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(百万円未満切捨て)

１．令和５年３月期第２四半期の連結業績（令和４年４月１日～令和４年９月30日）
（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
親会社株主に帰属
する四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％
５年３月期第２四半期 7,415 11.3 212 △35.1 233 △37.8 169 △35.8

４年３月期第２四半期 6,663 5.1 327 △22.9 375 △20.8 264 △22.8

(注) 包括利益 ５年３月期第２四半期 157 百万円( △38.8％) ４年３月期第２四半期 257 百万円(△26.5％)
　

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
５年３月期第２四半期 31.12 ―

４年３月期第２四半期 48.45 ―
　

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

５年３月期第２四半期 11,360 9,702 85.4

４年３月期 11,680 9,735 83.3

(参考) 自己資本 ５年３月期第２四半期 9,702 百万円 ４年３月期 9,735 百万円
　
２．配当の状況

年間配当金

第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

４年３月期 ― 0.00 ― 35.00 35.00

５年３月期 ― 0.00

５年３月期(予想) ― 35.00 35.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無
　
３．令和５年３月期の連結業績予想（令和４年４月１日～令和５年３月31日）

(％表示は対前期増減率)

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属
する当期純利益

１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭
通期 14,500 8.2 300 △53.6 350 △51.6 250 △51.4 45.85

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有
　



※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

　 (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

　 新規 ― 社 (社名) ― 、除外 ― 社 (社名) ―

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 無

② ①以外の会計方針の変更 ： 無

③ 会計上の見積りの変更 ： 無

④ 修正再表示 ： 無

（４）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) ５年３月期２Ｑ 5,456,000株 ４年３月期 5,456,000株

② 期末自己株式数 ５年３月期２Ｑ 3,315株 ４年３月期 3,308株

③ 期中平均株式数（四半期累計） ５年３月期２Ｑ 5,452,689株 ４年３月期２Ｑ 5,452,692株

　

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

　 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合

理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものでは

ありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。
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１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、ワクチン接種などの新型コロナウイルス感

染防止対策と平常化に向かう社会経済活動との両立が進んだことから、概ね回復基調で推移いた

しました。一方、ロシアによるウクライナ侵攻の長期化、急速な円安進行、資源価格や原材料価

格の上昇などにより、引き続き先行き不透明な状況にあります。

このような状況下、当社グループは、引き続き感染防止対策を徹底のうえ事業活動を進め、安

全・安心な製品をお客様に安定的に提供してまいりました。

その結果、当第２四半期連結累計期間の業績は、次のとおりであります。
　

砂糖事業

販売量は、新型コロナウイルス感染防止対策の浸透により社会経済活動が平常化に向かう

中、前年同期よりは一定の回復が見られ、売上高は6,616百万円(前年同期比9.9％増)となりま

した。営業利益は、ニューヨーク粗糖先物相場や海上運賃の上昇、円安等の影響を受けた原料

輸入価格の上昇及びエネルギーコスト等の高騰により、396百万円(前年同期比20.1％減)とな

りました。
　

機能素材事業

販売量は、機能性表示食品や一般食品・飲料向けとしてヘスペリジンやルチンの新規採用が

進み、さらには化粧品原料も回復基調であることから前年同期を上回り、売上高は798百万円

(前年同期比24.0％増)、営業利益は122百万円(前年同期比7.9％増)となりました。

以上の結果、当第２四半期連結累計期間の経営成績につきましては、売上高7,415百万円(前年

同期比11.3％増)、営業利益212百万円(前年同期比35.1％減)、経常利益233百万円(前年同期比

37.8％減)、親会社株主に帰属する四半期純利益169百万円(前年同期比35.8％減)となりました。

（２）財政状態に関する説明

（資産、負債及び純資産の状況）

当第２四半期連結会計期間末の資産合計は、受取手形、売掛金及び契約資産や棚卸資産の増

加などがあるものの、現金及び預金の減少などにより、前連結会計年度末に比べ320百万円減少

し11,360百万円となりました。負債合計は、支払手形及び買掛金や未払法人税等の減少などに

より、前連結会計年度末に比べ287百万円減少し1,658百万円となりました。純資産合計は、親

会社株主に帰属する四半期純利益の計上があるものの、配当金の支払やその他有価証券評価差

額金の減少などにより、前連結会計年度末に比べ32百万円減少し9,702百万円となりました。こ

の結果、自己資本比率は前連結会計年度末の83.3％から85.4％となりました。
　

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

令和５年３月期の連結業績予想につきましては、令和４年５月12日付「令和４年３月期決算

短信〔日本基準〕（連結）」にて公表いたしました連結業績予想を修正いたしました。

詳細につきましては本日（令和４年11月10日）公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」

をご覧ください。
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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

前連結会計年度
(令和４年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(令和４年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,827 3,216

受取手形、売掛金及び契約資産 1,241 1,389

商品及び製品 1,101 1,031

仕掛品 176 81

原材料及び貯蔵品 843 1,119

短期貸付金 885 904

その他 64 85

貸倒引当金 △12 △13

流動資産合計 8,128 7,814

固定資産

有形固定資産 411 416

無形固定資産 21 18

投資その他の資産

投資有価証券 991 987

長期貸付金 1,847 1,861

退職給付に係る資産 128 126

その他 159 141

貸倒引当金 △5 △5

投資その他の資産合計 3,120 3,110

固定資産合計 3,552 3,545

資産合計 11,680 11,360
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(令和４年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(令和４年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 900 713

未払法人税等 125 70

賞与引当金 69 68

その他 404 392

流動負債合計 1,500 1,244

固定負債

役員退職慰労引当金 54 33

退職給付に係る負債 322 328

資産除去債務 1 1

その他 67 49

固定負債合計 445 413

負債合計 1,945 1,658

純資産の部

株主資本

資本金 2,904 2,904

利益剰余金 6,697 6,676

自己株式 △4 △4

株主資本合計 9,597 9,576

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 93 86

繰延ヘッジ損益 0 -

退職給付に係る調整累計額 43 39

その他の包括利益累計額合計 137 125

純資産合計 9,735 9,702

負債純資産合計 11,680 11,360
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

四半期連結損益計算書

第２四半期連結累計期間

(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 令和３年４月１日
　至 令和３年９月30日)

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

売上高 6,663 7,415

売上原価 5,582 6,393

売上総利益 1,081 1,021

販売費及び一般管理費

販売費 257 272

一般管理費 496 536

販売費及び一般管理費合計 753 808

営業利益 327 212

営業外収益

受取利息 13 13

受取配当金 8 12

持分法による投資利益 17 17

その他 9 2

営業外収益合計 49 45

営業外費用

支払利息 0 0

為替差損 - 23

その他 0 0

営業外費用合計 1 24

経常利益 375 233

税金等調整前四半期純利益 375 233

法人税、住民税及び事業税 114 65

法人税等調整額 △3 △1

法人税等合計 111 63

四半期純利益 264 169

親会社株主に帰属する四半期純利益 264 169
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四半期連結包括利益計算書

第２四半期連結累計期間

(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 令和３年４月１日
　至 令和３年９月30日)

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

四半期純利益 264 169

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △3 △7

繰延ヘッジ損益 - △0

退職給付に係る調整額 △2 △4

その他の包括利益合計 △6 △11

四半期包括利益 257 157

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 257 157
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 令和３年４月１日
　至 令和３年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 令和４年４月１日
　至 令和４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 375 233

減価償却費 37 34

貸倒引当金の増減額（△は減少） 0 0

賞与引当金の増減額（△は減少） △4 △0

退職給付に係る資産の増減額（△は増加） △6 △5

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 10 7

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 8 △20

受取利息及び受取配当金 △21 △25

支払利息 0 0

持分法による投資損益（△は益） △17 △17

売上債権の増減額（△は増加） 161 △147

棚卸資産の増減額（△は増加） △260 △110

仕入債務の増減額（△は減少） △118 △187

未払金の増減額（△は減少） 20 13

その他 △44 △26

小計 139 △251

利息及び配当金の受取額 21 25

利息の支払額 △0 △0

法人税等の支払額 △118 △118

営業活動によるキャッシュ・フロー 42 △344

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 △38 △34

無形固定資産の取得による支出 △0 △0

投資有価証券の取得による支出 △1 △1

投資有価証券の売却による収入 - 4

貸付けによる支出 △450 △470

貸付金の回収による収入 431 436

その他 △2 △8

投資活動によるキャッシュ・フロー △60 △73

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 △189 △189

リース債務の返済による支出 △1 △2

財務活動によるキャッシュ・フロー △190 △192

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △209 △610

現金及び現金同等物の期首残高 3,491 3,827

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,282 3,216
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（４）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

　該当事項はありません。

　

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

　該当事項はありません。

　

（セグメント情報等）

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間(自 令和３年４月１日 至 令和３年９月30日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：百万円)

報告セグメント
調整額
（注）１

四半期連結
損益計算書
計上額
（注）２

砂糖事業
機能

素材事業
計

売上高

外部顧客への売上高 6,019 644 6,663 － 6,663

セグメント間の内部売上高
又は振替高

0 － 0 △0 －

計 6,019 644 6,663 △0 6,663

セグメント利益 496 113 609 △282 327

（注）１．セグメント利益の調整額は、主として各報告セグメントに配分していない全社費用(一般管理費)で

あります。

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

　
２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

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

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：百万円)

報告セグメント
調整額
（注）１

四半期連結
損益計算書
計上額
（注）２

砂糖事業
機能

素材事業
計

売上高

外部顧客への売上高 6,616 798 7,415 － 7,415

セグメント間の内部売上高
又は振替高

0 － 0 △0 －

計 6,616 798 7,415 △0 7,415

セグメント利益 396 122 518 △306 212

（注）１．セグメント利益の調整額は、主として各報告セグメントに配分していない全社費用(一般管理費)で

あります。

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

　
２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

　




