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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85期

第２四半期連結
累計期間

第85期
第２四半期連結
会計期間

第84期

会計期間

自平成20年
４月１日
至平成20年
９月30日

自平成20年
７月１日
至平成20年
９月30日

自平成19年
４月１日
至平成20年
３月31日

売上高（百万円） 38,985 18,964 78,535

経常利益（百万円） 3,429 1,125 7,008

四半期（当期）純利益（百万円） 2,094 676 4,409

純資産額（百万円） － 46,393 45,319

総資産額（百万円） － 67,770 68,365

１株当たり純資産額（円） － 331.83 324.53

１株当たり四半期（当期）純利益

金額（円）
15.23 4.92 31.76

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（％） － 67.34 65.29

営業活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
2,878 － 7,533

投資活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
△820 － △943

財務活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
△1,376 － △7,051

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（百万円）
－ 2,557 1,876

従業員数（人） － 687 704

　（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）純利益金額は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
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２【事業の内容】

　当第２四半期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

変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。

３【関係会社の状況】

  当第２四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

４【従業員の状況】

(1）連結会社の状況

　 平成20年９月30日現在

従業員数（人） 687 

　（注）従業員数は就業人員であります。

(2）提出会社の状況

　 平成20年９月30日現在

従業員数（人） 404  

　（注）従業員数は就業人員であります。
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第２【事業の状況】

１【生産、受注及び販売の状況】

(1）生産実績

　当第２四半期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、次の通りであります。

事業の種類別セグメントの名称
当第２四半期連結会計期間
（自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日）

砂糖事業（百万円） 14,766

食品素材事業（百万円） 859

合計（百万円） 15,626

　（注）１．金額は販売価格によっております。

２．上記金額には、消費税等は含まれておりません。

(2）仕入実績

　当第２四半期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、次の通りであります。

事業の種類別セグメントの名称
当第２四半期連結会計期間
（自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日）

砂糖事業（百万円） 1,831

食品素材事業（百万円） 657

合計（百万円） 2,488

　（注）上記金額には、消費税等は含まれておりません。

(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、該当事項はありま

せん。

(4）販売実績

　当第２四半期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、次の通りであります。

事業の種類別セグメントの名称
当第２四半期連結会計期間
（自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日）

砂糖事業（百万円） 16,805

食品素材事業（百万円） 1,756

不動産事業（百万円） 402

その他事業（百万円） －

合計（百万円） 18,964

　（注）１．セグメント間の取引につきましては相殺消去しております。

２．当第２四半期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

は次の通りであります。

相手先

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

金額(百万円) 割合（％）

三井物産㈱ 10,822 57.07

双日㈱ 2,782 14.67

３．本表の金額には、消費税等は含まれておりません。
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２【経営上の重要な契約等】

当第２四半期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ありません。　

３【財政状態及び経営成績の分析】

　文中の将来に関する事項は、当四半期報告書提出日現在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２四半期連結会計期間における経営環境は世界的な信用収縮から米国における金融不安が世界へ波及し、実

体経済の減退とあいまって世界恐慌の色彩を帯びてきました。わが国経済においても急激な円高、証券市場の暴落

により景気は後退局面に入ったと思われます。当社の属する食品業界に関連した農産品におけるグローバル化も

ＷＴＯ（世界貿易機関）のドーハラウンドは妥結に至りませんでしたが、水面下で交渉が継続しております。

　このような環境の中、当社グループとして製品の安定供給と食の安全の確保、コストセーブに努力して参りまし

た結果、下記の通りとなりました。

  

　　　売上高　　　　18,964百万円

　　　営業利益　　　 1,328百万円

　　　経常利益　　　 1,125百万円

　　　四半期純利益　   676百万円 

　

　    （砂糖事業）

　        砂糖事業におきましては、販売数量は順調な滑り出しであったものの、天候不順などでやや計画を下回りました。

価格面では前四半期連結会計期間に行った価格改定の浸透に注力しほぼ計画通りとなりました。調達面では粗糖

相場が上昇しましたが有利安定買付けに努めました。生産面では品質の維持向上、コストのセーブに努めました。

砂糖周辺事業、甘蔗糖事業もほぼ計画通りとなりました。

　以上の結果、砂糖事業の売上高は16,805百万円、営業利益は1,600百万円となりました。 

　

　　　（食品素材事業）

　　　　　食品素材事業におきましては、天然色素の回復、酵素の受託生産の増加があったものの、パラチノース、パラチニット

はやや低調に推移し、寒天ゲル化剤は厳しい状況が続きました。子会社における品質向上剤などの販売は前半苦戦

しましたが、当四半期末にかけてやや回復しました。

　以上の結果、食品素材事業の売上高は1,756百万円、営業利益は71百万円となりました。

　

　　　（不動産事業）

　　　不動産事業におきましては、引き続き社有不動産の効率的活用に努め、計画通りの進捗となり、売上高は402百万

円、営業利益は197百万円となりました。
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(2）キャッシュ・フローの状況

　当第２四半期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）の残高は2,557百万円とな

り、前四半期連結会計期間末と比較して448百万円の増加となりました。

　当第２四半期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とおりであります。

　

（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1,276百万円となりました。

　これは主として、税金等調整前四半期純利益1,196百万円、減価償却費549百万円及び売上債権の減少額450百万円

等により資金が増加した一方で、たな卸資産の増加388百万円及び仕入債務の減少310百万円等により資金が減少

したことによるものであります。　

　

（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減少は203百万円となりました。

　これは主として、有形固定資産の取得による支出363百万円等によるものであります。　

　

（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624百万円となりました。

　これは主として、借入金の純減少622百万円等によるものであります。　

(3）事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第２四半期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ありません。

(4）研究開発活動

　当第２四半期連結会計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は、114百万円であります。

　なお、当第２四半期連結会計期間において、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【設備の状況】
(1）主要な設備の状況

　当第２四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

　

(2）設備の新設、除却等の計画

　前四半期連結会計期間末に計画した重要な設備の新設、除却等について、重要な変更はありません。

　また、当第２四半期連結会計期間において新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はあ

りません。

　

EDINET提出書類

三井製糖株式会社(E00356)

四半期報告書

 7/23



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】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 300,000,000

計 300,000,000

　

②【発行済株式】

種類
第２四半期会計期間末現
在発行数（株）

(平成20年９月30日)

提出日現在発行数（株）
(平成20年11月13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 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 － －

（２）【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

（３）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。　

　

（４）【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
（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20年７月１日～

平成20年９月30日
－ 141,667,400 － 7,083 － 1,177
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（５）【大株主の状況】

　 平成20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

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 6,220 4.39

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 3,987 2.81

三井製糖株式会社 　東京都中央区日本橋本町二丁目８－２ 3,922 2.76

双日食料株式会社   東京都港区赤坂二丁目14－32 3,920 2.76

日本トラスティ・サービス信託銀

行株式会社（信託口４Ｇ）
　東京都中央区晴海一丁目８－11 3,697 2.60

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

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

計 － 75,877 53.56

　（注）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）の所有株式数には、三井物産株式会

社名義の株式が15,011千株含まれております。　
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（６）【議決権の状況】

　

①【発行済株式】　

　 平成20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    4,357,000 －

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  136,330,000 136,330 同上

単元未満株式 普通株式      980,400 － 同上

発行済株式総数 141,667,400 － －

総株主の議決権 － 136,330 －

　（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1,000株（議決権の数１個）含まれてお

ります。

　

②【自己株式等】

　 平成20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(％)

　三井製糖株式会社
東京都中央区日本橋本町

二丁目８－２
3,922,000 － 3,922,000 2.76

　南西糖業株式会社
東京都千代田区岩本町三

丁目２－９
400,000 － 400,000 0.28

　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 － 4,357,000 － 4,357,000 3.07

　　

２【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

月別
平成20年
４月

５月 ６月 ７月 ８月 ９月

最高（円） 369 386 406 415 441 435

最低（円） 342 340 364 357 403 364

　（注）　最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。

３【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。
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第５【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。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）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、当第２四半期連結会計期間（平成20年７月１日から平

成20年９月30日まで）及び当第２四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年９月30日まで）に係る四半

期連結財務諸表について、監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。
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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２四半期連結会計期間末
(平成20年９月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,561 1,879

受取手形及び売掛金 4,154 4,327

商品 782 952

製品 3,338 3,403

原材料 3,919 3,671

仕掛品 1,103 1,086

繰延税金資産 448 508

その他 631 653

貸倒引当金 △9 △10

流動資産合計 16,929 16,472

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 23,638 24,342

減価償却累計額 △14,932 △15,276

建物及び構築物（純額） 8,705 9,065

機械装置及び運搬具 38,517 38,292

減価償却累計額 △30,626 △30,101

機械装置及び運搬具（純額） 7,891 8,191

工具、器具及び備品 1,590 1,630

減価償却累計額 △1,311 △1,356

工具、器具及び備品（純額） 279 274

土地 19,772 19,773

建設仮勘定 114 26

有形固定資産合計 36,762 37,330

無形固定資産

無形固定資産合計 43 60

投資その他の資産

投資有価証券 12,438 12,788

長期貸付金 182 150

繰延税金資産 109 113

その他 1,321 1,468

貸倒引当金 △17 △17

投資その他の資産合計 14,034 14,502

固定資産合計 50,841 51,893

資産合計 67,770 68,365
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 5,470 4,782

短期借入金 － 200

1年内返済予定の長期借入金 2,321 2,476

未払費用 2,178 2,598

未払法人税等 1,175 1,456

未払消費税等 188 550

役員賞与引当金 35 77

その他 809 1,008

流動負債合計 12,180 13,149

固定負債

長期借入金 2,681 3,146

繰延税金負債 1,106 1,114

退職給付引当金 2,517 2,644

長期預り保証金 1,367 1,423

その他 1,524 1,567

固定負債合計 9,196 9,896

負債合計 21,377 23,046

純資産の部

株主資本

資本金 7,083 7,083

資本剰余金 1,254 1,254

利益剰余金 38,900 37,356

自己株式 △1,614 △1,608

株主資本合計 45,622 44,085

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 422 544

繰延ヘッジ損益 △18 28

為替換算調整勘定 △390 △22

評価・換算差額等合計 13 550

少数株主持分 756 682

純資産合計 46,393 45,319

負債純資産合計 67,770 68,365
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（２）【四半期連結損益計算書】
【第２四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

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

売上高 38,985

売上原価 30,252

売上総利益 8,732

販売費及び一般管理費

配送費 1,381

役員賞与引当金繰入額 35

退職給付引当金繰入額 60

その他 3,975

販売費及び一般管理費合計 5,454

営業利益 3,278

営業外収益

受取利息 4

受取配当金 41

持分法による投資利益 194

雑収入 95

営業外収益合計 336

営業外費用

支払利息 45

デリバティブ評価損 38

雑損失 101

営業外費用合計 185

経常利益 3,429

特別利益

固定資産処分益 72

特別利益合計 72

特別損失

投資有価証券売却損 1

たな卸資産評価損 33

特別損失合計 34

税金等調整前四半期純利益 3,466

法人税、住民税及び事業税 1,160

法人税等調整額 136

法人税等合計 1,296

少数株主利益 75

四半期純利益 2,094
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【第２四半期連結会計期間】
（単位：百万円）

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

売上高 18,964

売上原価 14,898

売上総利益 4,066

販売費及び一般管理費

配送費 666

役員賞与引当金繰入額 18

退職給付引当金繰入額 28

その他 2,024

販売費及び一般管理費合計 2,737

営業利益 1,328

営業外収益

受取利息 3

受取配当金 7

持分法による投資利益 15

雑収入 44

営業外収益合計 71

営業外費用

支払利息 21

デリバティブ評価損 183

雑損失 68

営業外費用合計 274

経常利益 1,125

特別利益

固定資産処分益 72

特別利益合計 72

特別損失

投資有価証券売却損 1

特別損失合計 1

税金等調整前四半期純利益 1,196

法人税、住民税及び事業税 390

法人税等調整額 105

法人税等合計 495

少数株主利益 24

四半期純利益 676
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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２四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年９月30日)

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 3,466

減価償却費 1,071

固定資産処分損益（△は益） △72

持分法による投資損益（△は益） △194

退職給付引当金の増減額（△は減少） △127

受取利息及び受取配当金 △46

支払利息 45

売上債権の増減額（△は増加） 173

たな卸資産の増減額（△は増加） △26

仕入債務の増減額（△は減少） 688

未払消費税等の増減額（△は減少） △361

その他 △298

小計 4,317

利息及び配当金の受取額 46

利息の支払額 △44

法人税等の支払額 △1,440

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,878

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 △854

有形固定資産の売却による収入 73

投資有価証券の取得による支出 △143

投資有価証券の売却による収入 68

その他 34

投資活動によるキャッシュ・フロー △820

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 3,100

短期借入金の返済による支出 △3,300

コマーシャル・ペーパーの発行による収入 1,500

コマーシャル・ペーパーの償還による支出 △1,500

長期借入れによる収入 200

長期借入金の返済による支出 △819

自己株式の取得による支出 △7

自己株式の売却による収入 1

配当金の支払額 △548

少数株主への配当金の支払額 △1

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,376

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 681

現金及び現金同等物の期首残高 1,876

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1
 2,557
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【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】

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

１．持分法の適用に関する事

項の変更

（1）持分法適用関連会社の変更　
　　㈱レイオンは、第２四半期連結会計期間
内に株式の全部を譲渡し、関連会社でな
くなったため、持分法適用の範囲から除
外し、みなし売却日（平成20年９月30
日）までの損益を持分法による投資損益
として取込んでおります。

（2）変更後の持分法適用関連会社の数

13社

２．会計処理基準に関する事

項の変更

（1）重要な資産の評価基準及び評価方法の
変更
　たな卸資産
　　通常の販売目的で保有するたな卸資産に
つきましては、第１四半期連結会計期間
より「棚卸資産の評価に関する会計基
準」（企業会計基準第９号　平成18年７
月５日）を適用しております。
　　これにより、当第２四半期連結累計期間
の営業利益及び経常利益は、それぞれ10
百万円減少しており、税金等調整前四半
期純利益が43百万円減少しております。
　　なお、セグメント情報に与える影響は、当
該箇所に記載しております。

　 （2）リース取引に関する会計基準の適用
　　所有権移転外ファイナンス・リース取引
につきましては、従来、賃貸借取引に係る
方法に準じた会計処理によっておりまし
たが、「リース取引に関する会計基準」
（企業会計基準第13号（平成５年６月17
日（企業会計審議会第一部会）、平成19
年３月30日改正））及び「リース取引に
関する会計基準の適用指針」（企業会計
基準適用指針第16号（平成６年１月18日
（日本公認会計士協会 会計制度委員
会）、平成19年３月30日改正））が平成
20年４月１日以降開始する連結会計年度
に係る四半期連結財務諸表から適用する
ことができることになったことに伴い、
第１四半期連結会計期間からこれらの会
計基準等を適用し、通常の売買取引に係
る会計処理によっております。　　
　（借手側）
　所有権移転外ファイナンス・リース取
引に係るリース資産の減価償却の方法に
つきましては、リース期間を耐用年数と
し、残存価額を零とする定額法を採用し
ております。
　これによる損益への影響はありません。
（貸手側）
　所有権移転外ファイナンス・リース取
引に係る収益計上基準につきましては、
リース料受取時に売上高と売上原価を計
上する方法によっております。
　これによる損益に及ぼす影響は軽微で
あります。
　
　　なお、リース取引開始日が会計基準適用
初年度前の所有権移転外ファイナンス・
リース取引につきましては、通常の賃貸
借取引に係る方法に準じた会計処理を引
き続き採用しております。
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【簡便な会計処理】

該当事項はありません。　

　

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

該当事項はありません。　

　

　　【追加情報】

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

（有形固定資産の耐用年数の変更）

　当社及び連結子会社におきまして、第１四半期連結会計期

間より、法人税法の改正を契機として資産の利用状況等を

見直した結果、機械及び装置の耐用年数を一部変更してお

ります。

　これにより、当第２四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がそれぞれ89百万円減

少しております。

　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

おります。
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【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

当第２四半期連結会計期間末
（平成20年９月30日）

前連結会計年度末
（平成20年３月31日）

　１．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

　１．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㈱    156百万円

カセットポンシュガー㈱    605百万円

計    762百万円

クムパワピーシュガー㈱ 206百万円

カセットポンシュガー㈱ 666百万円

計 872百万円

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

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

※１．　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借

対照表に掲記されている科目の金額との関係

（平成20年９月30日現在）　

　 （百万円）

現金及び預金勘定　 2,561

預入期間が３ヶ月を超える定期預金　 △3

現金及び現金同等物 2,557

（株主資本等関係）

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

平成20年９月30日）

１．発行済株式の種類及び総数

　普通株式　　　　　　　　141,667,400株

２．自己株式の種類及び株式数

　普通株式　　　　　　　　  4,139,055株

３．配当に関する事項

(1)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20年６月25日
定時株主総会

普通株式 551 4.0  平成20年３月31日  平成20年６月26日
利益剰余

金

(2)基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間末

後となるもの

（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20年10月31日
取締役会　

普通株式　 413　 3.0　  平成20年９月30日  平成20年12月５日
利益剰余

金　
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（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

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

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 16,805 1,756 402 － 18,964 － 18,964

②セグメント間の内部売上高又は振替高 9 0 17 － 26 △26 －

計 16,814 1,756 420 － 18,990 △26 18,964

(2）営業利益 1,600 71 197 － 1,869 △540 1,328

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

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 34,507 3,669 807 － 38,985 － 38,985

②セグメント間の内部売上高又は振替高 18 0 34 － 53 △53 －

計 34,526 3,669 842 － 39,038 △53 38,985

(2）営業利益 3,756 130 447 － 4,334 △1,056 3,278

（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おります。

２．各事業区分に属する主要な製品及び商品等

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
機能性甘味料（「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

３．会計処理方法の変更

（棚卸資産の評価に関する会計基準）

第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号　平成18年７月５

日）を適用しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、当第２四半期連結累計期間の

営業利益は、砂糖事業で５百万円、食品素材事業で５百万円それぞれ減少しております。

４．追加情報

当社及び連結子会社におきまして、第１四半期連結会計期間より、法人税法の改正を契機として資産の利用

状況等を見直した結果、機械及び装置の耐用年数を一部変更しております。この変更に伴い、当第２四半期連

結累計期間の営業利益は、砂糖事業で89百万円減少し、食品素材事業で０百万円増加しております。

　

【所在地別セグメント情報】

当第２四半期連結会計期間（自　平成20年７月１日　至　平成20年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間（自

　平成20年４月１日　至　平成20年９月30日）

　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ありません。　

　

【海外売上高】

当第２四半期連結会計期間（自　平成20年７月１日　至　平成20年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間（自

　平成20年４月１日　至　平成20年９月30日）

　当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おります。　
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（有価証券関係）

当第２四半期連結会計期間末（平成20年９月30日）

　記載すべき事項はありません。　

　

（デリバティブ取引関係）

当第２四半期連結会計期間末（平成20年９月30日）

記載すべき事項はありません。

（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

当第２四半期連結会計期間末
（平成20年９月30日）

前連結会計年度末
（平成20年３月31日）

１株当たり純資産額 331.83円 １株当たり純資産額 324.53円

２．１株当たり四半期純利益金額等

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

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

１株当たり四半期純利益金額 15.23円

　なお、潜在株式調整後１株当たり

四半期純利益金額につきまして

は、潜在株式が存在しないために

記載しておりません。

 　

１株当たり四半期純利益金額 4.92円

　なお、潜在株式調整後１株当たり

四半期純利益金額につきまして

は、潜在株式が存在しないために

記載しておりません。

 　

　（注）　１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

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

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

四半期純利益（百万円） 2,094 676

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（百万円） 2,094 676

期中平均株式数（千株） 137,539 137,534

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。　

　

（リース取引関係）

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

　記載すべき事項はありません。　

　

２【その他】

　平成20年10月31日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。

　(イ）中間配当による配当金の総額……………………413百万円

　(ロ）１株当たりの金額…………………………………３円00銭

　(ハ）支払請求の効力発生日及び支払開始日…………平成20年12月５日

（注）　平成20年９月30日現在の株主名簿及び実質株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行います。
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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20年11月６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

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 池田　 徹　　 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」に掲げられている三井製糖株式会社

の平成20年４月１日から平成21年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（平成20年７月１日から平成

20年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年９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及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半

期レビューを行った。この四半期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により行われており、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限定された手続により行われた。

　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、三井製糖株式会社及び連結子会社の平成20年９月30日現在の財政状態、

同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結累計期間の経営成績並びに第２四半期連結累計期間

のキャッシュ・フローの状況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。

　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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