） 671 89.0 

その他事業（百万円） 38 208.7 

合計（百万円） 38,492 104.5 

相手先 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

金額(百万円) 割合（％） 金額(百万円) 割合（％） 

三井物産㈱ 19,823 53.8 20,611 53.5 

双日㈱ 4,600 12.5 5,311 13.8 

豊田通商㈱ 2,895 7.9 2,807 7.3 



３【対処すべき課題】 

 当中間連結会計期間において、当社グループが対処すべき課題について、重要な変更はない。 

４【経営上の重要な契約等】 

当中間連結会計期間において、新たに締結した経営上の重要な契約等はない。  



５【研究開発活動】 

 当社グループの研究開発活動については、食品素材事業において更なる拡大発展のための研究開発及び同事業を核

とする新規領域、新規分野への展開を中心に実施している。当中間連結会計期間に係る研究開発費用の総額は243百

万円である。 

(食品素材事業) 

 色素関連では、明色化の検討を継続して行っている。「呈味改善」「環境消臭」「飼料」の三分野で事業展開し

ている「さとうきび抽出物」に関しては、同分野の更なる拡大のための機能開発を進め、特許出願を行った。「さ

とうきび抽出物」の免疫調節機能に着目した「機能性食品」分野についても、複数の大学と連携し、近い将来の商

品化に向けての研究を進展させている。「パラチノース」については、低GI機能、血糖値上昇抑制効果及び脂肪蓄

積抑制効果を、メタボリックシンドロームなど生活習慣病対策の有望な甘味素材とすべく、外部研究機関と連携し

て開発・パブリシティーを進行中である。 

 また、「さとうきび」を軸とする事業、砂糖および食品素材などに関連して新規テーマを数件提案し、今後、進

めていく予定である。 

 連結子会社においても除菌に関して大学との共同研究に取り組むなど、各種製品開発に取り組んでいる。 



第３【設備の状況】 

１【主要な設備の状況】 

 当中間連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はない。 

２【設備の新設、除却等の計画】 

 前連結会計年度末に計画した重要な設備の新設、除却等について、重要な変更はない。また、新たに確定した重要

な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はない。 



第４【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】 

  

②【発行済株式】 

(2）【新株予約権等の状況】 

 該当事項はない。 

(3）【発行済株式総数、資本金等の状況】 

種類 発行可能株式総数（株） 

普通株式 300,000,000 

計 300,000,000 

種類 
中間会計期間末現在発行
数（株） 
(平成18年９月30日) 

提出日現在発行数（株） 
(平成18年12月15日) 

上場証券取引所名又は
登録証券業協会名 

内容 

普通株式 141,667,400 141,667,400 

東京証券取引所 

大阪証券取引所 

各市場第一部 

権利内容に何

ら限定のない

当社における

標準となる株

式 

計 141,667,400 141,667,400 － － 

年月日 
発行済株式総
数増減数 
（株） 

発行済株式総
数残高（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18年４月１日～

平成18年９月30日 
－ 141,667,400 － 7,083 － 1,177 



(4）【大株主の状況】 

（注）１．上記三井物産株式会社（常任代理人 資産管理サービス信託銀行株式会社）名義の所有株式数には、三井

物産株式会社名義の株式が15,011千株含まれている。 

 ２．クレディ・スイス証券株式会社及びその共同保有者であるクレディ・スイス・セキュリティーズ（ヨーロ

ッパ）リミテッド他５法人から、平成18年９月30日付の変更報告書の写しの送付があり、同日現在でそれ

ぞれ以下のとおり株式を保有している旨の報告を受けているが、当社として当中間会計期間末時点におけ

る実質所有株式数の確認ができないので、上記大株主の状況には含めていない。 

  平成18年９月30日現在

氏名又は名称 住所 
所有株式数 
（千株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

三井物産株式会社 

（常任代理人 資産管理サー

ビス信託銀行株式会社） 

東京都千代田区大手町一丁目２－１ 

（東京都中央区晴海一丁目８－12） 
43,045 30.38 

双日食料株式会社 東京都港区赤坂二丁目14―32 3,920 2.76 

三井住友海上火災保険株式会

社 
東京都中央区新川二丁目27－２ 3,155 2.22 

日本トラスティ・サービス信

託銀行株式会社（信託口）  
東京都中央区晴海一丁目８―１１  3,022 2.13 

豊田通商株式会社 愛知県名古屋市中村区名駅四丁目９―８ 3,000 2.11 

双日株式会社 東京都港区赤坂六丁目１－20 2,500 1.76 

株式会社三井住友銀行 東京都千代田区有楽町一丁目１－２ 2,430 1.71 

日本マスタートラスト信託銀

行株式会社（信託口） 
東京都港区浜松町二丁目11－３ 1,937 1.36 

日本証券金融株式会社 東京都中央区日本橋茅場町一丁目２－10 1,694 1.19 

ステートストリートバンクア

ンドトラストカンパニー 

(常任代理人 株式会社みずほ

コーポレート銀行兜町証券決

済業務室) 

P.O.BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS 02101

U.S.A. 

(東京都中央区日本橋兜町６－７) 

1,690 1.19 

計 － 66,394 46.86 

氏名又は名称 住所  保有株券等の数(株) 
株券等保有

割合(%) 

クレディ・スイス証券株式会社 
東京都港区六本木一丁目６－１

泉ガーデンタワー 
 株式 191,000 0.13 

クレディ・スイス・セキュリティー

ズ（ヨーロッパ）リミテッド 

英国ロンドンE14 4QJ、ワン・カ

ボット・スクウェア 
 株式 1,042,000 0.74 

クレディ・スイス・セキュリティー

ズ（ユーエスエー）エルエルシー 

米国ニューヨーク州 ニューヨ

ーク マジソン・アベニュー11 
 株式 1,213,000 0.86 

クレディ・スイス 
スイス国チューリッヒ、8001、

パラデプラッツ８番地 
 株式 1,287,750 0.91 

クレディ・スイス・アセット・マネ

ジメント・リミテッド 

英国ロンドンE14 4QJ、ワン・カ

ボット・スクウェア 
 株式 465,000 0.33 

クレディ・スイス・アセット・マネ

ジメント・エルエルシー 

米国ニューヨーク州 10017 ニ

ューヨーク、レキシントン・ア

ベニュー466 

 株式 670,000 0.47 

クレディ・スイス投信株式会社 
東京都港区六本木一丁目６－１

泉ガーデンタワー 
 株式 4,280,000 3.02 

 計 －   株式 9,148,750 6.46 



(5）【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

 （注）「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が14,000株（議決権の数14個）含まれて

いる。 

  平成18年９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） 普通株式    656,000 － 

権利内容に何ら限定の

ない当社における標準

となる株式 

完全議決権株式（その他） 普通株式139,886,000 139,886 同上 

単元未満株式 普通株式  1,125,400 － 同上 

発行済株式総数 141,667,400 － － 

総株主の議決権 － 139,886 － 



②【自己株式等】 

  

２【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】 

 （注） 最高・最低株価は、東京証券取引所第一部におけるものである。 

３【役員の状況】 

 前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はない。 

  平成18年９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(％) 

南西糖業株式会社 
鹿児島県鹿児島市金

生町２―15 
400,000 － 400,000 0.28 

三井製糖株式会社 
東京都中央区日本橋

本町二丁目８－２ 
221,000 － 221,000 0.15 

株式会社平野屋 
大阪府大阪市浪速区

桜川二丁目14－26 
35,000 － 35,000 0.02 

計 － 656,000 － 656,000 0.46 

月別 平成18年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

最高（円） 592 546 489 452 473 426 

最低（円） 501 478 390 355 378 375 



第５【経理の状況】 

１．中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について 

(1）当社の中間連結財務諸表は、「中間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11年大蔵省令

第24号。以下「中間連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成している。 

 なお、前中間連結会計期間（平成17年４月１日から平成17年９月30日まで）は、改正前の中間連結財務諸表規則

に基づき、当中間連結会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）は、改正後の中間連結財務諸表規

則に基づいて作成している。 

(2）当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38

号。以下「中間財務諸表等規則」という。）に基づいて作成している。 

 なお、前中間会計期間（平成17年４月１日から平成17年９月30日まで）は、改正前の中間財務諸表等規則に基づ

き、当中間会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）は、改正後の中間財務諸表等規則に基づいて

作成している。 

２．監査証明について 

 当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前中間連結会計期間（平成17年４月１日から平成17年９月30日

まで）及び当中間連結会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）の中間連結財務諸表並びに前中間会

計期間（平成17年４月１日から平成17年９月30日まで）及び当中間会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30

日まで）の中間財務諸表について、監査法人トーマツにより中間監査を受けている。 



１【中間連結財務諸表等】 

(1）【中間連結財務諸表】 

①【中間連結貸借対照表】 

    
前中間連結会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

（資産の部）          

Ⅰ 流動資産          

１．現金及び預金     3,356 2,798 2,447  

２．受取手形及び売掛
金 

※４    4,797 4,698 4,736  

３．有価証券     29 － 29  

４．たな卸資産     8,572 11,527 9,047  

５．繰延税金資産     486 333 329  

６．その他     1,242 643 1,004  

貸倒引当金     △10 △11 △10  

流動資産合計     18,474 25.0 19,990 27.4 17,585 24.5

Ⅱ 固定資産          

１．有形固定資産          

(1）建物及び構築物 ※1,5 24,674   23,902 24,240    

減価償却累計額   14,834 9,839 14,643 9,259 14,679 9,560  

(2）機械装置及び運
搬具 

※1,5 37,960   37,401 37,250    

減価償却累計額   27,593 10,367 28,652 8,748 27,891 9,359  

(3）工具器具及び備
品 

※１ 1,732   1,687 1,671    

減価償却累計額   1,394 337 1,384 302 1,371 300  

(4）土地 ※１   21,097 19,780 20,524  

(5）建設仮勘定     35 301 32  

有形固定資産合
計 

    41,677 56.3 38,391 52.6 39,777 55.5

２．無形固定資産     156 0.2 116 0.2 137 0.2

３．投資その他の資産          

(1）投資有価証券 ※１   11,907 12,696 12,486  

(2）繰延税金資産     192 104 106  

(3）その他     1,610 1,666 1,650  

貸倒引当金     △20 △17 △25  

投資その他の資
産合計 

    13,690 18.5 14,450 19.8 14,217 19.8

固定資産合計     55,524 75.0 52,958 72.6 54,131 75.5

資産合計     73,998 100.0 72,949 100.0 71,717 100.0 

           

 



    
前中間連結会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

（負債の部）          

Ⅰ 流動負債          

１．支払手形及び買掛
金 

※1,4   3,226 4,842 2,996  

２．短期借入金     527 － 300  

３．一年内に返済予定
の長期借入金 

※1,6   3,662 2,448 3,141  

４．コマーシャル・ペ
ーパー 

    5,000 4,500 5,000  

５．未払費用 ※１   2,586 2,603 2,734  

６．未払法人税等     828 1,045 74  

７．未払消費税等     233 77 213  

８．役員賞与引当金      － 18 －  

９．その他     1,631 1,029 1,345  

流動負債合計     17,696 23.9 16,564 22.7 15,806 22.1

Ⅱ 固定負債          

 １．社債 ※１   500 － －  

２．長期借入金 ※1,6   7,369 6,712 6,958  

３．繰延税金負債     958 1,028 1,191  

４．退職給付引当金     3,479 3,091 3,154  

５．役員退職給与引当
金 

    59 33 52  

６．長期預り保証金     2,094 1,998 2,027  

７．その他     1,041 1,081 1,049  

固定負債合計     15,503 20.9 13,946 19.1 14,433 20.1

負債合計     33,199 44.8 30,510 41.8 30,240 42.2

           

（少数株主持分）          

少数株主持分     636 0.9 － － 575 0.8

           

（資本の部）          

Ⅰ 資本金     7,083 9.6 － － 7,083 9.9

Ⅱ 資本剰余金     1,249 1.7 － － 1,249 1.8

Ⅲ 利益剰余金     31,509 42.6 － － 32,000 44.6

Ⅳ その他有価証券評価
差額金 

    714 1.0 － － 957 1.3

Ⅴ 為替換算調整勘定     △336 △0.5 － － △326 △0.5

Ⅵ 自己株式     △57 △0.1 － － △62 △0.1

資本合計     40,162 54.3 － － 40,901 57.0

負債、少数株主
持分及び資本合
計 

    73,998 100.0 － － 71,717 100.0 

           



  
前中間連結会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

（純資産の部）                     

Ⅰ 株主資本                     

１．資本金     － －   7,083 9.7   － － 

２．資本剰余金     － －   1,249 1.7   － － 

３．利益剰余金     － －   32,811 45.0   － － 

４．自己株式     － －   △67 △0.1   － － 

株主資本合計     － －   41,076 56.3   － － 

Ⅱ 評価・換算差額等                     

１．その他有価証券評
価差額金 

    － －   763 1.0   － － 

２．繰延ヘッジ損益     － －   140 0.2   － － 

３．為替換算調整勘定     － －   △178 △0.2   － － 

評価・換算差額等合
計 

    － －   725 1.0   － － 

Ⅲ 少数株主持分     － －   637 0.9   － － 

純資産合計     － －   42,438 58.2   － － 

負債純資産合計     － －   72,949 100.0   － － 

           



②【中間連結損益計算書】 

    
前中間連結会計期間  
(自 平成17年４月１日 
 至 平成17年９月30日)  

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額 
（百万円） 

百分比
（％）

金額 
（百万円） 

百分比
（％）

金額 
（百万円） 

百分比 
（％） 

Ⅰ 売上高     36,841 100.0 38,492 100.0 73,724 100.0 

Ⅱ 売上原価     30,260 82.1 31,078 80.7 60,811 82.5 

売上総利益     6,581 17.9 7,413 19.3 12,912 17.5 

Ⅲ 販売費及び一般管理
費 

         

１．販売口銭及び奨励
費 

  1,160   1,074 2,333     

２．発送費及び配達費   1,075   1,226 2,096     

３．保管料及び荷役料   357   460 699     

４．給料及び賞与   1,169   974 3,157     

５．役員賞与引当金繰
入額 

  －   18 －     

６．退職給付引当金繰
入額 

  73   65 163     

７．役員退職給与引当
金繰入額 

  13   6 32     

８．その他   1,713 5,564 15.1 1,577 5,402 14.1 2,467 10,949 14.8 

営業利益     1,016 2.8 2,011 5.2 1,962 2.7 

Ⅳ 営業外収益          

１．受取利息   3   10 7     

２．受取配当金   43   41 56     

３．デリバティブ利益   －   83 130     

４．持分法による投資
利益 

  －   350 168     

５．雑収入   177 225 0.6 61 547 1.4 304 667 0.9 

Ⅴ 営業外費用          

１．支払利息   115   79 196     

２．固定資産除却損   27   15 60     

３．設備撤去費   12   7 33     

４．持分法による投資
損失 

  51   － －     

５．雑損失   58 265 0.7 64 167 0.4 141 432 0.6 

経常利益     976 2.7 2,391 6.2 2,197 3.0 

 



    
前中間連結会計期間  
(自 平成17年４月１日 
 至 平成17年９月30日)  

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額 
（百万円） 

百分比
（％）

金額 
（百万円） 

百分比
（％）

金額 
（百万円） 

百分比 
（％） 

Ⅵ 特別利益          

１．固定資産売却益 ※１ 249   262 308     

２．投資有価証券売却
益 

  126   68 130     

３．合理化対策事業助
成金収入 

  693   33 693     

４．保険解約益   172   － 172     

５．その他   － 1,241 3.4 8 372 1.0 27 1,331 1.8 

Ⅶ 特別損失          

１．固定資産除却損 ※２ 153   103 153     

２．減損損失 ※３ 212   7 627     

３．環境対策処理費用 ※４ －   153 －     

４．特別退職金   52   － 379     

５．退職給付費用 ※５ 216   － 216     

６．その他   84 719 2.0 － 264 0.7 111 1,489 2.0 

税金等調整前中間
(当期)純利益 

    1,498 4.1 2,500 6.5 2,040 2.8 

法人税、住民税及
び事業税 

  831   1,033 556     

法人税等調整額   △50 780 2.1 △161 871 2.3 280 837 1.2 

少数株主利益     32 0.1 67 0.2 26 0.0 

中間(当期)純利益     685 1.9 1,561 4.0 1,176 1.6 

           



③【中間連結剰余金計算書及び中間連結株主資本等変動計算書】 

 中間連結剰余金計算書 

   
前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度の 
連結剰余金計算書 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 金額（百万円） 

（資本剰余金の部）    

Ⅰ 資本剰余金期首残高    54   54

Ⅱ 資本剰余金増加高    

  １．合併による資本剰余金増加
高 

 413   413 

  ２．自己株式処分差益  782 1,195 782 1,195

Ⅲ 資本剰余金中間期末（期末）残
高 

   1,249   1,249

         

（利益剰余金の部）    

Ⅰ 利益剰余金期首残高    30,305   30,305

Ⅱ 利益剰余金増加高    

１．中間（当期）純利益  685   1,176 

２．連結子会社増加による利益
剰余金増加高 

 841   841 

３．持分法適用会社増加による
利益剰余金増加高 

 1,232 2,759 1,232 3,250

         

Ⅲ 利益剰余金減少高    

１．配当金  440   440 

２．役員賞与  28   28 

３．合併による利益剰余金減少
高 

 1,086 1,555 1,086 1,555

Ⅳ 利益剰余金中間期末（期末）残
高 

   31,509   32,000

     



中間連結株主資本等変動計算書  

当中間連結会計期間（自平成18年４月１日 至平成18年９月30日）  

 （注） 平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目である。 

  株主資本 

 資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成18年３月31日 残高 
         （百万円） 

7,083 1,249 32,000 △62 40,270 

中間連結会計期間中の変動額           

 剰余金の配当（注）     △707   △707 

 役員賞与（注）     △43   △43 

 中間純利益     1,561   1,561 

 自己株式の取得       △5 △5 

 自己株式の処分   0   0 0 

株主資本以外の項目の中間連結
会計期間中の変動額（純額） 

          

中間連結会計期間中の変動額合計 
         （百万円） 

－ 0 810 △5 805 

平成18年９月30日 残高 
       （百万円） 

7,083 1,249 32,811 △67 41,076 

 評価・換算差額等 

少数株主 

持分 
純資産合計 

 
その他 

有価証券 

評価差額金 

繰延ヘッジ 

損益 

為替換算 

調整勘定 

評価・換算 

差額等合計 

平成18年３月31日 残高 
         （百万円） 

957 － △326 630 575 41,476

中間連結会計期間中の変動額             

 剰余金の配当（注）        △707

 役員賞与（注）        △43

 中間純利益        1,561

 自己株式の取得        △5

 自己株式の処分        0

株主資本以外の項目の中間連結
会計期間中の変動額（純額） 

△194 140 148 94 61 156

中間連結会計期間中の変動額合計 
         （百万円） 

△194 140 148 94 61 961

平成18年９月30日 残高 
       （百万円） 

763 140 △178 725 637 42,438



④【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 

    
前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結キャッシュ・ 

フロー計算書 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 

  

税金等調整前中間（当
期）純利益 

  1,498 2,500 2,040

減価償却費   1,279 1,211 2,587

減損損失   212 7 627

保険解約益   △172 － △172

合理化対策事業助成金
収入 

  △693 △33 △693

環境対策処理費用   － 153 －

特別退職金   52 － 379

固定資産売却益   △254 △263 △313

固定資産除却損   181 119 214

投資有価証券売却益   △137 △73 △148

貸倒引当金の増加額
（△減少額） 

  △0 △6 5

退職給付引当金の増加
額（△減少額） 

  125 △62 △164

受取利息及び受取配当
金 

  △47 △52 △64

支払利息   115 79 196

持分法による投資損失
（△利益） 

  51 △350 △168

売上債権の減少額（△
増加額） 

  △23 38 33

たな卸資産の減少額
（△増加額） 

  △715 △2,480 △1,192

仕入債務の増加額（△
減少額） 

  170 1,845 △53

未払消費税等の増加額
（△減少額） 

  37 △136 20

その他   △626 △57 △882

小計   1,053 2,438 2,250

 



    
前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結キャッシュ・ 
フロー計算書 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 

利息及び配当金の受取
額 

  67 52 64

利息の支払額   △122 △79 △190

合理化対策事業助成金
の受取額 

  363 33 982

台風被災保険金の受取
額 

  32 － 32

保険解約による受取額   386 － 386

特別退職金の支払額   △52 △327 △52

法人税等の支払額   △1,945 △100 △2,716

法人税等の還付額    － 258 －

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 

  △216 2,275 756

Ⅱ 投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

  

   定期預金の払戻による
収入 

  300 3 300

有形固定資産の取得に
よる支出 

  △1,069 △614 △2,204

有形固定資産の売却に
よる収入 

  876 1,030 1,849

   有価証券の売却による
収入 

  15 29 15

投資有価証券の取得に
よる支出 

  △9 △112 △15

投資有価証券の売却に
よる収入 

  472 144 484

貸付けによる支出   △252 － △252

貸付金の回収による収
入 

  288 34 288

   連結除外による資金の
減少 

※４  － － △114

その他   △4 19 △10

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

  616 533 339

 



    
前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結キャッシュ・ 
フロー計算書 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 

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   2,827 12,300 12,765

短期借入金の返済によ
る支出 

  △6,979 △12,600 △17,127

コマーシャル・ペーパ
ーの発行による収入 

  11,000 18,500 29,000

コマーシャル・ペーパ
ーの償還による支出 

  △6,000 △19,000 △24,000

長期借入れによる収入   － 1,000 1,042

長期借入金の返済によ
る支出 

  △1,911 △1,939 △3,794

社債の償還による支出   － － △500

自己株式の取得による
支出 

  △14 △5 △21

自己株式の処分による
収入 

  － 0 －

配当金の支払額   △436 △705 △438

少数株主への配当金の
支払額 

  △2 △4 △2

合併交付金の支払額   △254 － △254

財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

  △1,771 △2,454 △3,332

Ⅳ 現金及び現金同等物の増
加額（△減少額） 

  △1,371 354 △2,235

Ⅴ 現金及び現金同等物の期
首残高 

  2,270 2,441 2,270

Ⅵ 合併に伴う現金及び現金
同等物の増加額 

  1,502 － 1,502

Ⅶ 連結子会社の増加に伴う
現金及び現金同等物の増
加額 

  904 － 904

Ⅷ 現金及び現金同等物の中
間期末（期末）残高 

※１ 3,305 2,795 2,441

    



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１．連結の範囲に関する事項 

全ての子会社を連結の範囲に含めてい

る。 

連結子会社はスプーンシュガー㈱、備南

産業㈱、大東産業㈱、生和糖業㈱、㈱タ

イショーテクノス、神戸トラックターミ

ナル㈱、甲南サービス㈱、台神商運㈱、

㈱台糖バイオ生産研究所、㈱スプーンフ

ーズ、山王運輸㈱の11社である。 

台糖㈱の子会社であった㈱タイショーテ

クノス、神戸トラックターミナル㈱、甲

南サービス㈱、台神商運㈱、㈱台糖バイ

オ生産研究所の5社については、台糖㈱

の当社との合併により当社の連結子会社

として連結の範囲に含めている。なお、

前期まで連結子会社であった㈱ケイ・エ

スは当社との合併により連結の範囲から

除外し、また、前期まで非連結子会社で

あった㈱スプーンフーズ、山王運輸㈱に

ついては合併により質的重要性が増した

ため、当中間連結会計期間から連結の範

囲に含めている。 

１．連結の範囲に関する事項 

全ての子会社を連結の範囲に含めてい

る。 

連結子会社はスプーンシュガー㈱、スプ

ーンシュガーウエスト㈱、生和糖業㈱、

㈱タイショーテクノス、神戸トラックタ

ーミナル㈱、㈱台糖バイオ生産研究所、

㈱スプーンフーズ、山王運輸㈱の８社で

ある。 

なお、神戸トラックターミナル㈱につい

ては平成18年９月末日付で解散し、清算

手続中である。 

１．連結の範囲に関する事項 

  全ての子会社を連結の範囲に含めてい

る。 

連結子会社はスプーンシュガー㈱ 、ス

プーンシュガーウエスト㈱（旧備南産業

㈱）、生和糖業㈱、㈱タイショーテクノ

ス、神戸トラックターミナル㈱、㈱台糖

バイオ生産研究所、㈱スプーンフーズ、

山王運輸㈱の８社である。 

台糖㈱の連結子会社であった㈱タイショ

ーテクノス、神戸トラックターミナル

㈱、台神商運㈱、㈱台糖バイオ生産研究

所の4社については、台糖㈱の当社との

合併により当社の連結子会社として連結

の範囲に含めている。なお、前連結会計

年度まで連結子会社であった㈱ケイ・エ

スは当社に吸収合併され、また、前連結

会計年度まで当社の非連結子会社であっ

た㈱スプーンフーズ、山王運輸㈱につい

ては、合併により質的重要性が増したた

めに、当連結会計年度から連結の範囲に

含めている。 

大東産業㈱と、台糖㈱の連結子会社であ

った甲南サービス㈱については、平成17

年10月に備南産業㈱を存続会社として合

併しスプーンシュガーウエスト㈱として

発足した。また、台糖㈱の連結子会社で

あった台神商運㈱については、株式の一

部譲渡により当連結会計年度末において

連結子会社から持分法適用関連会社にな

っている。 

     

  

２．持分法の適用に関する事項 

(1）持分法適用会社は13社であり、その主要

な持分法適用会社は南西糖業㈱、北海道

糖業㈱、サンエイ糖化㈱、㈱平野屋、ク

ムパワピーシュガー㈱及びカセットポン

シュガー㈱である。 

２．持分法の適用に関する事項 

(1）持分法適用会社は14社であり、その主要

な持分法適用会社は南西糖業㈱、北海道

糖業㈱、サンエイ糖化㈱、㈱平野屋、ク

ムパワピーシュガー㈱及びカセットポン

シュガー㈱である。 

２．持分法の適用に関する事項 

(1）       同左 

旧台糖㈱の関連会社であった㈱平野屋、

甲南ユーテイリテイ㈱については、旧台

糖㈱の当社との合併により当社の関連会

社として持分法の適用範囲に含めてい

る。なお、前期まで持分法を適用してい

ない非連結子会社であった㈱スプーンフ

ーズ、山王運輸㈱については、合併によ

り質的重要性が増したため、当中間連結

会計期間から連結の範囲に含めている。

また、前期まで持分法非適用の関連会社

であった箱崎ユーティリティ㈱は、合併

により質的重要性が増したため、当中間

連結会計期間から持分法の適用範囲に含

めている。 

 

  

 



前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

(2）持分法を適用していない関連会社（㈱精

糖工業会館、㈱村上商店）は中間純損益

(持分に見合う額)及び利益剰余金 (持分

に見合う額)等からみて、持分法の対象

から除いても中間連結財務諸表に及ぼす

影響が軽微であり、かつ、全体としても

重要性がないため持分法の適用範囲から

除外している。 

(2）       同左  (2）台糖㈱の関連会社であった㈱平野屋、  

甲南ユーテイリテイ㈱については、台糖

㈱の当社との合併により当社の関連会社

として持分法の適用範囲に含めている。

また前連結会計年度まで持分法を適用し

ていない非連結子会社（㈱スプーンフー

ズ、山王運輸㈱）については、合併によ

り質的重要性が増したため、当連結会計

年度から連結の範囲に含めている。また

前連結会計年度まで持分法非適用の関連

会社であった箱崎ユーティリティ㈱は、

合併により質的重要性が増したため、当

連結会計年度から持分法の適用範囲に含

めている。持分法を適用していない関連

会社（㈱精糖工業会館、㈱村上商店）は

当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰

余金 (持分に見合う額)等からみて、持

分法の対象から除いても連結財務諸表に

及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体と

しても重要性がないため持分法の適用範

囲から除外している。 

３．連結子会社の中間決算日等に関する事項 

連結子会社のうち生和糖業㈱の中間決算

日は、６月30日である。 

中間連結財務諸表の作成に当たっては、

中間決算日現在の財務諸表を使用してい

る。ただし、中間連結決算日までの期間

に発生した重要な取引については、連結

上必要な調整を行っている。 

３．連結子会社の中間決算日等に関する事項 

 同左 

３．連結子会社の事業年度等に関する事項 

連結子会社のうち生和糖業㈱の決算日

は、12月31日である。 

連結財務諸表の作成に当たっては、同決

算日現在の財務諸表を使用している。た

だし、1月1日から連結決算日までの期間

に発生した重要な取引については、連結

上必要な調整を行っている。  

４．会計処理基準に関する事項 

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法 

イ．有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

中間決算日の市場価格等に基づく時

価法（評価差額は全部資本直入法に

より処理し、売却原価は移動平均法

により算定） 

４．会計処理基準に関する事項 

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法 

イ．有価証券 

   その他有価証券 

   時価のあるもの 

中間決算日の市場価格等に基づく時

価法（評価差額は全部純資産直入法

により処理し、売却原価は移動平均

法により算定） 

４．会計処理基準に関する事項 

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法 

イ．有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

決算日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部資本直入法により

処理し、売却原価は移動平均法によ

り算定） 

時価のないもの 

移動平均法による原価法 

時価のないもの 

同左 

時価のないもの 

同左 

ロ．デリバティブ 

原則として、時価法 

ロ．デリバティブ 

同左 

ロ．デリバティブ 

同左 

 



前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

ハ．たな卸資産 

商品・製品・仕掛品は主として先入先

出法による原価法、原材料(原料)は主

として総平均法による原価法、原材料

（副材料）・貯蔵品は主として移動平

均法による原価法によっている。 

ハ．たな卸資産 

商品・製品・仕掛品は主として先入先

出法による原価法、原材料(原料)は主

として総平均法による原価法、原材料

（副材料）・貯蔵品は主として移動平

均法による原価法によっている。 

ハ．たな卸資産 

商品・製品・仕掛品は主として先入先

出法による原価法、原材料(原料)は主

として総平均法による原価法、原材料

（副材料）・貯蔵品は主として移動平

均法による原価法によっている。 

（会計処理方法の変更） 

従来、当社の一次砂糖部門の原材料

（原料）の評価基準及び評価方法は、

先入先出法による原価法によっていた

が、当中間連結会計期間より総平均法

による原価法に変更している。この変

更は平成17年４月１日の３社合併を契

機に会計処理方法の見直しを行い、よ

り払出実態に近い評価方法としたもの

である。この結果、従来と同一の基準

を採用した場合と比較して、売上原価

が61百万円増加し、営業利益、経常利

益及び税金等調整前中間純利益は同額

減少している。なお、セグメント情報

に与える影響は当該箇所に記載してい

る。 

   （会計処理方法の変更） 

従来、当社の一次砂糖部門の原材料

（原料）の評価基準及び評価方法は、

先入先出法による原価法によっていた

が、当連結会計年度より総平均法によ

る原価法に変更している。この変更は

平成17年４月１日の３社合併を契機に

会計処理方法の見直しを行い、より払

出実態に近い評価方法としたものであ

る。この結果、従来と同一の基準を採

用した場合と比較して、売上原価が23

百万円増加し、営業利益、経常利益及

び税金等調整前当期純利益は同額減少

している。なお、セグメント情報に与

える影響は当該箇所に記載している。 

 



前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法 

有形固定資産 

親会社は主として定額法であり、連結

子会社は主として定率法である。 

なお、主な耐用年数は以下の通りであ

る。 

建物及び構築物 

15～38年 

機械装置及び運搬具 

4～13年 

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法 

有形固定資産  

親会社は主として定額法であり、連結

子会社は主として定率法である。 

なお、主な耐用年数は以下の通りであ

る。  

建物及び構築物  

15～38年  

機械装置及び運搬具  

4～13年  

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法 

有形固定資産 

親会社は主として定額法であり、連結

子会社は主として定率法である。 

なお、主な耐用年数は以下の通りであ

る。  

建物及び構築物  

15～38年  

機械装置及び運搬具  

4～13年  

（会計処理方法の変更） 

従来、連結子会社であった㈱ケイ・エ

スは、有形固定資産の減価償却方法に

つき定率法を採用していたが、当社と

の合併に伴い、当中間連結会計期間よ

り当社の減価償却方法である定額法を

採用することとした。これによる損益

に及ぼす影響は軽微である。 

  （会計処理方法の変更） 

従来、連結子会社であった㈱ケイ・エ

スは、有形固定資産の減価償却方法に

つき定率法を採用していたが、当社と

の合併に伴い、当連結会計年度より当

社の減価償却方法である定額法を採用

することとした。これによる損益に及

ぼす影響は軽微である。 

(3）重要な引当金の計上基準 

イ．貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権等特定の債権につ

いては個別に回収可能性を勘案し、回

収不能見込額を計上している。 

(3）重要な引当金の計上基準 

イ．貸倒引当金 

同左  

(3）重要な引当金の計上基準 

イ．貸倒引当金 

同左  

ロ．     ───── 

  

ロ．役員賞与引当金 

役員賞与の支出に備えるため、当連結

会計年度における支給見込額に基づき

当中間連結会計期間負担額を計上して

いる。  

（会計処理方法の変更） 

当中間連結会計期間より、「役員賞与

に関する会計基準」（企業会計基準第

４号 平成17年11月29日）を適用して

いる。 

これにより営業利益、経常利益及び税

金等調整前中間純利益は、それぞれ18

百万円減少している。 

なお、セグメント情報に与える影響

は、当該箇所に記載している。 

ロ．     ───── 

  

ハ．退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当連

結会計年度末における退職給付債務及

び年金資産の見込額に基づき、当中間

連結会計期間末において発生している

と認められる額を計上している。 

過去勤務債務は、その発生時の従業員

の平均残存勤務期間以内の一定の年数

（５年）による定額法により損益処理

している。 

数理計算上の差異は、各連結会計年度

の発生時における従業員の平均残存勤

務期間以内の一定の年数（10年）によ

る定額法により按分した額をそれぞれ

発生の翌連結会計年度から損益処理す

ることとしている。 

なお、連結子会社は簡便法を採用して

いる。 

ハ．退職給付引当金 

同左 

ハ．退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当連

結会計年度末における退職給付債務及

び年金資産の見込額に基づき計上して

いる。 

過去勤務債務は、その発生時の従業員

の平均残存勤務期間以内の一定の年数

（５年）による定額法により損益処理

している。 

数理計算上の差異は、各連結会計年度

の発生時における従業員の平均残存勤

務期間以内の一定の年数（10年）によ

る定額法により按分した額をそれぞれ

発生の翌連結会計年度から、損益処理

することとしている。 

なお、連結子会社は簡便法を採用して

いる。 

 



前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

ニ．役員退職給与引当金 

連結子会社は、役員退職慰労金支給に

備えるため内規に基づく中間期末要支

給額の100％を計上している。なお親会

社は、平成17年5月18日開催の取締役会

において役員退職慰労金制度を廃止す

ることを決議し、平成17年6月29日開催

の定時株主総会において役員退職慰労

金の打ち切り支給案が承認された。こ

れに伴い、当中間連結会計期間に役員

退職給与引当金を全額取り崩してい

る。 

ニ．役員退職給与引当金 

連結子会社は、役員退職慰労金支給に

備えるため内規に基づく中間期末要支

給額の100％を計上している。 

ニ．役員退職給与引当金 

連結子会社は、役員退職慰労金支給に

備えるため、内規に基づく期末要支給

額の100％を計上している。なお当社

は、平成17年5月18日開催の取締役会

において役員退職慰労金制度を廃止す

ることを決議し、平成17年6月29日開

催の定時株主総会において役員退職慰

労金の打ち切り支給案が承認された。

これに伴い、当連結会計年度に役員退

職給与引当金を全額取り崩している。 

(4）重要な外貨建の資産及び負債の本邦通貨

への換算基準 

外貨建金銭債権債務は中間連結決算日の

直物為替相場により円換算し、換算差額

は損益として処理している。 

なお、在外子会社等の資産及び負債は中

間決算日の直物為替相場により円換算

し、換算差額は資本の部における為替換

算調整勘定に含めている。 

(4）重要な外貨建の資産及び負債の本邦通貨

への換算基準 

外貨建金銭債権債務は中間連結決算日の

直物為替相場により円換算し、換算差額

は損益として処理している。 

なお、在外子会社等の資産及び負債は中

間決算日の直物為替相場により円換算

し、換算差額は純資産の部における為替

換算調整勘定に含めている。 

(4）重要な外貨建の資産及び負債の本邦通貨

への換算基準 

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直

物為替相場により円貨に換算し、換算差

額は損益として処理している。 

なお、在外子会社等の資産及び負債は、

連結決算日の直物為替相場により円貨に

換算し、換算差額は資本の部における為

替換算調整勘定に含めて計上している。 

(5）重要なリース取引の処理方法 

リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リ

ース取引については、通常の賃貸借取引

に係る方法に準じた会計処理によってい

る。 

(5）重要なリース取引の処理方法 

同左 

(5）重要なリース取引の処理方法 

同左 

(6）重要なヘッジ会計の方法 

イ．ヘッジ会計の方法 

繰延ヘッジ処理によっている。なお、

特例処理の要件を満たしている金利ス

ワップについては特例処理によってい

る。 

(6）重要なヘッジ会計の方法 

イ．ヘッジ会計の方法 

同左  

(6）重要なヘッジ会計の方法 

イ．ヘッジ会計の方法 

同左 

ロ．ヘッジ手段とヘッジ対象 ロ．ヘッジ手段とヘッジ対象 ロ．ヘッジ手段とヘッジ対象 

（ヘッジ手段） （ヘッジ対象） 

商品先物取引 商品予定取引 

為替予約取引 外貨建予定取引 

金利スワップ 借入金利息 

同左 同左 

ハ．ヘッジ方針 

商品先物取引及び為替予約取引につい

ては相場変動リスクを減少させるた

め、輸出入取引に係る販売計画をベー

スとして必要な範囲で商品相場変動リ

スク及び為替変動リスクをヘッジして

いる。 

金利スワップについては将来の金利上

昇リスクをヘッジするために変動金利

を固定化する目的で行っている。 

ハ．ヘッジ方針 

同左 

ハ．ヘッジ方針 

同左 

 



前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

ニ．ヘッジ有効性評価の方法 

商品先物取引については、同一商品、

同一時期に対してであり、為替予約取

引については、同一通貨、同一金額に

対してであるため、ヘッジの効果が確

保されているものとみている。なお、

金利スワップについては特例処理の要

件を満たしているため有効性の評価を

省略している。 

ニ．ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

ニ．ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

(7）その他中間連結財務諸表作成のための基

本となる重要な事項 

（消費税等の会計処理） 

消費税等の会計処理は税抜処理によって

いる。 

(7）その他中間連結財務諸表作成のための基

本となる重要な事項 

（消費税等の会計処理） 

同左 

(7）その他連結財務諸表作成のための基本と

なる重要な事項 

（消費税等の会計処理） 

同左 

（税効果会計等） 

中間連結会計期間に係る納付税額及び法

人税等調整額は、当連結会計年度におい

て予定している利益処分による固定資産

圧縮積立金の取崩しを前提として当中間

連結会計期間に係る金額を計算してい

る。 

（税効果会計等） 

中間連結会計期間に係る納付税額及び法

人税等調整額は、当連結会計年度におい

て予定している固定資産圧縮積立金及び

固定資産圧縮特別勘定積立金の取崩しを

前提として当中間連結会計期間に係る金

額を計算している。 

  

───── 

５．中間連結キャッシュ・フロー計算書にお

ける資金の範囲 

手許現金、随時引き出し可能な預金及び

容易に換金可能であり、かつ、価値の変

動について僅少なリスクしか負わない取

得日から３ヶ月以内に償還期限の到来す

る短期投資からなっている。 

５．中間連結キャッシュ・フロー計算書にお

ける資金の範囲 

同左  

５．連結キャッシュ・フロー計算書における

資金の範囲 

同左 



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日）  

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

────── （貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準）  

当中間連結会計期間より、「貸借対

照表の純資産の部の表示に関する会計

基準」（企業会計基準第５号 平成17

年12月９日）及び「貸借対照表の純資

産の部の表示に関する会計基準等の適

用指針」（企業会計基準適用指針第８

号 平成17年12月９日）を適用してい

る。 

 これまでの資本の部の合計に相当す

る金額は41,661百万円である。 

 なお、当中間連結会計期間における

中間連結貸借対照表の純資産の部につ

いては、中間連結財務諸表規則の改正

に伴い、改正後の中間連結財務諸表規

則により作成している。  

────── 



表示方法の変更 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

────── 

  

（中間連結損益計算書） 

 「デリバティブ利益」は、前中間連結会計期間まで営業外

収益の「雑収入」に含めて表示していたが、営業外収益の

総額の100分の10を超えたため区分掲記した。 

 なお、前中間連結会計期間における「デリバティブ利

益」の金額は16百万円である。 



注記事項 

（中間連結貸借対照表関係） 

前中間連結会計期間末 
(平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間末 
(平成18年９月30日) 

前連結会計年度末 
(平成18年３月31日) 

※１．担保提供資産及び対応債務は下記のと

おりである。 

※１．担保提供資産及び対応債務は下記のと

おりである。 

※１．担保提供資産及び対応債務は下記のと

おりである。 

(1）担保提供資産（うち工場財団抵当） (1）担保提供資産（うち工場財団抵当）  (1）担保提供資産（うち工場財団抵当） 

建物及び構築物 813百万円 

  (572百万円)

機械装置及び運搬具 2,943百万円 

  (2,943百万円)

工具器具及び備品 0百万円 

  (0百万円)

土地 3,920百万円 

  (3,630百万円)

投資有価証券 503百万円 

  (－百万円)

 合計 8,182百万円 

  (7,147百万円)

建物及び構築物 355百万円 

  (206百万円)

機械装置及び運搬具 452百万円 

  (452百万円)

工具器具及び備品 0百万円 

   (0百万円)

土地 312百万円 

  (312百万円)

 合計 1,121百万円 

  (972百万円)

建物及び構築物 

  

370百万円

(212百万円)

機械装置及び運搬具 

  

458百万円

(458百万円)

工具器具及び備品 

  

0百万円

0百万円

土地 312百万円

  (312百万円)

 合計 

  

1,142百万円

(984百万円)

(2）対応債務（うち工場財団抵当分） 

支払手形及び買掛金 776百万円 

  (776百万円)

未払費用 25百万円 

  (25百万円)

社債 500百万円 

  (500百万円)

長期借入金（一年内

に返済予定の長期借

入金を含む） 

5,268百万円 

  (5,110百万円)

 合計 6,571百万円 

  (6,412百万円)

 (2）対応債務（うち工場財団抵当分） 

長期借入金（一年内

に返済予定の長期借

入金を含む） 

6百万円 

  (0百万円)

 合計 6百万円 

  (0百万円)

 (2）対応債務（うち工場財団抵当分） 

長期借入金（一年内

に返済予定の長期借

入金を含む） 

14百万円 

  (0百万円)

 合計 14百万円 

  (0百万円)

 ２．保証債務 

連結会社以外の会社の金融機関等から

の借入に対する連帯保証 

 ２．保証債務 

連結会社以外の会社の金融機関等から

の借入に対する連帯保証 

 ２．保証債務 

連結会社以外の会社の金融機関等から

の借入に対する連帯保証 

クムパワピーシュガー㈱ 191百万円

カセットポンシュガー㈱ 727百万円

 計 919百万円

クムパワピーシュガー㈱ 225百万円

カセットポンシュガー㈱ 766百万円

 計 991百万円

クムパワピーシュガー㈱ 246百万円

カセットポンシュガー㈱ 784百万円

 計 1,031百万円

 ３．受取手形裏書譲渡高 

30百万円 

 ３．受取手形裏書譲渡高 

59百万円 

 ３．受取手形裏書譲渡高 

26百万円 

※４．    ───── 

  

※４．中間連結会計期間末日満期手形の会計

処理 

中間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

決済処理をしている。なお、当中間連

結会計期間の末日は金融機関の休日で

あったため、次の中間連結会計期間末

日満期手形が中間連結会計期間末残高

に含まれている。 

受取手形  171百万円 

支払手形   34百万円 

※４．    ───── 

  

※５．有形固定資産の圧縮記帳額 

連結子会社生和糖業㈱において砂糖生

産振興事業補助金を受入れたことによ

り、取得価額より控除した圧縮記帳額

は、次のとおりである。 

※５．有形固定資産の圧縮記帳額 

連結子会社生和糖業㈱において砂糖生

産振興事業補助金を受入れたことによ

り、取得価額より控除した圧縮記帳額

は、次のとおりである。 

※５．有形固定資産の圧縮記帳額 

連結子会社生和糖業㈱において砂糖生

産振興事業補助金を受入れたことによ

り、取得価額より控除した圧縮記帳額

は、次のとおりである。 

建物及び構築物 8百万円

機械装置及び運搬具 239百万円

建物及び構築物 8百万円

機械装置及び運搬具 239百万円

建物及び構築物 8百万円

機械装置及び運搬具 239百万円

 



前中間連結会計期間末 
(平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間末 
(平成18年９月30日) 

前連結会計年度末 
(平成18年３月31日) 

※６．財務制限条項 

一年内に返済予定の借入金のうち732

百万円、長期借入金のうち1,936百万

円には、財務制限条項がついており、

下記の条項に一つでも抵触した場合、

借入先からの通知により、借入金は該

当する借入先に対し一括返済すること

になっている。 

※６．財務制限条項 

一年内に返済予定の借入金のうち732

百万円、長期借入金のうち1,204百万

円には、財務制限条項がついており、

下記の条項に一つでも抵触した場合、

借入先からの通知により、借入金は該

当する借入先に対し一括返済すること

になっている。   

※６．財務制限条項 

一年内に返済予定の借入金のうち732

百万円、長期借入金のうち1,570百万

円には、財務制限条項がついており、

下記の条項に一つでも抵触した場合、

借入先からの通知により、借入金は該

当する借入先に対し一括返済すること

になっている。  

(1）当連結会計年度末（当中間連結会計期

間末は除く）における資本の部の金額

が前連結会計年度末における資本の部

の金額の75％未満。 

(1）当連結会計年度末（当中間連結会計期

間末は除く）における従来の資本の部

の金額が前連結会計年度末における資

本の部の金額の75％未満。 

(1）当連結会計年度末（当中間連結会計期

間末は除く）における資本の部の金額

が前連結会計年度末における資本の部

の金額の75％未満。 

(2）連結会計年度（中間連結会計期間は除

く）において経常損失を２期連続で計

上。 

(2）            同左 (2）             同左 

(3）各連結会計年度末（各中間連結会計期

間末は除く）における有利子負債（短

期借入金、１年内に返済予定の長期借

入金、長期借入金、社債等）の合計金

額が、営業損益、受取利息・配当金及

び減価償却費の合計金額の15.0倍（小

数点以下第二位切り上げ。）を２期連

続で上回ること。なお、減価償却費と

は、連結キャッシュ・フロー計算書の

「営業活動によるキャッシュ・フロ

ー」欄に記載される減価償却費とす

る。 

(3）            同左 (3）             同左 



（中間連結損益計算書関係） 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

※１．固定資産売却益 

土地の売却によるものである。 

※１．固定資産売却益 

同左 

※１．固定資産売却益 

同左 

※２．固定資産除却損 ※２．固定資産除却損 ※２．固定資産除却損 

建物及び構築物 124百万円

機械装置及び運搬具 26百万円

工具器具及び備品 2百万円

建物及び構築物 9百万円

機械装置及び運搬具 2百万円

設備撤去費 

その他 

73百万円

17百万円

建物及び構築物 124百万円

機械装置及び運搬具 26百万円

工具器具及び備品 2百万円

※３．減損損失 

①減損損失を認識した資産グループの概要 

※３．減損損失 

①減損損失を認識した資産グループの概要 

※３．減損損失 

①減損損失を認識した資産グループの概要 

場所 用途 種類 

千葉県 
富里市 

遊休資産 土地 

神奈川県 
横浜市 

売却予定物
件 
（旧砂糖事
業グループ
事業資産） 

土地 

場所 用途 種類 

静岡県 
駿東郡 
小山町 

遊休資産 土地 

場所 用途 種類 

千葉県 
富里市 

 遊休資産  土地 

パラチノー
スグループ 
(岡山県岡
山市) 

パラチノー
ス製造設備 

機械装置及び
運搬具 

神奈川県 
横浜市 

売却予定物
件 
（旧砂糖事
業グループ
事業資産） 

 土地 

その他事業
グループ 
（兵庫県神
戸市） 

ＦＴＹ７２
０製造設備 

建物及び構築
物、機械装置
及び運搬具、
工具器具及び
備品、土地 

②減損損失に至った経緯 

千葉県富里市の土地については、遊休状

態であり、将来の用途も定まっていない

ため、減損損失を認識している。 

神奈川県横浜市の土地については、当中

間連結会計期間において、事業資産から

売却予定物件に保有目的を変更したこと

に伴い、減損損失を認識している。 

②減損損失に至った経緯 

遊休状態となり、将来の用途も定まって

いないため、減損損失を認識している。 

②減損損失に至った経緯 

千葉県富里市の土地については、遊休資

産であり、将来の用途も定まっていない

ため、減損損失を認識している。  

パラチノース製造設備については、営業

損益が悪化し短期的な業績の回復が見込

まれないことにより、減損損失を認識し

ている。 

神奈川県横浜市の土地については、当連

結会計年度において、事業資産から売却

予定物件に保有目的を変更したことに伴

い、減損損失を認識している。なお、当

連結会計年度末では売却済である。 

ＦＴＹ720製造設備については、投資に

対する回収可能性が見込まれないことに

より、減損損失を認識している。 

③減損損失の内訳 ③減損損失の内訳 ③減損損失の内訳 

千葉県富里市 

土地 
13百万円

神奈川県横浜市 

土地 
198百万円

合計 212百万円

土地 7百万円

   

建物及び構築物 56百万円

機械装置及び運搬具 254百万円

工具器具及び備品 14百万円

土地 302百万円

合計 627百万円

④グルーピングの方法 

固定資産を砂糖事業グループ、食品素材

事業グループと不動産事業グループとに

大区分し、さらに砂糖事業グループは工

場別に区分している。食品素材事業グル

ープは主としてパラチノースグループ、

色素グループ、ハイドロゲルグループ、

バイオグループに区分している。不動産

事業グループは賃貸物件毎に区分してい

る。なお、遊休資産については、個々の

物件ごとに区分している。 

④グルーピングの方法 

固定資産を砂糖事業グループ、食品素材

事業グループと不動産事業グループとそ

の他事業グループに大区分し、さらに砂

糖事業グループは工場別に区分してい

る。食品素材事業グループは主としてパ

ラチノースグループ、色素グループ、ハ

イドロゲルグループ、バイオグループに

区分している。不動産事業グループは賃

貸物件毎に区分している。なお、遊休資

産については、個々の物件ごとに区分し

ている。 

④グルーピングの方法 

同左 

 



（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

⑤回収可能価額の算定方法 

千葉県富里市の土地の回収可能価額は正

味売却価額によっており、時価の算定方

法は相続税評価額（倍率方式）に基づい

て算出している。 

神奈川県横浜市の土地の回収可能価額は

正味売却価額によっており、時価の算定

方法は現時点での複数の購入希望者の引

合価格に基づいて算出している。 

⑤回収可能価額の算定方法 

回収可能価額は正味売却価額によってお

り、時価の算定方法は相続税評価額（倍

率方式）に基づいて算出している。 

⑤回収可能価額の算定方法 

遊休資産については、回収可能価額は正

味売却価額によっており、時価の算定方

法は相続税評価額（倍率方式）に基づい

て算出している。 

パラチノース製造設備については、回収

可能価額は機械装置及び運搬具のうち一

部資産の正味売却価額のみと見積もら

れ、時価の算定方法は同業種に対する見

積売却可能価額によっている。 

神奈川県横浜市の土地の回収可能価額は

正味売却価額によっており、時価の算定

方法は複数の購入希望者の引合価格に基

づいて算出している。 

ＦＴＹ720製造設備については、回収可

能価額は正味売却価額によっており、時

価の算定方法は土地、建物及び構築物は

不動産鑑定評価額によっており、機械装

置及び運搬具、工具器具及び備品は外部

業者による評価額によっている。 

※４．     ───── 

  

※４．環境対策処理費用 

「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な

処理の推進に関する特別措置法」に基

づく、ポリ塩化ビフェニル(ＰＣＢ)廃

棄物の処理費用である。  

※４．    ───── 

  

※５．退職給付費用 

従来、被合併会社である旧台糖㈱及び

旧㈱ケイ・エスにおいては従業員の退

職給付債務を簡便法により算定してい

たが、当社との合併に伴い当社の退職

給付債務の算定方法である原則法で算

定することとした。これによる期首時

点の旧台糖㈱及び旧㈱ケイ・エスから

引き継いだ退職給付引当金残高との差

額を特別損失に計上している。 

※５．     ───── 

  

※５．退職給付費用 

    従来、被合併会社である台糖㈱及び㈱

ケイ・エスにおいては従業員の退職給

付債務を簡便法により算定していた

が、当社との合併に伴い当社の退職給

付債務の算定方法である原則法で算定

することとした。これによる期首時点

の台糖㈱及び㈱ケイ・エスから引き継

いだ退職給付引当金残高との差額を特

別損失に計上している。 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

※１．現金及び現金同等物の中間期末残高と

中間連結貸借対照表に掲記されている

科目の金額との関係 

※１．現金及び現金同等物の中間期末残高と

中間連結貸借対照表に掲記されている

科目の金額との関係 

※１．現金及び現金同等物の期末残高と連結

貸借対照表に掲記されている科目の金

額との関係 

（平成17年９月30日現在） （平成18年９月30日現在） （平成18年３月31日現在）

現金及び預金勘定 3,356百万円

預入期間が３ヶ月を超

える定期預金 
△51百万円

現金及び現金同等物 3,305百万円

現金及び預金勘定 2,798百万円

預入期間が３ヶ月を超

える定期預金 
△3百万円

現金及び現金同等物 2,795百万円

現金及び預金勘定 

預入期間が３ヶ月を超

える定期預金 

2,447百万円

△6百万円

現金及び現金同等物 2,441百万円

 



前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

  ２．     ─────   ２．    ─────   ２．被合併会社より引き継いだ資産及び負

債  

     当連結会計年度において、台糖㈱及び

㈱ケイ・エスと合併している。なお、

㈱ケイ・エスは、当社の連結子会社で

あったため、以下には、台糖㈱より引

き継いだ資産及び負債を記載してい

る。また、合併により増加した資本金

及び資本準備金は、それぞれ2,517百万

円及び413百万円である。 

  流動資産 

固定資産 

6,014百万円

11,807百万円

資産合計 17,821百万円

流動負債 

固定負債 

8,330百万円

7,387百万円

負債合計 15,717百万円

 ３．     ─────  ３．    ─────  ３．当連結会計年度に新規連結した子会社

の資産及び負債の主な内訳は次の通り

である。また、新規連結により増加し

た少数株主持分は、359百万円である。 

  流動資産 

固定資産 

2,581百万円

2,020百万円

資産合計 4,602百万円

流動負債 

固定負債 

1,477百万円

542百万円

負債合計 2,019百万円

※４．     ───── ※４．    ─────  ※４．当連結会計年度に株式の譲渡により連

結子会社から持分法適用会社になった

会社の資産及び負債の主な内訳 

株式の譲渡により連結子会社から持分

法適用会社になった台神商運㈱の資産

及び負債の内訳ならびに同社株式の売

却価額と売却による支出（純額）との

関係は次の通りである。  

  

流動資産 

固定資産 

流動負債 

固定負債 

少数株主持分 

当社持分 

株式売却損 

244百万円

95百万円

△115百万円

△114百万円

△55百万円

△43百万円

△6百万円

株式の売却価額 

現金及び現金同等物  

4百万円

119百万円

差引：売却による支出 △114百万円



（中間連結株主資本等変動計算書関係） 

  

当中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 
  
１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

  （注）普通株式の自己株式の株式数の増加13千株は、単元未満株式の買取による増加である。 

普通株式の自己株式の株式数の減少１千株は、単元未満株式の売却による減少である。 

 ２．配当に関する事項 

（１）配当金支払額 

当中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

  
前連結会計年度末 

株式数（千株）  

当中間連結会計期間

増加株式数（千株）

当中間連結会計期間

減少株式数（千株） 

当中間連結会計期間

末株式数（千株） 

 発行済株式     

   普通株式  141,667 － － 141,667 

合計 141,667 － － 141,667 

 自己株式         

   普通株式 （注） 427 13 1 439 

合計 427 13 1 439 

（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 

平成18年６月29日 

定時株主総会 
普通株式 707 5.00  平成18年３月31日  平成18年６月29日



（リース取引関係） 

次へ 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リ

ース取引 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リ

ース取引  

１．リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リ

ース取引 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び中間期末残高相当額 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び中間期末残高相当額 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び期末残高相当額 

  

取得価
額相当
額 
(百万円) 

減価償
却累計
額相当
額 
(百万円) 

中間期
末残高
相当額 
(百万円)

機械装
置及び
運搬具 

5,677 1,595 4,081 

工具器
具及び
備品 

169 132 36 

無形固
定資産 

14 3 11 

合計 5,860 1,731 4,129 

  

取得価
額相当
額 
(百万円)

減価償
却累計
額相当
額 
(百万円)

中間期
末残高
相当額 
(百万円)

機械装
置及び
運搬具 

5,667 2,158 3,509

工具器
具及び
備品 

95 46 48

有形固
定資産
計 

5,762 2,204 3,558

無形固
定資産 

14 5 8

合計 5,777 2,210 3,567

取得価
額相当
額 
(百万円) 

減価償
却累計
額相当
額 
(百万円) 

期末残
高相当
額 
(百万円)

機械装
置及び
運搬具 

5,672 1,877 3,795

工具器
具及び
備品 

64 30 34

有形固
定資産
計 

5,737 1,907 3,829

無形固
定資産 

14 4 10

合計 5,751 1,912 3,839

(2）未経過リース料中間期末残高相当額 (2）未経過リース料中間期末残高相当額 (2）未経過リース料期末残高相当額 

１年内 546百万円 (66百万円)

１年超 3,819百万円 (481百万円)

計 4,366百万円 (548百万円)

１年内 567百万円 (69百万円)

１年超 3,280百万円 (411百万円)

計 3,848百万円 (481百万円)

１年内 554百万円 ( 68百万円)

１年超 3,547百万円 (446百万円)

計 4,101百万円 (515百万円)

（注）上記の（ ）書きは内数であり、事業

再構築助成措置により補填される金額

である。 

（注）      同左 （注）      同左 

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び支

払利息相当額 

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び支

払利息相当額  

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び支

払利息相当額 

支払リース料 375百万円

減価償却費相当額 306百万円

支払利息相当額 98百万円

支払リース料 365百万円

減価償却費相当額 297百万円

支払利息相当額 87百万円

支払リース料 740百万円

減価償却費相当額 603百万円

支払利息相当額 191百万円

（注）上記支払リース料に対する事業再構築

助成措置により補填される金額は44百

万円である。 

（注）上記支払リース料に対する事業再構築

助成措置により補填される金額は44百

万円である。 

（注）上記支払リース料に対する事業再構築

助成措置により補填される金額は89百

万円である。  

(4）減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を

零とする定額法によっている。 

(4）減価償却費相当額の算定方法 

同左 

(4）減価償却費相当額の算定方法 

同左 

(5）支払利息相当額の算定方法 

リース料総額とリース物件の取得価額相

当額との差額を利息相当額とし、各期へ

の配分方法については、利息法によって

いる。 

(5）支払利息相当額の算定方法 

同左 

(5）支払利息相当額の算定方法 

同左 

２．オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

２．オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

２．オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

１年内 3百万円

１年超 2百万円

計 5百万円

１年内 3百万円

１年超 6百万円

計 10百万円

１年内 2百万円

１年超 0百万円

計 3百万円

（減損損失について） 

リース資産に配分された減損損失はない。 

（減損損失について） 

リース資産に配分された減損損失はないた

め、項目等の記載は省略している。 

（減損損失について） 

同左  



（有価証券関係） 

前中間連結会計期間末（平成17年９月30日現在） 

有価証券 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

  取得原価（百万円） 
中間連結貸借対照表計
上額（百万円） 

差額（百万円） 

(1）株式 1,407 2,420 1,012 

(2）債券       

国債・地方債等 3 2 △0 

社債 2 2 0 

その他 100 100 － 

(3）その他 － － － 

合計 1,512 2,525 1,012 

  中間連結貸借対照表計上額（百万円） 

その他有価証券   

非上場株式 280 

追加型公社債投信 29 



当中間連結会計期間末（平成18年９月30日現在） 

有価証券 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

前連結会計期間末（平成18年３月31日現在） 

有価証券 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

（注） 当連結会計年度において、その他有価証券について19百万円減損処理を行っている。なお、減損処理にあたって

は期末における時価が取得原価に比べ30％以上下落した場合、原則として全て減損処理を行う方針である。 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

  取得原価（百万円） 
中間連結貸借対照表計
上額（百万円） 

差額（百万円） 

(1）株式 1,445 2,516 1,071 

(2）債券       

国債・地方債等 － － － 

社債 100 100 － 

その他 － － － 

(3）その他 12 12 0 

合計 1,557 2,628 1,071 

  中間連結貸借対照表計上額（百万円） 

その他有価証券   

非上場株式 250 

  取得原価（百万円） 
連結貸借対照表計上額 

（百万円） 
差額（百万円） 

(1）株式 1,410 2,738 1,328 

(2）債券       

国債・地方債等 3 2 △0 

社債 102 101 △0 

その他 29 29 0 

(3）その他 － － － 

合計 1,544 2,872 1,328 

  連結貸借対照表計上額（百万円） 

その他有価証券   

非上場株式 251 



（デリバティブ取引関係） 

前中間連結会計期間末（平成17年９月30日現在） 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況 

 （注） ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いている。 

当中間連結会計期間末（平成18年９月30日現在） 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況 

 （注） ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いている。 

前連結会計年度末（平成18年３月31日現在） 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況 

 （注） ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いている。 

対象物の種類 取引の種類 
契約額等 
（百万円） 

時価（百万円） 
評価損益 
（百万円） 

  為替予約取引       

通貨 ユーロ（買建） 1,788 1,971 182 

  米ドル（買建） 28 31 2 

商品 先物取引       

  食料・食品（買建） 14 19 4 

金利 スワップ取引 1,500 △23 △23 

合計     166 

対象物の種類 取引の種類 
契約額等 
（百万円）  

時価（百万円） 
評価損益 
（百万円） 

  為替予約取引       

通貨 ユーロ（買建） 1,821 2,202 381 

  米ドル（買建） 115 119 4 

  米ドル（売建） 11 11 △0 

商品 先物取引       

  食料・食品（買建） 31 23 △8 

金利 スワップ取引 1,500 △10 △10 

合計     366 

対象物の種類 取引の種類 
契約額等 
（百万円） 

時価（百万円） 
評価損益 
（百万円） 

  為替予約取引       

通貨 ユーロ（買建） 1,772 2,050 277 

  米ドル（買建） 165 168 2 

商品 先物取引        

  食料・食品（買建） 25 32 6 

金利 スワップ取引 1,000 △2 △2 

合計     284 



（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

前中間連結会計期間（自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日） 

（注） １．事業区分の方法 

当社の事業区分の方法は製品系列によって行っている。 

２．各事業区分に属する主要な製品及び商品等 

３．当中間連結会計期間における営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は

1,079百万円であり、その主なものは親会社の総務、人事、経理等の管理部門に係る費用及び基礎的研究開

発費である。 

４．当中間連結会計期間から当社の一次砂糖部門の原材料（原料）の評価基準及び評価方法を先入先出法による

原価法から総平均法による原価法に変更している。この結果、従来と同一の基準を採用した場合と比較し

て、砂糖事業において営業費用が61百万円増加し、営業利益が同額減少している。 

５．台糖㈱との合併により食品素材事業の重要性が増したため、当中間連結会計期間より従来食品事業として区

分していた事業について、砂糖事業と食品素材事業に区分した。 

  

当中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

（注） １．事業区分の方法 

当社の事業区分の方法は製品系列によって行っている。 

科目 
砂糖事業  
（百万円） 

食品素材事
業 
（百万円） 

不動産事業 
（百万円） 

その他事業 
（百万円） 

計 
（百万円） 

消去又は全
社 
（百万円） 

連結 
（百万円） 

(1）売上高               

①外部顧客に対する売上高 32,027 4,040 754 18 36,841 － 36,841 

②セグメント間の内部売上高又は振替高 5 0 43 － 49 △49 － 

計 32,033 4,041 798 18 36,891 △49 36,841 

(2）営業費用 30,553 3,737 410 92 34,795 1,029 35,824 

(3）営業利益又は営業損失（△） 1,479 303 387 △74 2,096 △1,079 1,016 

事業区分 主要製品及び商品等 

砂糖事業 精製糖、液糖、砂糖二次製品 

食品素材事業 
パラチノース、還元パラチノース（パラチニット）、さとうきび抽出

物、食品保存料、食品香味料、食品用天然色素、寒天、カラギーナン 

不動産事業 土地、店舗、倉庫、オフィスの賃貸業、倉庫業 

その他事業 医薬品 

科目 
砂糖事業 
（百万円） 

食品素材事
業 
（百万円） 

不動産事業 
（百万円） 

その他事業 
（百万円） 

計 
（百万円） 

消去又は全
社 
（百万円） 

連結 
（百万円） 

(1）売上高               

①外部顧客に対する売上高 33,646 4,135 671 38 38,492 － 38,492 

②セグメント間の内部売上高又は振替高 19 0 38 － 58 △58 － 

計 33,665 4,135 710 38 38,550 △58 38,492 

(2）営業費用 31,209 3,873 428 47 35,559 922 36,481 

(3）営業利益又は営業損失（△） 2,455 262 282 △8 2,991 △980 2,011 



２．各事業区分に属する主要な製品及び商品等 

３．当中間連結会計期間における営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は980

百万円であり、その主なものは親会社の総務、人事、経理等の管理部門に係る費用及び基礎的研究開発費で

ある。 

４．会計処理方法の変更 

当中間連結会計期間より「役員賞与に関する会計基準」（企業会計基準第４号 平成17年11月29日）を適用

している。この結果、従来の方法によった場合と比較して、消去または全社の営業費用が18百万円増加し、

営業利益が同額減少している。 

  

 前連結会計年度（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日） 

（注） １．事業区分の方法 

当社の事業区分の方法は製品系列によって行っている。 

２．各事業区分に属する主要な製品及び商品等 

３．当連結会計年度における営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は2,025百

万円であり、その主なものは親会社の総務、人事、経理等の管理部門に係る費用及び基礎的研究開発費であ

る。 

４．会計処理方法の変更 

当連結会計年度から当社の一次砂糖部門の原材料（原料）の評価基準及び評価方法を先入先出法による原価

法から総平均法による原価法に変更している。この結果、従来と同一の基準を採用した場合と比較して、砂

糖事業において営業費用が23百万円増加し、営業利益が同額減少している。 

事業区分 主要製品及び商品等 

砂糖事業 精製糖、液糖、砂糖二次製品 

食品素材事業 
パラチノース、還元パラチノース（パラチニット）、さとうきび抽出

物、食品保存料、食品香味料、食品用天然色素、寒天、カラギーナン 

不動産事業 土地、店舗、倉庫、オフィスの賃貸業、倉庫業 

その他事業 医薬品 

科目 
砂糖事業 
（百万円） 

食品素材事
業  
（百万円） 

不動産事業 
（百万円） 

その他事業 
（百万円） 

計 
（百万円） 

消去又は全
社 
（百万円） 

連結 
（百万円） 

(1）売上高               

①外部顧客に対する売上高 64,207 7,987 1,480 49 73,724 － 73,724 

②セグメント間の内部売上高又は振替

高 
53 0 98 － 153 △153 － 

計 64,260 7,987 1,579 49 73,877 △153 73,724 

(2）営業費用 61,262 7,564 869 192 69,888 1,872 71,761 

(3）営業利益又は営業損失（△） 2,998 423 709 △142 3,988 △2,025 1,962 

事業区分 主要製品及び商品等 

砂糖事業 精製糖、液糖、砂糖二次製品 

食品素材事業 
パラチノース、還元パラチノース（パラチニット）、さとうきび抽出

物、食品保存料、食品香味料、食品用天然色素、寒天、カラギーナン 

不動産事業 土地、店舗、倉庫、オフィスの賃貸業、倉庫業 

その他事業 医薬品 



【所在地別セグメント情報】 

前中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び前連結会計年度については、本邦以外の国又は地域に所在する

連結子会社及び在外支店がないので該当事項はない。 

【海外売上高】 

前中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び前連結会計年度については、親会社及び連結子会社の海外売上

高が連結売上高の10％未満であるため記載を省略している。 



（１株当たり情報） 

（注）１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりである。 

（注）１株当たり中間（当期）純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりである。 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１株当たり純資産額 284円35銭

１株当たり中間純利益

金額 
4円85銭

１株当たり純資産額 295円98銭

１株当たり中間純利益

金額 
11円05銭

１株当たり純資産額 289円26銭

１株当たり当期純利益

金額 
8円00銭

なお、潜在株式調整後１株当たり中

間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いない。 

同左 なお、潜在株式調整後１株当たり当

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いない。  

 前中間連結会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（平成18年３月31日） 

 純資産の部の合計額（百万円）  － 42,438  － 

純資産の部の合計額から控除する金額

（百万円） 
 － 637  － 

（うち少数株主持分） （－） (637) （－） 

普通株式に係る中間期末（期末）の純

資産額（百万円） 
 － 41,801  － 

１株当たり純資産額の算定に用いられ

た中間期末（期末）の普通株式の数

（千株） 

－ 141,227  － 

  
前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日)

中間（当期）純利益（百万円） 685 1,561 1,176 

普通株主に帰属しない金額（百万円） － － 46 

(うち利益処分による役員賞与金

（百万円）) 
(－) (－) (46) 

普通株式に係る中間（当期）純利益 

（百万円） 
685 1,561 1,130 

期中平均株式数（千株） 141,268 141,233 141,256 



(2）【その他】 

 該当事項なし。 



２【中間財務諸表等】 

(1）【中間財務諸表】 

①【中間貸借対照表】 

    
前中間会計期間末 

（平成17年９月30日） 
当中間会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

（平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

資産の部           

Ⅰ 流動資産           

１．現金及び預金   2,050   1,998 1,512   

２．受取手形 ※５  143   309 90   

３．売掛金   3,629   3,275 3,634   

４．たな卸資産   8,105   11,017 8,444   

５．繰延税金資産   376   227 224   

６．その他   1,562   537 660   

流動資産合計     15,867 25.2 17,365 28.3   14,566 24.2

Ⅱ 固定資産           

１．有形固定資産           

(1）建物 ※1,2 8,209   7,735 7,970   

(2）機械及び装置 ※1,2 8,770   7,642 8,216   

(3）土地 ※２ 20,097   18,874 19,619   

(4）その他 ※1,2 1,176   1,313 1,131   

計   38,253   35,566 36,937   

２．無形固定資産   147   110 128   

３．投資その他の資産           

(1）投資有価証券 ※２ 2,614   2,752 2,890   

(2）関係会社株式   4,785   3,735 3,811   

(3）その他   1,323   1,771 1,770   

貸倒引当金   △19   △16 △24   

計   8,703   8,243 8,448   

固定資産合計     47,104 74.8 43,919 71.7   45,515 75.8

資産合計     62,972 100.0 61,284 100.0   60,082 100.0 

            

 



    
前中間会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

（平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

負債の部           

Ⅰ 流動負債           

１．支払手形 ※５  0   0 0   

２．買掛金 ※２ 2,467   3,950 2,034   

３．短期借入金 ※2,6 4,019   2,330 3,023   

４．コマーシャル・ペ
ーパー 

  5,000   4,500 5,000   

５．未払費用 ※２ 2,365   2,436 2,618   

６．未払法人税等   677   1,010 －   

７．未払消費税等   203   42 187   

８．役員賞与引当金   －   18 －   

９．その他   1,899   1,588 1,862   

流動負債合計     16,632 26.4 15,877 25.9   14,726 24.5

Ⅱ 固定負債           

１．社債 ※２ 500   － －   

２．長期借入金 ※2,6 7,093   6,593 6,780   

３．繰延税金負債   924   998 1,157   

４．退職給付引当金   2,767   2,437 2,477   

５．長期預り保証金   1,992   1,905 1,934   

６．その他   1,029   1,077 1,037   

固定負債合計     14,307 22.7 13,012 21.2   13,388 22.3

負債合計     30,940 49.1 28,889 47.1   28,115 46.8

資本の部           

Ⅰ 資本金     7,083 11.3 － －   7,083 11.8

Ⅱ 資本剰余金           

１．資本準備金   1,177   － 1,177   

資本剰余金合計     1,177 1.9 － －   1,177 2.0

Ⅲ 利益剰余金           

１．利益準備金   1,033   － 1,033   

２．任意積立金   19,684   － 19,684   

３．中間（当期）未処
分利益 

  2,479   － 2,235   

利益剰余金合計     23,197 36.7 － －   22,953 38.2

Ⅳ その他有価証券評価
差額金 

    597 1.0 － －   784 1.3

Ⅴ 自己株式     △23 △0.0 － －   △31 △0.1

資本合計     32,032 50.9 － －   31,966 53.2

負債資本合計     62,972 100.0 － －   60,082 100.0 

            



  
前中間会計期間末 

（平成17年９月30日） 
当中間会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前事業年度の 
要約貸借対照表  

（平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

           

（純資産の部）            

Ⅰ 株主資本                  

１ 資本金    － －  7,083 11.6  － － 

２ 資本剰余金            

(1）資本準備金   －   1,177   －   

(2）その他資本剰余
金 

  －   0   －   

資本剰余金合計    － －  1,177 1.9  － － 

３ 利益剰余金            

(1）利益準備金   －   1,033   －   

(2）その他利益剰余
金 

              

価格変動準備金   －   200   －   

固定資産圧縮積
立金 

      3,654       

固定資産圧縮特
別勘定積立金 

  －   118   －   

別途積立金       15,780       

繰越利益剰余金   －   2,610   －   

利益剰余金合計    － －  23,397 38.2  － － 

４ 自己株式    － －  △37 △0.1  － － 

株主資本合計    － －  31,620 51.6  － － 

Ⅱ 評価・換算差額等                  

１ その他有価証券評
価差額金 

   － －  629 1.0  － － 

２ 繰延ヘッジ損益    － －  144 0.3  － － 

評価・換算差額等合
計 

   － －  774 1.3  － － 

純資産合計    － －  32,395 52.9  － － 

負債純資産合計    － －  61,284 100.0  － － 

           



②【中間損益計算書】 

    
前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度の 
要約損益計算書 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高     33,149 100.0 34,614 100.0   67,805 100.0 

Ⅱ 売上原価     26,798 80.8 27,829 80.4   55,346 81.6

売上総利益     6,350 19.2 6,784 19.6   12,459 18.4

Ⅲ 販売費及び一般管理
費 

    5,288 16.0 4,956 14.3   10,475 15.5

営業利益     1,062 3.2 1,827 5.3   1,983 2.9

Ⅳ 営業外収益 ※１   264 0.8 269 0.8   542 0.8

Ⅴ 営業外費用 ※２   186 0.6 142 0.4   391 0.6

経常利益     1,139 3.4 1,955 5.7   2,135 3.1

Ⅵ 特別利益 ※３   950 2.9 339 1.0   1,049 1.5

Ⅶ 特別損失 ※4,5   264 0.8 264 0.8   1,595 2.3

税引前中間（当
期）純利益 

    1,825 5.5 2,030 5.9   1,589 2.3

法人税、住民税及
び事業税 

  680   1,000 430   

法人税等調整額   97 778 2.3 △157 843 2.5 355 785 1.1

中間（当期）純利
益 

    1,047 3.2 1,187 3.4   803 1.2

前期繰越利益     1,432 －   1,432 

中間（当期）未処
分利益 

    2,479 －   2,235 

            



③【中間株主資本等変動計算書】 

当中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

(注) 平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目である。  

 

株主資本 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

自己
株式 

株主資
本合計 資本準

備金 

その
他資
本剰
余金 

資本剰
余金合
計 

利益準
備金 

その他利益剰余金 
  

利益剰
余金合
計 

価格変
動準備
金 

固定資
産圧縮
積立金 

固定資
産圧縮
特別勘
定積立
金 

別途積
立金 

繰越利
益剰余
金 

平成18年３月31日 残高 
（百万円） 

7,083 1,177 － 1,177 1,033 200 4,084 － 15,400 2,235 22,953 △31 31,181 

中間会計期間中の変動額              

固定資産圧縮積立金の
取崩し(注) 

            △429     429 －   － 

固定資産圧縮特別勘定
積立金の繰入れ(注) 

              118   △118 －   － 

別途積立金の積立て
(注)  

                380 △380 －   － 

剰余金の配当(注)                    △707 △707   △707 

役員賞与(注)                    △36 △36   △36 

中間純利益                   1,187 1,187   1,187 

自己株式の取得                       △5 △5 

自己株式の処分     0 0               0 0 

株主資本以外の項目の
中間会計期間中の変動
額（純額） 

                          

中間会計期間中の変動額
合計 
（百万円） 

－ － 0 0 － － △429 118 380 374 444 △5 438 

平成18年９月30日 残高 
（百万円） 

7,083 1,177 0 1,177 1,033 200 3,654 118 15,780 2,610 23,397 △37 31,620 

 

評価・換算差額等 

純資産合計 
その他有価証券
評価差額金 

繰延ヘッジ損益 
評価・換算差額
等合計 

平成18年３月31日 残高 
（百万円） 

784 － 784 31,966 

中間会計期間中の変動額     

固定資産圧縮積立金の取崩し
(注) 

      － 

固定資産圧縮特別勘定積立金
の繰入れ(注) 

      － 

別途積立金の積立て(注)         － 

剰余金の配当(注)        △707 

役員賞与(注)         △36 

中間純利益        1,187 

自己株式の取得        △5 

自己株式の処分        0 

株主資本以外の項目の中間会
計期間中の変動額（純額） 

△154 144 △9 △9 

中間会計期間中の変動額合計 
（百万円） 

△154 144 △9 428 

平成18年９月30日 残高  
（百万円） 

629 144 774 32,395 



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１．資産の評価基準及び評価方法 

(1）有価証券 

子会社及び関連会社株式 

移動平均法による原価法 

１．資産の評価基準及び評価方法 

(1）有価証券 

子会社及び関連会社株式 

移動平均法による原価法  

１．資産の評価基準及び評価方法 

(1）有価証券 

子会社及び関連会社株式 

移動平均法による原価法 

その他有価証券 

時価のあるもの 

中間期末日の市場価格等

に基づく時価法（評価差

額は全部資本直入法によ

り処理し、売却原価は移

動平均法により算定） 

その他有価証券 

時価のあるもの 

中間期末日の市場価格等

に基づく時価法（評価差

額は全部純資産直入法に

より処理し、売却原価は

移動平均法により算定） 

その他有価証券 

時価のあるもの 

決算日の市場価格等に基

づく時価法（評価差額は

全部資本直入法により処

理し、売却原価は移動平

均法により算定） 

時価のないもの 

移動平均法による原価法 

時価のないもの 

移動平均法による原価法 

時価のないもの 

移動平均法による原価法 

(2）デリバティブ 

原則として、時価法 

(2）デリバティブ 

同左 

(2）デリバティブ 

同左 

(3）たな卸資産 

商品・製品・仕掛品 

(3）たな卸資産 

商品・製品・仕掛品 

(3）たな卸資産 

商品・製品・仕掛品 

先入先出法による原価法 

（但し、二次砂糖部門の商

品・製品は移動平均法によ

る原価法。また、食品素材

事業部門のうち一部は総平

均法によるによる原価法） 

先入先出法による原価法 

（但し、二次砂糖部門の商

品・製品は移動平均法によ

る原価法。また、食品素材

事業部門のうち一部は総平

均法によるによる原価法）  

先入先出法による原価法 

 （但し、二次砂糖部門の商

品・製品は移動平均法によ

る原価法。また、食品素材

事業部門のうち一部は総平

均法によるによる原価法）  

原材料（原料） 

一次砂糖部門の原料は総平

均法による原価法 

食品素材事業部門の原料は

先入先出法による原価法。

但し、一部は総平均法によ

る原価法 

原材料（原料） 

一次砂糖部門の原料は総平

均法による原価法 

食品素材事業部門の原料は

先入先出法による原価法。

但し、一部は総平均法によ

る原価法 

原材料（原料） 

一次砂糖部門の原料は総平

均法による原価法 

食品素材事業部門の原料は

先入先出法による原価法。

但し、一部は総平均法によ

る原価法 

原材料（副材料）・貯蔵品 

移動平均法による原価法 

原材料（副材料）・貯蔵品 

移動平均法による原価法 

原材料（副材料）・貯蔵品 

移動平均法による原価法 

 



前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

（会計処理方法の変更） 

従来、一次砂糖部門の原材料

（原料）の評価基準及び評価

方法は、先入先出法による原

価法によっていたが、当中間

会計期間より総平均法による

原価法に変更している。この

変更は平成17年４月１日の３

社合併を契機に会計処理方法

の見直しを行い、より払出実

態に近い評価方法としたもの

である。この結果、従来と同

一の基準を採用した場合と比

較して、売上原価が61百万円

増加し、営業利益、経常利益

及び税引前中間純利益は同額

減少している。 

 （会計処理方法の変更）  

従来、一次砂糖部門の原材料

（原料）の評価基準及び評価

方法は、先入先出法による原

価法によっていたが、当事業

年度より総平均法による原価

法に変更している。この変更

は平成17年４月１日の３社合

併を契機に会計処理方法の見

直しを行い、より払出実態に

近い評価方法としたものであ

る。この結果、従来と同一の

基準を採用した場合と比較し

て、売上原価が23百万円増加

し、営業利益、経常利益及び

税引前当期純利益は同額減少

している。  

２．固定資産の減価償却の方法 

有形固定資産 

定額法 

（但し、非砂糖部門は定率

法。なお、平成10年４月１日

以降に取得した建物（附属設

備除く）については定額法） 

なお、主な耐用年数は以下の

通りである。 

建物   15～38年 

機械及び装置 13年 

２．固定資産の減価償却の方法 

有形固定資産 

同左 

２．固定資産の減価償却の方法 

有形固定資産 

同左 

３．引当金の計上基準 

(1）貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に備

えるため、一般債権について

は貸倒実績率により、貸倒懸

念債権等特定の債権について

は個別に回収可能性を勘案

し、回収不能見込額を計上し

ている。 

３．引当金の計上基準 

(1）貸倒引当金 

同左 

３．引当金の計上基準 

(1）貸倒引当金 

同左 

 (2) ──────── 

  

  

(2)役員賞与引当金 

役員賞与の支出に備えるた

め、当事業年度における支給

見込額に基づき当中間会計期

間負担額を計上している。 

 （会計処理方法の変更） 

当中間会計期間より、「役員

賞与に関する会計基準」（企

業会計基準第４号 平成17年

11月29日）を適用している。 

これにより、営業利益、経常

利益及び税引前中間純利益は

それぞれ18百万円減少してい

る。 

 (2) ──────── 

  

  

 



前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

(3）退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退

職給付債務及び年金資産の見

込額に基づき、当中間期末に

発生していると認められる額

を計上している。 

また、過去勤務債務は、その

発生時の従業員の平均残存勤

務期間以内の一定の年数(５

年)による定額法により損益処

理している。 

数理計算上の差異は、各事業

年度の発生時における従業員

の平均残存勤務期間以内の一

定の年数(10年)による定額法

により按分した額をそれぞれ

発生の翌事業年度から、損益

処理することにしている。 

(3）退職給付引当金 

同左 

  

  

(3）退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退

職給付債務及び年金資産の見

込額に基づき計上している。 

  

過去勤務債務は、その発生時

の従業員の平均残存勤務期間

以内の一定の年数(５年)によ

る定額法により損益処理して

いる。 

数理計算上の差異は、各事業

年度の発生時における従業員

の平均残存勤務期間以内の一

定の年数（10年）による定額

法により按分した額を、翌事

業年度から損益処理すること

にしている。 

(4）役員退職給与引当金 

当社は平成17年5月18日開催の

取締役会において役員退職慰

労金制度を廃止することを決

議し、平成17年6月29日開催の

定時株主総会において役員退

職慰労金の打ち切り支給案が

承認された。 

これに伴い、当中間会計期間

に役員退職給与引当金を全額

取り崩している。 

(4）   ────────   (4）役員退職給与引当金 

当社は平成17年5月18日開催の

取締役会において役員退職慰

労金制度を廃止することを決

議し、平成17年6月29日開催の

定時株主総会において役員退

職慰労金の打ち切り支給案が

承認された。  

これに伴い、当事業年度に役

員退職給与引当金を全額取り

崩している。  

４．外貨建の資産又は負債の本邦通

貨への換算基準 

外貨建金銭債権債務は、中間決

算日の直物為替相場により円貨

に換算し、換算差額は損益とし

て処理している。 

４．外貨建の資産又は負債の本邦通

貨への換算基準 

同左 

４．外貨建の資産又は負債の本邦通

貨への換算基準 

外貨建金銭債権債務は、決算日

の直物為替相場により円貨に換

算し、換算差額は損益として処

理している。 

 



前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

５．リース取引の処理方法 

リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外の

ファイナンス・リース取引につ

いては、通常の賃貸借取引に係

る方法に準じた会計処理によっ

ている。 

５．リース取引の処理方法 

同左 

５．リース取引の処理方法 

同左 

６．ヘッジ会計の方法 

①ヘッジ会計の方法 

繰延ヘッジ処理によっている。

なお、特例処理の要件を満たし

ている金利スワップについては

特例処理によっている。 

６．ヘッジ会計の方法 

①ヘッジ会計の方法 

同左 

６．ヘッジ会計の方法 

①ヘッジ会計の方法 

同左 

②ヘッジ手段とヘッジ対象 ②ヘッジ手段とヘッジ対象 

 同左 

②ヘッジ手段とヘッジ対象 

 同左 

（ヘッジ手段） （ヘッジ対象） 

商品先物取引 商品予定取引 

為替予約取引 外貨建予定取引 

金利スワップ 借入金利息 

  

③ヘッジ方針 

商品先物取引及び為替予約取引

については相場変動リスクを減

少させるため、輸出入取引に係

る販売計画をベースとして必要

な範囲で商品相場変動リスク及

び為替変動リスクをヘッジして

いる。金利スワップについては

将来の金利上昇リスクをヘッジ

するために変動金利を固定化す

る目的で行っている。 

③ヘッジ方針 

同左 

③ヘッジ方針 

同左 

④ヘッジ有効性評価の方法 

商品先物取引については、同一

商品、同一時期に対してであ

り、為替予約取引については同

一通貨、同一金額に対してであ

るため、ヘッジの効果が確保さ

れているものとみている。な

お、金利スワップについては特

例処理の要件を満たしているた

め有効性の評価を省略してい

る。 

④ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

④ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

 



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

  

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

７．その他中間財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項 

(1）消費税等の会計処理 

消費税等の会計処理は税抜処

理によっている。なお、仮払

消費税等と仮受消費税等は相

殺のうえ、流動負債の「未払

消費税等」として表示してい

る。 

７．その他中間財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項 

(1）消費税等の会計処理 

同左 

７．その他財務諸表作成のための基

本となる重要な事項 

(1）消費税等の会計処理 

消費税等の会計処理は税抜処

理によっている。 

(2）中間会計期間に係る納付税額

及び法人税等調整額は、当期

において予定している利益処

分による固定資産圧縮積立金

の取崩しを前提として当中間

会計期間に係る金額を計算し

ている。 

(2）中間会計期間に係る納付税額

及び法人税等調整額は、当期

において予定している固定資

産圧縮積立金及び固定資産圧

縮特別勘定積立金の取崩しを

前提として当中間会計期間に

係る金額を計算している。  

(2）   ───── 

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

────── （貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準）  

当中間会計期間より、「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基

準」（企業会計基準第５号 平成17年

12月９日）及び「貸借対照表の純資産

の部の表示に関する会計基準等の適用

指針」（企業会計基準適用指針第８号

平成17年12月９日）を適用している。

 これまでの資本の部の合計に相当す

る金額は32,250百万円である。 

 なお、当中間会計期間における中間

貸借対照表の純資産の部については、

中間財務諸表等規則の改正に伴い、改

正後の中間財務諸表等規則により作成

している。  

────── 



注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

  
前中間会計期間末 
(平成17年9月30日) 

当中間会計期間末 
(平成18年9月30日) 

前事業年度末 
(平成18年3月31日) 

※１．有形固定資産 

減価償却累計額 

  

38,974百万円 

  

40,173百万円 

  

39,540百万円 

※２．担保資産    

(1）担保提供資産

（うち工場財団

抵当） 

建物 578百万円 

  （337百万円）

機械及び装置 2,443百万円 

  （2,443百万円）

土地 3,607百万円 

  （3,318百万円）

有形固定資産「そ

の他」 
79百万円 

  （79百万円）

投資有価証券 503百万円 

  （－百万円）

計 7,212百万円 

  （6,178百万円）

建物 149百万円 

  (－百万円) 

 計 149百万円 

   (－百万円) 

建物 157百万円 

  (－百万円) 

 計  157百万円 

   (－百万円) 

(2）担保資産に対応

する債務（うち

工場財団抵当

分） 

買掛金 776百万円 

  （776百万円）

未払費用 25百万円 

  （25百万円）

社債 500百万円 

  （500百万円）

長期借入金（一年

内に返済予定の長

期借入金を含む） 

5,268百万円 

  （5,110百万円）

計 6,571百万円 

  （6,412百万円）

長期借入金（一年

内に返済予定の長

期借入金を含む）

6百万円 

  (－百万円) 

 計 6百万円 

   (－百万円) 

長期借入金（一年

内に返済予定の長

期借入金を含む） 

14百万円 

  (－百万円) 

 計 14百万円 

   (－百万円) 

 ３．偶発債務 借入債務に対する連帯保証 借入債務に対する連帯保証 借入債務に対する連帯保証 

（保証債務） クムパワピーシュガー㈱ 

191百万円 

カセットポンシュガー㈱ 

727百万円 

計 919百万円 

クムパワピーシュガー㈱ 

225百万円 

カセットポンシュガー㈱ 

766百万円 

計 991百万円 

クムパワピーシュガー㈱ 

246百万円 

カセットポンシュガー㈱ 

784百万円 

計 1,031百万円 

  （注）両社は関連会社である。 （注）両社は関連会社である。 （注）両社は関連会社である。 

 ４．受取手形裏書 

譲渡高 
30百万円 59百万円 26百万円 

※５．中間期末日満期

手形の会計処理  

 ────────   

中間期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

理をしている。なお、当中間期の末

日が金融機関の休日であったため、

次の中間期末日満期手形が中間期末

残高に含まれている。  

  

受取手形 95百万円 

支払手形 0百万円 

  ────────  

 



  
前中間会計期間末 
(平成17年9月30日) 

当中間会計期間末 
(平成18年9月30日) 

前事業年度末 
(平成18年3月31日) 

※６．財務制限条項 短期借入金に含まれる一年内に返済

予定の長期借入金のうち732百万

円、長期借入金のうち1,936百万円

には、財務制限条項がついており、

下記の条項に一つでも抵触した場

合、借入先からの通知により、借入

金は該当する借入先に対し一括返済

することになっている。 

短期借入金に含まれる一年内に返済

予定の長期借入金のうち732百万

円、長期借入金のうち1,204百万円

には、財務制限条項がついており、

下記の条項に一つでも抵触した場

合、借入先からの通知により、借入

金は該当する借入先に対し一括返済

することになっている。 

一年内に返済予定の長期借入金のう

ち732百万円、長期借入金のうち

1,570百万円には、財務制限条項が

ついており、下記の条項に一つでも

抵触した場合、借入先からの通知に

より、借入金は該当する借入先に対

し一括返済することになっている。 

  (1）当事業年度末（当中間会計期間

末は除く）における資本の部の

金額が前事業年度末における資

本の部の金額の75％未満。 

(1）当事業年度末（当中間会計期間

末は除く）における従来の資本

の部の金額が前事業年度末にお

ける資本の部の金額の75％未

満。 

(1）当事業年度末における資本の部

の金額が前事業年度末における

資本の部の金額の75％未満。  

  (2）事業年度（中間会計期間は除

く）において経常損失を２期連

続で計上。 

(2)     同左  (2）事業年度において経常損失を

２期連続で計上。 

  (3）各事業年度末（各中間会計期間

末は除く）における有利子負債

（短期借入金、１年内に返済予

定の長期借入金、長期借入金、

社債等）の合計金額が、営業損

益、受取利息・配当金及び減価

償却費の合計金額の15.0倍（小

数点以下第二位切り上げ。）を

２期連続で上回ること。なお、

減価償却費とは、損益計算書の

「販売費及び一般管理費」欄及

び製造原価明細表に記載される

減価償却費の合計額とする。 

(3）     同左  (3）各事業年度末における有利子

負債（短期借入金、１年内に返

済予定の長期借入金、長期借入

金等）の合計金額が、営業損

益、受取利息及び配当金、減価

償却費の合計金額の15.0倍（小

数点以下第二位切り上げ。）を

２期連続で上回ること。なお、

減価償却費とは、損益計算書の

「販売費及び一般管理費」欄及

び製造原価明細表に記載される

減価償却費の合計額とする。 



（中間損益計算書関係） 

  
前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

※１．営業外収益のうち

主要なもの 

   

受取利息 2百万円 9百万円 5百万円 

受取配当金 118百万円 121百万円 174百万円 

※２．営業外費用のうち

主要なもの 

   

支払利息 105百万円 78百万円 191百万円 

※３．特別利益のうち主

要なもの 

   

固定資産売却益 

  

249百万円 

土地の売却によるものである。 

262百万円 

土地の売却によるものである。 

312百万円 

土地の売却によるものである。  

投資有価証券売却

益 

126百万円 3百万円  130百万円 

関係会社株式売却

益 

－ 65百万円  － 

合理化対策事業助

成金収入 
402百万円 － 402百万円 

保険解約益 172百万円 － 172百万円 

※４．特別損失のうち主

要なもの 

   

固定資産除却損  －     103百万円 

建物 8百万円 

機械及び装置   2百万円 

設備撤去費  73百万円 

その他  17百万円 

－ 

関係会社株式評価

損  

－ －  984百万円 

環境対策処理費

用  

－  153百万円 

「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適

正な処理の推進に関する特別措置

法」に基づく、ポリ塩化ビフェニ

ル（ＰＣＢ）廃棄物の処理費用で

ある。  

－ 

特別退職金   －  －  327百万円 

退職給付費用 216百万円 － 216百万円  

 従来、被合併会社である台糖㈱及

び㈱ケイ・エスにおいては従業員

の退職給付債務を簡便法により算

定していたが、当社との合併に伴

い当社の退職給付債務の算定方法

である原則法で算定することとし

た。これによる期首時点の台糖㈱

及び㈱ケイ・エスから引き継いだ

退職給付引当金の残高との差額を

特別損失に計上している。 

   従来、被合併会社である台糖㈱

及び㈱ケイ・エスにおいては従業

員の退職給付債務を簡便法により

算定していたが、当社との合併に

伴い当社の退職給付債務の算定方

法である原則法で算定することと

した。これによる期首時点の台糖

㈱及び㈱ケイ・エスから引き継い

だ退職給付引当金の残高との差額

を特別損失に計上している。 

 



  
前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

※５．減損損失 ①減損損失を認識した資産 

グループの概要 

①減損損失を認識した資産 

グループの概要  

①減損損失を認識した資産 

グループの概要 

 場所 用途 種類 

千葉県富里市 
遊休資
産 

土地 

場所 用途 種類 

静岡県駿東郡
小山町 

遊休資
産 

土地 

場所 用途 種類 

千葉県富里
市  

遊休資産  土地  

パラチノ
ースグル
ープ 
（岡山県
岡山市） 

パラチ
ノース
製造設
備 

機械及び
装置 

 ②減損損失に至った経緯 

遊休状態であり、将来の用途も定

まっていないため、減損損失を認

識している。 

②減損損失に至った経緯 

遊休状態となり、将来の用途も定

まっていないため、減損損失を認

識している。 

②減損損失に至った経緯 

千葉県富里市の土地については、

遊休資産であり、将来の用途も定

まっていないため、減損損失を認

識している。 

 パラチノース製造設備について

は、営業損益が悪化し短期的な業

績の回復が見込まれないことによ

り、減損損失を認識している。 

 ③減損損失の内訳 ③減損損失の内訳 ③減損損失の内訳 

 土地 13百万円 土地 7百万円 機械及び装置 6百万円 

土地 13百万円 

合計 19百万円 

 ④グルーピングの方法 

固定資産を砂糖事業グループ、食

品素材事業グループ及び不動産事

業グループとに大区分し、さらに

砂糖事業グループは工場別に区分

している。 

食品素材事業グループは主として

パラチノースグループ、色素グル

ープ、ハイドロゲルグループ、バ

イオグループに区分している。 

不動産事業グループは賃貸物件毎

に区分している。 

なお、遊休資産については、個々

の物件ごとに区分している。 

④グルーピングの方法 

同左 

  

  

  

④グルーピングの方法 

同左 

  

  

  

 ⑤回収可能価額の算定方法 

回収可能価額は正味売却価額によ

っており、時価の算定方法は相続

税評価額（倍率方式）に基づいて

算出している。 

⑤回収可能価額の算定方法 

 同左 

⑤回収可能価額の算定方法 

 遊休資産については、回収可能

価額は正味売却価額によってお

り、時価の算定方法は相続税評価

額（倍率方式）に基づいて算出し

ている。 

 パラチノース製造設備について

は、回収可能価額は機械及び装置

のうち一部資産の正味売却価額の

みと見積もられ、時価の算定方法

は同業種に対する見積売却可能価

額によっている。 

 ６．減価償却実施額    

有形固定資産 1,069百万円 1,028百万円 2,136百万円 

無形固定資産 18百万円 18百万円 37百万円 



（中間株主資本等変動計算書関係） 

  

 当中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

  

 自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注）普通株式の自己株式の株式数の増加13千株は、単元未満株式の買取による増加である。  

    普通株式の自己株式の株式数の減少１千株は、単元未満株式の売却による減少である。  

  
前事業年度末株式数

（千株） 

当中間会計期間増加

株式数（千株） 

当中間会計期間減少 

株式数（千株） 

当中間会計期間末株

式数（千株） 

 普通株式 （注） 210 13 1 221 

     合計 210 13 1 221 



（リース取引関係） 

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リ

ース取引 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リ

ース取引 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リ

ース取引 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び中間期末残高相当額 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び中間期末残高相当額 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び期末残高相当額 

  

取得価
額相当
額 
(百万円) 

減価償
却累計
額相当
額 
(百万円) 

中間期
末残高
相当額 
(百万円)

機械及
び装置 

5,667 1,587 4,080 

車両及
び運搬
具 

9 7 1 

工具器
具及び
備品 

165 131 33 

無形固定
資産 

14 3 11 

計 5,857 1,730 4,126 

  

取得価
額相当
額 
(百万円)

減価償
却累計
額相当
額 
(百万円)

中間期
末残高
相当額 
(百万円)

機械及
び装置 

5,667 2,158 3,509

工具器
具及び
備品 

91 44 46

無形固定
資産 

14 5 8

計 5,774 2,208 3,565

取得価
額相当
額 
(百万円) 

減価償
却累計
額相当
額 
(百万円) 

期末残
高相当
額 
(百万円)

機械及
び装置 

5,667 1,872 3,794

車両及
び運搬
具 

4 4 0

工具器
具及び
備品 

61 29 31

無形固定
資産 

14 4 10

計 5,748 1,911 3,837

(2）未経過リース料中間期末残高相当額 (2）未経過リース料中間期末残高相当額 (2）未経過リース料期末残高相当額 

１年内 546百万円 (66百万円)

１年超 3,817百万円 (481百万円)

計 4,363百万円 (548百万円)

１年内 567百万円 (69百万円)

１年超 3,279百万円 (411百万円)

計 3,846百万円 (481百万円)

１年内 553百万円 (68百万円)

１年超 3,546百万円 (446百万円)

計 4,099百万円 (515百万円)

（注）上記の（ ）書きは内数であり、事業

再構築助成措置により補填される金額

である。 

（注）      同左 （注）      同左 

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び支

払利息相当額 

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び支

払利息相当額 

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び支

払利息相当額 

支払リース料 374百万円

減価償却費相当額 305百万円

支払利息相当額 98百万円

支払リース料 365百万円

減価償却費相当額 297百万円

支払利息相当額 87百万円

支払リース料 739百万円

減価償却費相当額 602百万円

支払利息相当額 191百万円

（注）上記支払リース料に対する事業再構築

助成措置により補填される金額は44百

万円である。 

（注）上記支払リース料に対する事業再構築

助成措置により補填される金額は44百

万円である。 

（注）上記支払リース料に対する事業再構築

助成措置により補填される金額は89百

万円である。 

(4）減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を

零とする定額法によっている。 

(4）減価償却費相当額の算定方法 

同左 

(4）減価償却費相当額の算定方法 

同左 

(5）支払利息相当額の算定方法 

リース料総額とリース物件の取得価額相

当額との差額を利息相当額とし、各期へ

の配分方法については、利息法によって

いる。 

(5）支払利息相当額の算定方法 

同左 

(5）支払利息相当額の算定方法 

同左 

２．オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

２．オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

２．オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

１年内 3百万円

１年超 2百万円

計 5百万円

１年内 3百万円

１年超 6百万円

計 10百万円

１年内 2百万円

１年超 0百万円

計 3百万円

（減損損失について） 

リース資産に配分された減損損失はない。 

（減損損失について） 

リース資産に配分された減損損失はないた

め、項目等の記載は省略している。 

 （減損損失について） 

 同左 



（有価証券関係） 

前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業年度のいずれにおいても子会社株式及び関連会社株式で時価のある

ものはない。 

（１株当たり情報） 

 （注） １株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりである。 

 （注） １株当たり中間（当期）純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりである。 

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１株当たり純資産額 226円42銭

１株当たり中間純利益

金額 
7円41銭

１株当たり純資産額 229円03銭

１株当たり中間純利益

金額 
８円39銭

１株当たり純資産額 225円73銭

１株当たり当期純利益

金額 
５円43銭

 なお、潜在株式調整後１株当たり

中間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いな

い。 

同左 なお、潜在株式調整後１株当たり

当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いな

い。 

  
  

前中間会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前事業年度末 
（平成18年３月31日） 

 純資産の部の合計額（百万円）  － 32,395  － 

純資産の部の合計額から控除する金

額（百万円） 
 － －  － 

普通株式に係る中間期末（期末）の

純資産額（百万円） 
 － 32,395  － 

１株当たり純資産額の算定に用いら

れた中間期末（期末）の普通株式の

数（千株） 

－ 141,445  － 

  
前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日)

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日)

中間（当期）純利益（百万円） 1,047 1,187 803 

普通株主に帰属しない金額（百万円） － － 36 

（うち利益処分による役員賞与金 

（百万円）） 
(－) (－) (36) 

普通株式に係る中間（当期）純利益 

（百万円） 
1,047 1,187 767 

期中平均株式数（千株） 141,493 141,451 141,478 



(2）【その他】 

 該当事項なし。 



第６【提出会社の参考情報】 

 当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出している。 

(1）有価証券報告書及びその添付書類 

事業年度（第82期）（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日） 平成18年６月29日関東財務局長に提出 

(2) 半期報告書の訂正報告書 

平成18年12月14日関東財務局長に提出 

中間会計期間（第82期中）（自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日）の半期報告書に係る訂正報告書であ  

る。 



第二部【提出会社の保証会社等の情報】 

 該当事項なし。 



 独立監査人の中間監査報告書  

   平成17年12月７日 

三井製糖株式会社    

 取締役会 御中  

 監査法人トーマツ  

 
指定社員 

業務執行社員
 公認会計士 手塚 仙夫  印 

 
指定社員 

業務執行社員
 公認会計士 油谷 成恒  印 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている 

三井製糖株式会社の平成17年４月１日から平成18年３月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成17年４月１

日から平成17年９月30日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間

連結剰余金計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責

任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間

連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の

表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に

応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見

表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基

準に準拠して、三井製糖株式会社及び連結子会社の平成17年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間

連結会計期間（平成17年４月１日から平成17年９月30日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用

な情報を表示しているものと認める。 

追記情報 

 中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 ４．会計処理基準に関する事項 (1）重要な資産の評価基

準及び評価方法 ハ．たな卸資産の（会計処理方法の変更）に記載されているとおり、会社は、従来一次砂糖部門の

原材料（原料）の評価基準及び評価方法を先入先出法による原価法によっていたが、当中間連結会計期間より総平均

法による原価法に変更した。 

 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） 上記は、独立監査人の中間監査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

（半期報告書提出会社）が別途保管している。 



 独立監査人の中間監査報告書  

   平成18年12月８日 

三井製糖株式会社    

 取締役会 御中  

 監査法人トーマツ  

 
指定社員 

業務執行社員
 公認会計士 手塚 仙夫  印 

 
指定社員 

業務執行社員
 公認会計士 油谷 成恒  印 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている 

三井製糖株式会社の平成18年４月１日から平成19年３月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成18年４月１

日から平成18年９月30日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間

連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表

の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにあ

る。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間

連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の

表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に

応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見

表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基

準に準拠して、三井製糖株式会社及び連結子会社の平成18年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間

連結会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用

な情報を表示しているものと認める。 

 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） 上記は、独立監査人の中間監査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

（半期報告書提出会社）が別途保管している。 



 独立監査人の中間監査報告書  

   平成17年12月７日 

三井製糖株式会社    

 取締役会 御中  

 監査法人トーマツ  

 
指定社員 

業務執行社員
 公認会計士 手塚 仙夫  印 

 
指定社員 

業務執行社員
 公認会計士 油谷 成恒  印 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている 

三井製糖株式会社の平成17年４月１日から平成18年３月31日までの第82期事業年度の中間会計期間（平成17年４月１日

から平成17年９月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表及び中間損益計算書について中間監査を

行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見

を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間

財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がな

いかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追

加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための

合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠

して、三井製糖株式会社の平成17年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成17年４月１

日から平成17年９月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

追記情報 

 中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 １．資産の評価基準及び評価方法 (3）たな卸資産の（会計処

理方法の変更）に記載されているとおり、会社は、従来一次砂糖部門の原材料（原料）の評価基準及び評価方法を先

入先出法による原価法によっていたが、当中間会計期間より総平均法による原価法に変更した。 

 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） 上記は、独立監査人の中間監査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

（半期報告書提出会社）が別途保管している。 



 独立監査人の中間監査報告書  

   平成18年12月８日 

三井製糖株式会社    

 取締役会 御中  

 監査法人トーマツ  

 
指定社員 

業務執行社員
 公認会計士 手塚 仙夫  印 

 
指定社員 

業務執行社員
 公認会計士 油谷 成恒  印 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている 

三井製糖株式会社の平成18年４月１日から平成19年３月31日までの第83期事業年度の中間会計期間（平成18年４月１日

から平成18年９月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間株主資本等変

動計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場か

ら中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間

財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がな

いかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追

加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための

合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠

して、三井製糖株式会社の平成18年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成18年４月１

日から平成18年９月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

 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） 上記は、独立監査人の中間監査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

（半期報告書提出会社）が別途保管している。 
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