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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】

提出会社の状況

回次 第52期 第53期 第54期 第55期 第56期
決算年月 平成21年３月平成22年３月平成23年３月平成24年３月平成25年３月

売上高 (百万円) 22,223 22,328 21,835 21,366 21,435

経常利益 (百万円) 1,828 2,723 2,731 2,611 2,537

当期純利益 (百万円) 1,013 1,539 1,521 1,439 1,545

持分法を適用した場合の投

資利益
(百万円) － － － － －

資本金 (百万円) 2,160 2,160 2,160 2,160 2,160

発行済株式総数 (千株) 9,400 9,400 9,400 9,400 9,400

純資産額 (百万円) 15,391 16,483 17,333 18,194 19,334

総資産額 (百万円) 19,372 21,490 22,679 23,201 23,979

１株当たり純資産額 (円) 1,637.401,753.571,844.061,935.632,056.86

１株当たり配当額

(うち１株当たり中間配当

額)

(円)
50

(－)

65

(－)

65

(－)

65

(－)

75

(－)

１株当たり当期純利益金額 (円) 107.82 163.77 161.91 153.14 164.45

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額
(円) － － － － －

自己資本比率 (％) 79.5 76.7 76.4 78.4 80.6

自己資本利益率 (％) 6.7 9.7 9.0 8.1 8.2

株価収益率 (倍) 12.89 10.66 11.31 13.35 15.82

配当性向 (％) 46.4 39.7 40.1 42.4 45.6

営業活動による

キャッシュ・フロー
(百万円) △2,063 5,505 1,809 1,836 2,167

投資活動による

キャッシュ・フロー
(百万円) 1,282 △323 △990 △616 △445

財務活動による

キャッシュ・フロー
(百万円) △329 △469 △610 △625 △631

現金及び現金同等物の期末

残高
(百万円) 1,539 6,251 6,459 7,053 8,144

従業員数

(外、平均臨時雇用者数)
(人)

272

(－)

271

(－)

269

(－)

270

(28)

275

(28)

（注）１．当社は連結財務諸表を作成しておりませんので、連結経営指標等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株当たり当期純利益は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

４．第52期の１株当たり配当額には、創業150周年記念配当５円を含んでおります。

５．第56期の１株当たり配当額には、東京証券取引所市場第一部銘柄指定記念配当10円を含んでおります。

６．第53期より、表示単位未満の記載方法を四捨五入から切捨てに変更しております。

なお、比較を容易にするため、第52期についても表示単位未満を切捨てに組替え表示しております。

７．第52期、第53期及び第54期の平均臨時雇用者数は、従業員数の100分の10未満であるため、記載を省略してお

ります。
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２【沿革】

安政５年 香川県小豆島で加登屋製油所を1858年（安政５年）に創業、ごま油の製造販売を開始。

昭和32年５月 加登屋製油所は事業の拡大を図るため、同製油所側と株式会社小澤商店（同製油所の東日本地区の代

理店。現小澤物産株式会社）側が共同で出資を行い、新たに株式会社組織として加登屋製油株式会社を

設立。

本社を東京都品川区西大崎一丁目357番地に設置。

昭和36年９月 販売拠点として、大阪支店開設。

昭和36年10月 事業の拡大に備え、小豆島土庄港に工場用地39,600平方米を取得し、新工場を竣工。

昭和42年２月 福岡支店開設。

昭和44年４月 札幌支店、仙台支店、名古屋支店開設。

昭和48年10月 広島支店開設。

昭和49年８月 松本支店、金沢支店、高松支店開設。

昭和51年１月 金沢支店廃止。

昭和51年４月 商号を「かどや製油株式会社」に変更。

昭和52年４月 相模原営業所開設。

昭和53年３月 札幌支店、広島支店、松本支店、高松支店を営業所に変更。

昭和53年８月 熊谷営業所開設。

昭和54年４月 福岡支店を営業所に変更。

昭和55年５月 熊谷営業所を大宮市へと移転し、大宮営業所に改名。

昭和56年３月 相模原営業所廃止。

平成３年８月 本社を品川区西五反田八丁目２番８号に移転。

平成５年11月 日本証券業協会に株式を店頭登録。

平成７年５月 本社東京営業部が東京支店として独立。

平成12年８月 １単位の株式の数を1,000株から100株に変更。

平成12年８月 ＩＳＯ9002を認証取得。(平成15年８月にＩＳＯ9001に移行。)

平成16年12月 日本証券業協会への店頭登録を取消し、ジャスダック証券取引所に株式を上場。

平成17年10月 大宮営業所を東京支店に統合。

松本営業所を長野市へと移転し、長野営業所に改名。

平成18年10月 神戸に事業所（物流倉庫）を新設。

平成21年９月 長野営業所を東京支店に、高松営業所を広島営業所に統合。

平成22年４月 ジャスダック証券取引所と大阪証券取引所の合併に伴い、大阪証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（現　大阪証券

取引所ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード））に上場。

平成24年３月 東京証券取引所市場第二部に株式を上場。

平成24年６月 大阪証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード）における株式を上場廃止。

平成25年４月 東京証券取引所市場第一部に指定。
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３【事業の内容】

当社の企業集団は、当社及びその他の関係会社３社で構成されており、ごま油や食品ごまなどの製品を製造・販売

しております。

当社は、「お客様に常に感謝の心を持ち、安心・安全かつ価値あるごま製品を提供することで、健康でより豊かな食

生活に貢献する。」という経営理念に基づき、家庭用はもとより加工食品の原料や外食産業の業務用など、様々な用途

に応じたごまに関連する製品を展開しております。

当社の企業集団の事業の系統図及び出資比率は次のとおりであります。

 

[事業系統図]

 

[出資比率]
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４【関係会社の状況】

その他の関係会社は次のとおりであります。

名称 住所
資本金
（百万円）

主要な事業の内容
議決権の被
所有割合
（％）

関係内容

(その他の関係会社)

三菱商事株式会社

(注)１

東京都千代田区 204,446総合商社 26.35
原材料の仕入

製品の販売代理

(その他の関係会社)

三井物産株式会社

(注)１

東京都千代田区 341,481総合商社 21.48
原材料の仕入

製品の販売代理

(その他の関係会社)

小澤物産株式会社

(注)２

東京都品川区 50
流体搬送機器・貯

蔵用機器等の販売
15.86

製品の保管荷役

製品の運送委託

（注）１.有価証券報告書を提出しております。

２.議決権の被所有割合は100分の20未満でありますが、実質的な影響力を持っているため、同社をその他の関

連会社としたものであります。

 

５【従業員の状況】

(1）提出会社の状況

 平成25年３月31日現在

従業員数（人） 平均年齢（才） 平均勤続年数（年） 平均年間給与（円）

275（28） 40.5 14.9 5,450,619

 

セグメントの名称 従業員数（人）

ごま油 125（5）

食品ごま 56（10）

報告セグメント計 181（15）

その他 － （－）

全社（共通） 94（13）

合計 275（28）

（注）１．従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数（アルバイト、人材会社からの派遣社員、非常勤嘱託を含む。）

は、年間の平均人員を（  ）外数で記載しております。

２．平均年間給与は、基準外賃金及び賞与を含んでおります。

３．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

るものであります。

 

(2）労働組合の状況

労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。
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第２【事業の状況】

１【業績等の概要】

(1）業績

当事業年度におけるわが国経済は、昨年の政権交代を契機に新しい政策に対する期待感が日本株を上昇させ、株

価の上昇や円安基調に繋がりつつありますが、引き続き欧州債務問題、新興国における景気減速、米国の財務規律

強化による世界経済の減速懸念等により厳しい状況が続く見通しであります。

食品業界におきましては、食中毒事件や放射能等をめぐる不安感から食の安全・安心について取り組みが進む

中、米国の天候不順による穀物価格の上昇が予想される等引き続き厳しい状況が予想されます。

このような状況下、当社はテレビコマーシャルや抽選による現金プレゼントキャンペーンを実施する等需要の

掘り起こしを図ったこと、また北米を中心に輸出が堅調であったこと等により食中毒事件による焼肉業界の冷え

込みから売上が低迷していた前期を若干上回り、売上高は前期比0.3％増となりました。

コスト面では、原料の払出価格がほぼ前期並に推移しましたが、物量の増加や製品の安全性をより高めるための

業務改善を行ったことによる製造経費の増加があったこと等から売上原価は前期比1.2％増となりました。

一方、販売費及び一般管理費は、販売数量を確保するため拡販を積極的に展開したこと等により、販売経費が前

期比4.3％増加したため、全体では前期比3.6％増となりました。

この結果、売上高は21,435百万円（前期比68百万円増）、経常利益は2,537百万円（前期比73百万円減）、当期純

利益は1,545百万円（前期比106百万円増）となりました。

 

セグメントの業績は、次のとおりであります。

①ごま油事業

ごま油事業におきましては、家庭用では長引くデフレ下において進む、内食への回帰が自宅での調理から惣菜

品の購入に変化しつつあるものの、一昨年から続く焼肉業界の冷え込みによる業務用の状況は以前の水準に至っ

ていないながら、近年力を入れてきた輸出やセサミンが成果を出しつつあり、前期を上回る状況となりました。

また、原料購入価格はドルベースでは前期を上回っておりますが、当上期までは前期までの安い在庫があった

ため、通期の原料払出価格はほぼ前期並みとなる状況となりました。

こうした環境下において、積極的な販売促進活動を行う等、販売数量を確保するための対策を実施しておりま

す。

以上の結果、売上高は17,642百万円（前期比160百万円増）、セグメント利益は1,828百万円（前期比235百万円

減）となりました。

 

②食品ごま事業

食品ごま事業におきましては、依然、景気デフレ下、消費者の節約志向、買い控え等の動きが続き、需要の顕著な

回復は見られず前期を下回る状況となりました。

また原料購入価格は原料高騰の影響もありドルベースでは前期を上回るもののごま油と同様に前期までの安

い在庫があったため、通期の原料払出価格は前期を下回る状況であります。

こうした環境下において、当社は新製品の開発を進める等先を見据えた対策を実施しております。

以上の結果、売上高は3,789百万円（前期比91百万円減）、セグメント利益は448百万円（前期比94百万円減）

となりました。

 

(2）キャッシュ・フローの状況

当事業年度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、前期末に比べ1,091百万円増加

し、8,144百万円となりました。

当事業年度の各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

当事業年度において営業活動によるキャッシュ・フローは、2,167百万円の収入（前期比331百万円収入増）と

なりました。これは仕入債務が257百万円減少、法人税等の支払が973百万円あるなどの減少要因があったものの、

税引前当期純利益が2,465百万円あり、たな卸資産が126百万円減少、減価償却を613百万円行うなどの増加要因に

より、資金が増加したものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

当事業年度において投資活動によるキャッシュ・フローは、445百万円の支出（前期比171百万円支出減）とな

りました。これは主に有形固定資産の取得による支出が450百万円あったこと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）

当事業年度において財務活動によるキャッシュ・フローは、631百万円支出（前期比5百万円支出増）となりま

した。これは配当金の支払い等によるものであります。
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２【生産、受注及び販売の状況】

(1）生産実績

当事業年度の生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称
当事業年度

(自　平成24年４月１日
至　平成25年３月31日)

前期比（％）

ごま油（トン） 41,991 103.0

内訳   

（ごま油（トン）） （23,301） 103.0

（脱脂ごま（トン）） （18,690） 103.1

食品ごま（トン） 8,839 98.7

合計（トン） 50,831 102.2

（注）１．ごま油生産数量には、輸入原料油、脱脂ごまを含みます。

２．ごま油生産数量は、生産内容が異なるため内訳を記載しております。

(2）商品仕入実績

当事業年度の商品仕入実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称
当事業年度

(自　平成24年４月１日
至　平成25年３月31日)

前期比（％）

その他（百万円） 2 89.4

合計（百万円） 2 89.4

（注）上記の金額には消費税等は含まれておりません。

(3）受注状況

当社は受注生産は行っておりません。

(4）販売実績

当事業年度の販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称
当事業年度

(自　平成24年４月１日
至　平成25年３月31日)

前期比（％）

ごま油（百万円） 17,642 100.9

食品ごま（百万円） 3,789 97.6

報告セグメント計（百万円） 21,431 100.3

その他（百万円） 3 91.2

合計（百万円） 21,435 100.3

（注）１．上記の金額には消費税等は含まれておりません。

２．最近２事業年度の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

あります。

相手先

前事業年度
（自　平成23年４月１日
至　平成24年３月31日）

当事業年度
（自　平成24年４月１日
至　平成25年３月31日）

金額（百万円） 割合（％） 金額（百万円） 割合（％）

三井物産㈱ 9,235 43.2 8,975 41.9

三菱商事㈱ 3,412 16.0 3,499 16.3

（注）上記の金額には消費税等は含まれておりません。
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３【対処すべき課題】

食品業界の経営環境につきましては、依然厳しく、原料価格の不安定さ、少子高齢化による国内需要の減退等によ

り、競合メーカーとの競争激化が予想されます。このような環境下で当社は、今後もごまのトップメーカーとして邁

進していくために以下の課題について取り組んでまいります。

①コスト削減と、コストに見合った価格の実現

②国内市場では量から質への転換

③北米や欧州等の海外市場の拡販に注力

④今後のごま需要の動向を見据えた上での生産体制の推進

⑤品質管理の徹底による安心・安全の更なる追求、研究開発の推進

⑥顧客ニーズにあった新製品の開発

⑦コンプライアンス体制の強化と内部統制システムの構築によるＣＳＲ（企業の社会的責任）の向上

⑧株主に利益が還元できる体制を確立するため、優れた人材を確保

当社は、これらの施策により、経営環境の変化に即応できる経営基盤・体質の強化を一層進めてまいります。

 

４【事業等のリスク】

当社の業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性のあるリスクは、主に以下のようなものがあります。

なお、文中における将来に関する事項は、有価証券報告書提出日（平成25年６月25日）現在において当社が判断

したものであります。

 

(1)原料調達及び為替相場について

当社の主要原材料であるごま種子は、そのほぼ全量を海外から調達しております。そのため原材料の仕入価格

が、世界のごま種子市場の需給バランスの変化や、生産国の経済情勢、天候、作付状況によって変動し、当該価格が

高騰した場合には、当社の業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

また、ごま種子の輸入やごま油等の輸出取引には、外貨（米ドル）による為替相場変動の影響を受ける場合が

あります。そのため当社は為替予約等により、相場の変動のリスクをヘッジしておりますが、そのリスクを全て排

除することは不可能であり、急激な為替相場の変動があった場合は、当社の業績及び財政状態に影響を及ぼす可

能性があります。

 

(2)カントリーリスクについて

当社では、主要原材料であるごま種子をそのほぼ全量について海外から輸入しております。また、販売政策の課

題として、海外への輸出販売高の拡大に取り組んでおります。

そのため、当社の関連する国において、災害、テロ、戦争、政治・経済状況の激変などの事象が起きた場合に、当

社の業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

 

(3)食の安全について

当社は製品の安全性確保のため、ＩＳＯの国際品質規格を取得し、トレーサビリティーの確保など厳しい品質

管理体制を構築しております。

しかしながら、これらの取り組みの範囲を超えた品質問題が発生した場合、当社の業績及び財政状態に影響を

及ぼす可能性があります。

 

(4)自然災害について

当社は、香川県小豆郡に当社製品の生産工場（小豆島工場）を有しております。当該工場では、一定の製品備蓄

を行っておりますが、当社における製品の生産工場はこの一箇所のみであり、地震等の大規模な災害が発生した

場合、生産設備の毀損あるいは事業中断等により、当社の業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

 

(5)市場動向について

当社の事業の大部分は、日本国内において展開しており、国内景気等による消費動向が事業に大きな影響を及

ぼす可能性があります。また、日本は少子・高齢化が進んでおり、このまま人口の減少が続きますと、需要の減少

により市場が縮小し製品販売数量が減少する可能性があります。

当社は、このような影響を最小限に抑えるべく、新たな高付加価値製品の開発や輸出売上高を高めるなどの対

策を講じておりますが、更なる景気動向の悪化や当社製品への需要低下等により、当社の業績及び財政状態に影

響を及ぼす可能性があります。
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(6)法律等の諸規制について

当社は「食品衛生法」、「ＪＡＳ法」、「製造物責任法」及び「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進

等に関する法律」等による法的規制の適用を受けております。当社は、これら法律の遵守に努めておりますが、今

後において法的規制の変更、強化、新たな規制の導入がされた場合には、当社の事業活動が制限され、当社の業績

及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

 

(7)許認可について

当社の小豆島工場では、厚生労働省より食品衛生法に基づく食用油脂製造業に関する営業許可証をうけており

ます。営業許可については、製品に製造上衛生に関する食品事故が発生した場合には取り消される可能性があり

ます。また営業許可の更新については、５年毎に行うこととなっており、食品衛生法の定める施設基準に対する不

適合があった場合には更新がされず、不適事項については改善のうえ再検査を行い、基準に適合させる必要があ

ります。現営業許可証の有効期限は、平成29年５月31日までとなっております。なお、営業許可の取り消し及び営

業の禁止又は停止については、食品衛生法第55条、第56条等に定められております。また、提出日（平成25年６月

25日）現在までの間において、営業許可の取り消し及び営業の禁止又は停止となる事由は存在しておりません。

当社では、許可の継続のため、法令の順守及び製品の品質管理を徹底して行っておりますが、将来、何らかの理

由により、許可の取り消しが起こった場合には、営業停止の事態となり、当社の業績及び財政状態に影響を及ぼす

可能性があります。

 

(8)三菱商事株式会社、三井物産株式会社及び小澤物産株式会社との関係について

現在、三菱商事株式会社、三井物産株式会社及び小澤物産株式会社の３社は、当社におけるその他の関係会社に

該当しております。

このうち三菱商事株式会社と三井物産株式会社の２社は主要取引先であり、各取引のうち、当事業年度末時点

で、販売高が販売高全体の58.2％、仕入高が仕入高全体の57.3％を占めております。

販売先としては、上記２社とは取引先信用補完のための帳合取引を行っており、実質は帳合先の会社に対して

の売上であるため、当社における２社の販売高の割合が、即ち依存度を示すものではありません。

仕入先としては、当社では上記２社のほか、他の商社とも取引関係があり、当社にとって最も有効な条件を提示

した取引先からの仕入を行っており、当社における上記２社の仕入額の割合が、即ち依存度を示すものではあり

ません。

しかしながら、現状において、当社では上記２社に対する各取引高の金額が大きいため、取引関係が解消した場

合等には、ただちに代わりの企業を探すことが困難な可能性もあります。

なお、もう１社の当社のその他の関係会社である小澤物産株式会社につきましては、製品の保管荷役及び運送

委託の取引を行っておりますが、取引条件については、第三者と比較検討を実施した結果、公正な取引条件で実施

しており、独立性は担保されております。

また、社外役員としては、幅広い見識を当社の経営に反映させる目的として小澤物産株式会社より当社社外取

締役一名を、当社監査体制の強化を目的として三菱商事株式会社、三井物産株式会社及び小澤物産株式会社より

当社社外監査役を一名ずつ受け入れておりますが、同様に当社の独立性に影響を及ぼすリスクはないと考えてお

ります。
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５【経営上の重要な契約等】

該当事項はありません。

 

６【研究開発活動】

当社は多くの消費者に自然の恵みを生かした、より健康的な食生活に貢献できる魅力ある新製品を開発し、提供

することを研究開発活動の基本方針としております。

当社の研究開発体制は、当社の製品開発に関連する大学、企業等の外部専門家のサポートを得て、販売業務部にて

マーケット情報や消費者情報を取りまとめて新製品の企画を行っております。研究開発課では、新製品の企画提案、

並びに製品化研究を行っております。また、新製品の開発につなげるべく、基礎研究にも取り組んでおります。

今後とも社外機関との協力体制による研究も含めて「ごま製品を提供することで、健康でより豊かな食生活に貢

献する」という経営理念に基づき、当社独自の研究開発活動を推進してまいります。

なお、当事業年度における研究開発費の総額は61百万円となっております。

当社は各セグメント共有の研究開発を行っているため、研究開発費の総額、研究開発活動は特定のセグメントに

区分しておりせん。

最近における研究開発活動の主なテーマと開発目標は次のとおりであります。

 

主要テーマ 開発目標

ごま油・食品ごま関連製品開発 製品開発・用途開発によるマーケットの拡大

ごま関連の加工製品開発 付加価値製品の創出

ごま副産物の有効活用 副産物、及び副産物に含まれる有効成分の利用法開発

ごまの機能性成分の探索・利用研究
ごま新規機能性成分の探索と素材化、及びそれらを利用した付加価値

製品の開発
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７【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1)財政状態の分析

(流動資産)

当事業年度末の流動資産におきましては、前事業年度末に比べ870百万円増加し、17,411百万円となりました。

これは売掛金が76百万円、棚卸資産が期末原料在庫数量減少などにより126百万円減少するなどの減少要因が

あったものの、現金及び預金が1,091百万円増加したこと等によるものであります。

 

(固定資産)

当事業年度末の固定資産におきましては、前事業年度末に比べ92百万円減少し、6,568百万円となりました。

これは投資その他の資産が時価の変動などにより202百万円増加、脱脂ごま関連設備など393百万円設備投資を

行ったこと等により増加したものの、612百万円の減価償却を行ったこと、61百万円の減損処理を行ったこと、13百

万円除却、売却及び圧縮を行ったこと等により全体で減少したものであります。

以上の結果、当事業年度末の総資産は、前事業年度末に比べ778百万円増加し、23,979百万円となりました。

 

(流動負債)

当事業年度末の流動負債におきましては、前事業年度末に比べ369百万円減少し、3,825百万円となりました。

これは主に買掛金が期末原料仕入れの減少などにより、257百万円減少したこと等によるものであります。

 

(固定負債)

当事業年度末の固定負債におきましては、前事業年度末に比べ8百万円増加し、820百万円となりました。

これは退職給付引当金が7百万円増加したこと等によるものであります。

以上の結果、当事業年度末の負債合計は、前事業年度末に比べ361百万円減少し、4,645百万円となりました。

 

(純資産)

純資産におきましては、前事業年度末に比べ1,139百万円増加し、19,334百万円となりました。

これは当期純利益1,545百万円あり、剰余金の配当を610百万円行ったため、利益剰余金が934百万円増加したこと

等によるものであります。

 

(2)経営成績の分析

（売上高）

ごま油事業におきましては、一昨年から続く焼肉業界の冷え込みによる業務用の状況は以前の水準に至っていな

いながら、近年力を入れてきた輸出やセサミンが成果を出しつつあり、販売数量（脱脂ごま含む）が前期比1.0％増

加、売上高は前期比0.9％増加し、17,642百万円となりました。

食品ごま事業におきましては、依然、景気のデフレ下、消費者の節約志向、買い控え等の動きが続き、需要の顕著な

回復は見られず、販売数量は前期比0.8％減少、売上高は前期比2.3％減少し、3,789百万円となりました。

以上の結果、全体の売上高は、前事業年度に比べ0.3％増加し、21,435百万円となりました。

 

（売上原価）

売上原価におきましては、原料払出価格がほぼ前期並に推移しましたが、物量の増加や製品の安全性をより高め

るための業務改善を行ったことにより製造経費が増加したこと等から、売上原価は前期比1.2％増加し、12,094百万

円となりました。

 

（売上総利益）

売上総利益におきましては、前事業年度に比べ80百万円減少し9,340百万円となり、売上高総利益率は前事業年度

に比べ0.5ポイント減少し、43.6％となりました。

 

（販売費及び一般管理費）

販売費及び一般管理費におきましては、販売数量の確保のため販促費が増加したこと等により、前事業年度に比

べ249百万円増加し、7,063百万円となりました。
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（営業利益）

売上総利益から販売費及び一般管理費を控除した営業利益におきましては、前事業年度に比べ329百万円減少し

2,277百万円となり、売上高営業利益率は1.6ポイント減少し、10.6％となりました。

 

（営業外収益・費用）

営業外損益におきましては、株式上場費用などの支払いがあったものの、円高等の影響により為替差益を計上し

たこと等から、営業外収益から営業外費用を差し引いた純額は、前事業年度に比べ256百万円増加し、260百万円の利

益となりました。

 

（経常利益）

営業利益に営業外収益・費用を加減算した経常利益は2,537百万円となり、売上高経常利益率は前事業年度に比

べ0.4ポイント減少し、11.8％となりました。

 

（特別利益・損失）

特別損益におきましては、固定資産売却益が前事業年度に比べ7百万円増加したものの、当事業年度は土地の減損

損失を61百万円計上したこと等から、特別損失から特別利益を差し引いた純額は、前事業年度に比べ51百万円増加

し、72百万円の損失となりました。

 

（税引前当期純利益）

経常利益から特別利益・損失を加減算した税引前当期純利益は、前事業年度に比べ124百万円減少し、2,465百万

円となりました。

 

（当期純利益）

法人税、住民税及び事業税と法人税等調整額の合計が920百万円となった結果、当期純利益は前事業年度に比べ106

百万円増加し1,545百万円となり、売上高当期純利益率は前事業年度に比べ0.5ポイント増加し、7.2％となりました。

なお、１株当たりの当期純利益は164円45銭、自己資本当期純利益率は8.2％、総資産経常利益率は10.8％となりま

した。

 

(3)キャッシュ・フローの状況

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動によるキャッシュ・フローにおきましては、仕入債務が257百万円減少、法人税等の支払が973百万円

あるなどの減少要因があったものの、税引前当期純利益が2,465百万円あり、たな卸資産が126百万円減少、減価

償却を613百万円行うなどの増加要因により、2,167百万円資金が増加したものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動によるキャッシュ・フローにおきましては、脱脂ごま関連設備工事の支払を始めとした有形固定資産の

取得による支出が450百万円あったこと等により、445百万円資金が減少したものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動によるキャッシュ・フローにおきましては、配当金の支払い等により631百万円資金が減少したもので

あります。

以上の結果、当事業年度末における資金の残高は、前事業年度末に比べ1,091百万円増加し、8,144百万円となりま

した。
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第３【設備の状況】

１【設備投資等の概要】

当社では、ごま油生産設備の更新工事等により、393百万円の設備投資を行いました。

 

２【主要な設備の状況】

当社は、国内に１カ所の工場、７カ所に支店、営業所、１カ所の事業所を有しております。そのうち、主要な設備は、以

下のとおりであります。

 平成25年３月31日現在

事業所名
（所在地）

セグメント
の名称

設備の内容

帳簿価額
従業員数
（人）

建物
（百万円）

構築物
（百万円）

機械及び
装置

（百万円）

車両運搬具
（百万円）

工具、器具
及び備品
（百万円）

土地
（百万円）
(面積㎡)

合計
（百万円）

小豆島工場

(香川県小豆郡)

ごま油

食品ごま

共通

生産設備 1,277 261 1,490 4 39
453

(51,604)
3,527 151

本社

(東京都品川区)
共通 統轄業務施設 117 1 0 1 32

200

(492)
353 50

神戸事業所

(神戸市東灘区)

ごま油

食品ごま
事業所用土地等 79 7 2 0 2

525

(10,749)
617 1

東京支店

(東京都品川区)

ごま油

食品ごま
販売設備等 3 － 0 2 2 － 8 26

仙台支店

(仙台市青葉区)

ごま油

食品ごま
販売設備等 0 － 0 1 0 － 1 5

名古屋支店

(名古屋市中区)

ごま油

食品ごま
販売設備等 0 － － 2 0 － 2 9

大阪支店

(大阪府吹田市)

ごま油

食品ごま
販売設備等 0 － － 2 1 － 4 17

札幌営業所

ほか２営業所

ごま油

食品ごま
販売設備等 1 － － 4 0 － 5 16

（注）１．金額には消費税等を含んでおりません。

２．本社に含まれている土地及び建物の大部分は社宅用に取得したものであります。

 

３【設備の新設、除却等の計画】

当事業年度末現在における重要な設備の新設、改修の計画は次のとおりであります。

事業所名
（所在地）

セグメント
の名称

設備の内容
投資予定金額

資金調達方
法

着手及び完了予定年月
完成後の
増加能力

総額
（百万円）

既支払額
（百万円）

着手 完了

小豆島工場

(香川県小豆郡)

ごま油 生産設備 204 － 自己資金 平成25.5平成25.11 －

食品ごま 生産設備 20 － 自己資金 平成25.6平成25.10 －

共通 土地・検査機器 39 － 自己資金 平成25.5平成25.11 －

本社

(東京都品川区)

ごま油

食品ごま

共通

販売配給設備 25 － 自己資金 平成25.5 平成26.3 －

ごま油

食品ごま

共通

事務所什器備品 4 － 自己資金 平成25.5平成25.12 －
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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 16,000,000

計 16,000,000

②【発行済株式】

種類
事業年度末現在発行数 (株)
（平成25年３月31日）

提出日現在発行数 (株)
（平成25年６月25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 9,400,000 同左
東京証券取引所

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

となる株式であり、単元

株式数は100株でありま

す。

計 9,400,000 同左 － －

（注）当社株式は、平成25年４月２日をもって、東京証券取引所市場第二部より同取引所市場第一部指定替えとなっ

ております。

 

（２）【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

（４）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総数
増減数（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14年１月18日

（注）
1,100,0009,400,000 440 2,160 440 3,082

（注）有償、第三者割当

発行価額　　800円　資本組入額　400円

新株発行数　1,100,000株

払込金総額　880百万円

 

（６）【所有者別状況】

 平成25年３月31日現在

区分

株式の状況（１単元の株式数100株）
単元未満
株式の状
況（株）

政府及び
地方公共
団体

金融機関
金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等
個人その他 計

個人以外 個人

株主数（人） － 3 13 62 10 3 6,4636,554－

所有株式数

（単元）
－ 68 188 72,602 107 12 21,01793,994600

所有株式数の

割合（％）
－ 0.07 0.20 77.24 0.12 0.01 22.36100.00－

（注）自己株式179株は、「個人その他」に１単元及び「単元未満株式の状況」に79株を含めて記載しております。
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（７）【大株主の状況】

 平成25年３月31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（％）

三菱商事株式会社 東京都千代田区丸の内二丁目３－１ 2,477.0 26.35

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
晴海アイランドトリトンスクエアオ
フィスタワーＺ棟）

2,019.5 21.48

小澤物産株式会社 東京都品川区西五反田八丁目３－16 1,491.5 15.86
伊藤忠商事株式会社 東京都港区北青山二丁目５－１ 300.0 3.19
国分株式会社 東京都中央区日本橋一丁目１－１ 300.0 3.19
日清食品ホールディングス株
式会社

大阪府大阪市淀川区西中島四丁目１－１ 300.0 3.19

株式会社Ｊ－オイルミルズ 東京都中央区明石町８－１ 100.0 1.06
日本山村硝子株式会社 兵庫県尼崎市西向島町15－１ 100.0 1.06
かどや製油従業員持株会 東京都品川区西五反田八丁目２－８ 86.0 0.91
エバラ食品工業株式会社 神奈川県横浜市西区北幸二丁目５－15 50.0 0.53
キユーピー株式会社 東京都渋谷区渋谷一丁目４－13 50.0 0.53
小澤美紀 東京都港区 50.0 0.53
小澤和彦 東京都大田区 50.0 0.53

計 － 7,374.0 78.44

 

（８）【議決権の状況】

①【発行済株式】

 平成25年３月31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　100 － －

完全議決権株式（その他）
普通株式

9,399,300
93,993

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で

あり、単元株式数は100株であ

ります。

単元未満株式 普通株式　600 － －

発行済株式総数 9,400,000 － －

総株主の議決権 － 93,993 －
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②【自己株式等】

 平成25年３月31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（％）

かどや製油株式会社
東京都品川区西五反田

八丁目２－８
100 － 100 0.00

計 － 100 － 100 0.00

 

（９）【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

 

２【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】　会社法第155条第７号に該当する普通株式の取得

 

（１）【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

 

（２）【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

 

（３）【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

区分 株式数（株） 価額の総額（円）

当事業年度における取得自己株式 55 116,075

当期間における取得自己株式 － －

（注） 当期間における取得自己株式には、平成25年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の

買取りによる株式は含まれておりません。

 

（４）【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分
当事業年度 当期間

株式数（株）
処分価額の総額
（円）

株式数（株）
処分価額の総額
（円）

引き受ける者の募集を
行った取得自己株式

－ － － －

消却の処分を行った取
得自己株式

－ － － －

合併、株式交換、会社分
割に係る移転を行った
取得自己株式

－ － － －

その他
（－）

－ － － －

保有自己株式数 179 － 179 －

（注）１．当期間における処理自己株式数には、平成25年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株

式の売渡による株式は含まれておりません。

２．当期間における保有自己株式数には、平成25年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株

式の買取り及び売渡による株式は含まれておりません。
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３【配当政策】

当社は、株主への利益還元を経営の重点政策の一つとして位置付け、利益配分につきましては、当期純利益の40％を

目処として業績に連動させた配当を採用しております。ただし、業績に関わらず１株当たり20円以上の配当を継続し

て行えるよう努力してまいります。

なお、当社は、期末配当の年１回の剰余金の配当を行うことを基本方針としており、剰余金の配当の決定機関は株主

総会であります。

当事業年度の配当につきましては、１株につき普通配当65円に、４月２日に当社が東京証券取引所市場第一部銘柄

への指定を受けた記念として、株主の皆様のご支援にお応えするため、記念配当10円を加え、合計75円とさせていただ

くことを決定致しました。

この結果、配当性向は45.6％となりました。

内部留保資金につきましては、将来の事業拡大を見据えた企業体質の強化と、事業基盤の拡大に備えるために有効

投資してまいりたいと考えております。

また、当社は、取締役会の決議により、毎年９月30日を基準日として、中間配当をすることができる旨を定款に定め

ております。

なお、当事業年度の剰余金の配当は以下のとおりであります。

決議年月日 配当金の総額（百万円） １株当たりの配当額（円）

平成25年６月25日

定時株主総会決議
704 75

 

４【株価の推移】

（１）【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】

回次 第52期 第53期 第54期 第55期 第56期
決算年月 平成21年３月 平成22年３月 平成23年３月 平成24年３月 平成25年３月

最高（円） 1,595 1,950 2,020
2,080

※2,247
2,621

最低（円） 1,200 1,334 1,669
2,012

※1,730
1,943

（注）　最高・最低株価は、平成22年３月31日以前はジャスダック証券取引所におけるものであり、平成22年４月１日

から平成22年10月11日までは大阪証券取引所(ＪＡＳＤＡＱ市場)におけるものであり、平成22年10月12日か

ら平成24年３月28日までは大阪証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード）におけるものであり、平成24年３

月29日以降は東京証券取引所（市場第二部）におけるものであります。なお、第55期の最高・最低株価のう

ち、※印は大阪証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード）におけるものです。また、大阪証券取引所ＪＡＳＤ

ＡＱ（スタンダード）について、平成24年４月18日に上場廃止の申請を行い、同年６月３日に上場廃止と

なっております。

 

（２）【最近６月間の月別最高・最低株価】

月別 平成24年10月 11月 12月 平成25年１月 ２月 ３月

最高（円） 1,988 1,989 2,030 2,295 2,314 2,621

最低（円） 1,954 1,968 1,985 2,032 2,200 2,268

（注）　最高・最低株価は東京証券取引所市場第二部におけるものです。
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５【役員の状況】

 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株
式数
（千株）

代表取締役

社長
 小澤　二郎 昭和12年９月１日生

昭和38年４月三菱電機株式会社入社

昭和42年12月同社退社

昭和43年１月株式会社小澤商店（現 小澤物産株式会

社）入社

昭和51年12月同社専務取締役

昭和55年６月当社取締役

平成元年７月 小澤物産株式会社取締役副社長

平成４年７月 同社代表取締役社長

平成11年６月同社代表取締役会長

平成15年６月同社取締役会長

平成15年６月当社代表取締役社長

平成17年９月小澤物産株式会社取締役会長退任

平成22年１月当社代表取締役社長兼販売本部長

平成22年６月当社代表取締役社長（現任）

※１ 47

取締役

副社長執行役員

　

原料部長 水戸　優 昭和23年９月17日生

昭和47年４月三菱石油株式会社（現 ＪＸ日鉱日石エ

ネルギー株式会社）入社

平成10年６月同社財務部長

平成11年４月日石三菱株式会社（現 ＪＸ日鉱日石エ

ネルギー株式会社）財務部副部長

平成11年11月富士興産株式会社出向　経理部長

平成14年４月当社出向　管理部長

平成14年６月当社取締役管理部長

平成15年６月当社取締役常務執行役員管理部長

平成15年９月新日本石油株式会社（現 ＪＸ日鉱日石

エネルギー株式会社）退社

平成18年６月当社取締役専務執行役員管理部長

平成21年11月当社取締役専務執行役員

平成22年10月当社取締役専務執行役員経営企画部長

平成23年６月当社取締役専務執行役員原料部長

平成24年７月当社取締役副社長執行役員原料部長

（現任）

※１ 18

取締役

常務執行役員
工場長 井藤　龍平 昭和27年３月29日生

昭和50年３月当社入社

平成７年５月 当社研究開発部次長兼研究室長

平成８年６月 当社工場長代理兼研究開発部長兼研究

室長

平成９年４月 当社工場長兼研究開発部長兼研究室長

平成11年６月当社取締役工場長兼研究開発部長

平成15年６月当社取締役執行役員工場長兼研究開発

部長

平成19年４月当社取締役執行役員工場長兼研究開発

部長兼食品部長

平成20年６月当社取締役常務執行役員工場長兼研究

開発部長兼食品部長

平成22年１月当社取締役常務執行役員工場長兼食品

部長

平成24年４月当社取締役常務執行役員工場長（現

任）

※１ 2
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株
式数
（千株）

取締役

常務執行役員
販売推進部長 佐野　雅明 昭和30年５月15日生

昭和53年４月三井物産株式会社入社

平成９年２月 同社クアラルンプール支店食料部長

平成14年３月同社本店穀物油脂部油脂室長

平成18年６月当社出向　社長付

平成18年６月当社取締役執行役員販売副本部長兼販

売業務部長

平成21年６月当社取締役執行役員販売副本部長兼販

売推進部長

平成21年７月三井物産株式会社退社

平成22年６月当社取締役執行役員販売推進部長

平成24年４月当社取締役執行役員販売推進部長兼東

京支店長

平成24年７月当社取締役常務執行役員販売推進部長

（現任）

※１ 10

取締役

執行役員

副工場長

兼事務部長
吉岡　努 昭和30年９月10日生

平成54年３月小澤物産株式会社入社

平成３年５月 同社退社

平成３年６月 当社入社

平成13年７月当社工場事務管理部長

平成15年６月当社執行役員工場事務部長

平成17年４月当社執行役員工場事務部長兼油脂部長

平成18年10月当社執行役員工場事務部長

平成20年６月当社取締役執行役員副工場長兼事務部

長（現任）

※１ 3

取締役

執行役員
管理部長 戸倉　章博 昭和31年３月13日生

昭和55年４月株式会社第一勧業銀行（現 株式会社み

ずほ銀行）入社

平成20年４月株式会社みずほ銀行 横浜支店長

平成21年11月当社出向　管理部長

平成22年４月当社執行役員管理部長

平成22年６月株式会社みずほ銀行退社

平成22年６月当社取締役執行役員管理部長（現任）

※１ 2

取締役

執行役員
東京支店長 馬場　宗夫 昭和30年10月1日生

昭和54年４月三菱商事株式会社入社

昭和61年12月泰ＭＣ商事会社出向

平成４年６月 三菱商事株式会社食品トレーディング

部

平成５年７月 ＭＴＦＣＥ社出向

平成７年７月 三菱商事株式会社食品流通第二部

平成13年４月同社加工食品第二部

平成14年５月同社ヨハネスブルグ支社

平成19年６月同社新潟支店長

平成24年４月当社出向　執行役員社長付

平成24年６月三菱商事株式会社退社

平成24年７月当社執行役員東京支店長

平成25年６月当社取締役執行役員東京支店長（現

任）

※１ -

取締役  逸見　信彦 昭和18年11月５日生

昭和42年４月株式会社小澤商店(現 小澤物産株式会

社)入社

平成４年７月 同社取締役

平成９年６月 同社常務取締役

平成17年10月同社代表取締役社長

平成18年６月当社取締役（現任）

平成22年６月小澤物産株式会社 取締役相談役

平成23年６月同社監査役（現任）

※１ -
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株
式数
（千株）

常勤監査役  西村　泰彦 昭和32年３月２日生

昭和54年３月当社入社

平成８年７月 当社営業企画部副部長兼販売企画室長

兼商品開発室長

平成13年７月当社仙台支店長

平成15年６月当社執行役員大阪支店長

平成20年６月当社執行役員東京支店長

平成22年10月当社執行役員販売推進部副部長

平成25年６月当社常勤監査役（現任）

※２ 0

監査役  川上　三知男 昭和18年４月３日生

昭和54年４月弁護士登録

東京芝法律事務所入所（現任）

平成13年６月当社監査役（現任）

※３ -

監査役  兼田　隆 昭和23年12月７日生

昭和42年４月菱油販売株式会社入社

平成11年４月同社管理部統括部長

平成15年６月同社取締役

平成15年７月小澤物産株式会社入社 経理財務部副部

長

平成18年４月同社理事 管理部長

平成23年６月同社執行役員 管理部長兼物流部長（現

任）

平成23年６月当社監査役（現任）

※３ -

監査役  川上　泰弘 昭和39年２月７日生

昭和61年４月三菱商事株式会社入社

平成21年４月同社農水産本部水産ユニット ユニット

マネージャー

平成23年４月同社中部支社生活産業部長

平成25年４月同社農水産本部副本部長兼戦略企画室

長（現任）

平成25年６月当社監査役（現任）

※２ -

監査役  松岡　昌哉 昭和34年２月７日生

昭和56年４月三井物産株式会社入社

昭和60年11月同社穀油畜産営業統括部

昭和61年９月同社飼料原料部

平成６年１月 第一ブロイラー株式会社 社長室長

平成９年７月 三井物産株式会社飼料畜産部

平成９年12月米国三井物産株式会社ニューヨーク本

店食料部

平成10年３月同社ニューヨーク本店食料部長

平成14年３月三井物産株式会社飼料畜産部飼料原料

室長

平成21年８月日本配合飼料株式会社常務執行役員管

理本部長

平成23年４月同社専務執行役員飼料事業本部長

平成25年４月三井物産株式会社食糧本部長補佐（現

任）

平成25年６月当社監査役（現任）

※２ -

    計  85

 

（注）１．取締役逸見信彦は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外取締役（会社法第２条

第15号）であります。

２．監査役川上三知男、兼田隆、川上泰弘及び松岡昌哉は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該

当する社外監査役（会社法第２条第16号）であります。

３．取締役及び監査役の任期は、次のとおりであります。

※１　平成25年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。

※２　平成25年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。

※３　平成24年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。
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６【コーポレート・ガバナンスの状況等】

（１）【コーポレート・ガバナンスの状況】

(1）コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社は、事業の継続的発展と企業価値向上のため、経営の透明性と健全性を確保する体制の確立に取り組んでお

ります。

そのため、法令及び内部規定類を遵守し、各役員が経営情報を共有することで、取締役会の適正な意思決定機能を

確保するとともに、監査役監査及び社長直属の監査室による内部監査を通じて、適法かつ適正で効率的な経営及び

業務の保全に努めております。

また、積極的なＩＲ活動や会社説明会を通じて、株主・投資家に「開かれた、透明感のある企業」として認識して

いただくよう努めております。

 

(2）コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況
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(3）業務の適正を確保するための体制

①取締役・使用人の職務執行が法令・定款に適合することを確保するための体制

ａ経営理念、企業行動憲章、コンプライアンス規程等のコンプライアンス体制に係る規程を、取締役及び使用人が法

令・定款及び社会規範を遵守した行動をとるための行動規範とする。

ｂコンプライアンス体制の運用と徹底を図るため、管理部門担当役員を委員長とするコンプライアンス委員会を設置

し、コンプライアンスの取り組みを横断的に統括する。また、コンプライアンス委員会が中心となって取締役及び

使用人に対しコンプライアンス教育・啓発を行う。

ｃ法令違反その他のコンプライアンスに関する事実についての社内報告体制として、コンプライアンス委員会または

会社の指定する弁護士を情報受領者とする内部通報システムを整備し、内部通報規程に基づきその運用を行う。

ｄ監査役及び、内部監査部門として業務執行部門から独立した監査室は連携し、各部門の業務プロセス等を監査し、

不正の発見・防止とプロセスの改善に努める。また、監査役及び監査室は、コンプライアンス委員会と連携の上、コ

ンプライアンスの状況を監査する。

ｅ反社会的勢力に対しては、企業行動憲章に基づき、毅然とした態度で対処し、一切の関係を遮断する。

 

②取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

取締役の職務執行に係る情報は、文書または電磁的媒体に記録し、文書管理規程その他関係規程に従い、適切に保存

及び管理する。

 

③損失の危険の管理に関する規程その他の体制

リスク管理体制の基礎として経営危機管理規程を定め、同規程に従ったリスク管理体制を構築する。万一不測の事

態が発生した場合には、社長を本部長とする対策本部を設置し、会社の指定する弁護士等社外専門家の助言を得な

がら迅速な対応を行い、損害の拡大防止と、損害を最小限に止める体制を整備する。

 

④取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

ａ取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎として、月１回の定例取締役会を開催す

るほか、必要に応じて適宜臨時の取締役会を開催するものとし、当社の経営方針及び経営戦略に関わる重要事項に

ついては、事前に常務以上の役員で構成する経営会議で議論し、その審議を経て執行決定を行う。

ｂ取締役会の決定に基づく業務執行については、組織規程、職務分掌規程、職務権限規程等において、それぞれの責任

者及びその責任、執行手続の詳細について定め、これらの規程に従って執行する。

ｃ執行役員制度の導入により、取締役会の機能を強化するとともに、業務執行を円滑に行う。

 

⑤当該株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

当社と関係会社とは、法令及び社会規範を遵守した適切な取引を行う。

 

⑥監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項並びにその使用

人の取締役からの独立性に関する事項

監査役は、監査室所属の使用人に監査業務に必要な事項を命令することができるものとし、監査役より監査業務に

必要な命令を受けた使用人はその命令に関して、取締役等の指揮命令を受けないものとする。

 

⑦取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制

ａ取締役は、取締役会等において、担当する業務の執行状況を出席した監査役に報告する。

ｂ上記ａに関わらず、監査役はいつでも必要に応じて、取締役及び使用人に対して報告を求めることができる。

 

⑧その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

監査役会は、経営陣と定期的に意見交換会を開催する。

 

⑨財務報告の信頼性を確保するための体制

社長の指示の下、監査室及び管理部を主たる部門として、財務報告の適正性及び信頼性を確保するための体制を構

築し、その体制の整備・運用状況を定期的に評価し、必要に応じて改善を進める。

また、取締役会は、財務報告に係る内部統制に関して適切に監督を行う。
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⑩反社会的勢力排除に向けた体制整備に関する内容

当社及びその特別利害関係者、株主、取引先等は反社会的勢力とのかかわりはありません。当社は、社団法人日本経

済団体連合会が公表した「企業行動憲章　実行の手引き」（平成19年4月改訂）及び「企業が反社会的勢力による

被害を防止するための指針」（平成19年6月　犯罪対策閣僚会議幹事会申合せ）を基本理念として尊重し、これらに

沿って体制を構築し運用しております。当社における方針・基準等については、「経営理念」「企業行動憲章」

「具体的行動に際しての指針」において定めており、主要な社内会議等の機会をとらえて繰り返しその内容の周知

徹底を図っております。そして、「反社会的勢力対応規程」を制定し、就業規則においても反社会的勢力に対する勤

務心得を付記しております。全社員が、いつ何どきにおいても、反社会的勢力が接触してきた際に適切に対応できる

よう、「反社会的勢力対応マニュアル」を制定して常に関係遮断を図っております。また、適時（概ね年間１回）外

部の講師を招き、あるいは研修教材を用いて、当社のすべての役員、従業員を対象にした反社会的勢力との関係遮断

に関する研修会を開催しております。これらの施策により、当社のすべての役員、従業員は反社会的勢力との絶縁が

極めて重要にしてかつ永遠のテーマであることを理解しております。

 

(4）取締役会について

取締役会は、月１回の定例取締役会、必要に応じて臨時の取締役会を開催するほか、社長主催のもと常務以上の役

員からなる経営会議を月１回開催することで重要案件について、迅速・適切な意思決定を行なっております。取締

役会は、取締役８名で構成され、８名の取締役のうち１名は、社外取締役で非常勤であります。

なお、平成15年６月27日より、取締役会の機能を強化するとともに、業務執行を円滑に行うために、執行役員制度

を導入し取締役を減員しております。

 

(5）内部監査及び監査役監査の状況

①内部監査の状況

内部監査につきましては、社長直属の監査室を設置し、その人員は２名であり、監査計画に基づき定期的に内部監

査業務を執行しております。

 

②監査役会及び監査役監査の状況

当社の監査役会は、常勤監査役１名及び非常勤監査役４名で構成されており、非常勤監査役４名は社外監査役で

あります。

監査役監査につきまして、監査役は取締役会に出席し意見を述べるとともに、業務の進行状況を十分把握の上、業

務監査及び調査を行っております。

 

③内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携

内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携につきましては、内部監査（監査室）と監査役は連携して監査計

画を練っており、監査の結果については情報を共有し、必要に応じて監査室長が監査役会に出席し、協議を行う体制

を確保しております。

また、監査役会は、四半期ごとに当社の会計監査人である有限責任監査法人トーマツから決算の概況及び内部統

制の状況について報告を受けており、内部監視体制の確保及び適法かつ適正な経営体制の保全に努めております。

 

(6）会計監査の状況

会計監査につきましては、有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結しており、監査法人及びその業務執行社

員と当社の間には、特別な利害関係はありません。当期において業務を執行した公認会計士は以下のとおりです。

指定有限責任社員　水上亮比呂、永田立

また、当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士３名、その他２名であります。また、内部統制監査業務に係

る補助者は、公認会計士３名、その他４名であり、うち、公認会計士３名、その他２名は、会計監査業務を兼務してお

ります。

なお、会計監査人の解任または不再任の決定方針につきましては、当社監査役会が会社法第340条に定める解任事

由に該当すると判断した場合と定めております。
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(7）社外取締役及び社外監査役

当社の社外取締役は１名、社外監査役は４名であります。
 

①社外取締役及び社外監査役と提出会社との人的・資本的・取引関係その他の利害関係

社外取締役逸見信彦氏は、当社のその他の関係会社である小澤物産株式会社の監査役であり、当社と同社との

間に、製品の販売、保管荷役及び運送委託等の取引関係があります。なお、小澤物産株式会社との取引関係につい

ては、「第５ 経理の状況」の「１ 財務諸表等」の「関連当事者情報」に記載のとおりであります。当社と同社

の間には一般的な営業取引のみで、特別な利害関係はありません。

社外監査役川上三知男氏は、弁護士としての知識をいかした客観的かつ専門的見地を当社監査体制の強化に活

かし、取締役会において意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。また監査役会にお

いて、当社の内部監査等について適宜、必要な発言を行っております。当社とは、特別な利害関係はありません。な

お、一般株主と利益相反の生じるおそれがない独立役員として指定し、株式会社東京証券取引所にその旨を届け

出ております。

社外監査役兼田隆氏は、当社のその他の関係会社である小澤物産株式会社の執行役員管理部長兼物流部長であ

り、当社と同社との間に、製品の販売、保管荷役及び運送委託等の取引関係があります。なお、小澤物産株式会社と

の取引関係については、「第５ 経理の状況」の「１ 財務諸表等」の「関連当事者情報」に記載のとおりであり

ます。当社と同社の間には一般的な営業取引のみで、特別な利害関係はありません。

社外監査役川上泰弘氏は、当社のその他の関係会社である三菱商事株式会社の農水産本部副本部長兼戦略企画

室長であり、当社と同社との間に、原材料の仕入、製品の販売等の取引関係があります。なお、三菱商事株式会社と

の取引関係については、「第５ 経理の状況」の「１ 財務諸表等」の「関連当事者情報」に記載のとおりであり

ます。当社と同社の間には一般的な営業取引のみで、特別な利害関係はありません。

社外監査役松岡昌哉氏は、当社のその他の関係会社である三井物産株式会社の食糧本部長補佐であり、当社と

同社との間に、原材料の仕入、製品の販売等の取引関係があります。なお、三井物産株式会社との取引関係につい

ては、「第５ 経理の状況」の「１ 財務諸表等」の「関連当事者情報」に記載のとおりであります。当社と同社

の間には一般的な営業取引のみで、特別な利害関係はありません。
 
②社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割

社外取締役については、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行い、経営監督

の実現を図っております。

また、社外監査役については、多様な視点から監査を行うことで経営の健全性、適法性を確保しております。
　
③社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方

社外取締役については、豊富な経験と幅広い見識を有し、客観的立場から指摘・意見ができる人材を選任して

おります。

社外監査役については、豊富な経験と幅広い見識を有し、客観的立場から指摘・意見ができ、様々な専門知識を

有する人材の中から複数選任しております。

なお、当社では、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませ

んが、選任にあたっては、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査等の機能及び役割が期待され、か

つ一般株主と利益相反が生じる恐れがないことを基本とし、あわせて東京証券取引所の独立役員の独立性に関す

る判断基準を参考にして選任しております。
 
④社外取締役及び社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部

統制部門との関係

社外取締役及び社外監査役と内部監査との相互連携・内部統制部門との関係につきましては、監査役監査基準

第29条（監査室等との連携）に基づき、監査役会において監査室との連携について、常勤監査役から適宜報告し

ております。

監査役会におきまして、各監査役から質疑等があった場合には、通常常勤監査役が監査室長と面談のうえ確認

し、監査役会で報告しております。もし至急であれば、監査室長が直接監査役会に出席のうえ報告しております。

常勤監査役と監査室長とは、毎月一回面談を行ない相互連携に努めております。

また、社外取締役及び社外監査役は、取締役会に出席し相互に情報の交換及び意見の確認を行なっております。

監査役監査及び会計監査との相互連携・内部統制部門との関係につきましては、監査役及び監査役会は会計監

査人から四半期に一回、監査役会にて会計監査、内部統制監査について報告を受け、意見及び情報の交換を行い連

携を保っております。また、常勤監査役と会計監査人とは、監査役会とは別に四半期に一回面談をしております。
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(8）役員報酬等

①役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分
報酬等の総額
（百万円）

報酬等の種類別の総額（百万円） 対象となる
役員の員数
（人）

基本報酬
ストック
オプション

賞与 退職慰労金

取締役

（社外取締役を除く。）
251 180 － 70 － 6

監査役

（社外監査役を除く。）
20 18 － 2 － 1

社外役員 22 22 － － － 5

 

②役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法

取締役の報酬等の額は、株主総会の決議により承認された報酬限度額の範囲内で、業績、財務状況及び経済情勢

を考慮のうえ、取締役会にて決定しております。

監査役の報酬等の額は、株主総会の決議により承認された報酬限度額の範囲内で、監査役の協議により決定し

ております。

 

(9）会社のコーポレート・ガバナンスの充実に向けた取り組みの最近１年間における実施状況

月１回の取締役会、必要に応じて臨時取締役会を開催した他、経営会議を月１回開催し、重要案件について迅速

・適切な意思決定をいたしました。

また、ＩＲ活動につきましては、適時開示を行い、積極的なＩＲ活動や会社説明会を通じて株主、投資家に「開か

れた、透明感のある企業」として認識いただくように努めております。さらに、コンプライアンスについては、会社

の指定する弁護士等社外専門家の助言を取り入れ、経営に法的統制が働く仕組みを構築しております。

 

(10）取締役の定数

当社の取締役は10名以内とする旨定款に定めております。

 

(11）取締役の選任の決議要件

当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主

が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。

また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。

 

(12）株主総会の特別決議要件

当社は、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主

の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨定款に定めておりま

す。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的

とするものであります。

 

(13）自己株式の取得

当社は、経済環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第２項の規定に

より、取締役会の決議によって市場取引等により自己株式を取得することができる旨を定款に定めております。

 

(14）中間配当

当社は、株主への利益還元をより機動的に行うため、取締役会の決議によって、毎年９月30日の最終の株主名簿

に記録された株主または登録株式質権者に対して会社法第454条第５項に定める中間配当をすることができる旨

を定款に定めております。

 

(15）責任限定契約の内容の概要

当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任

を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額としておりま

す。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役または社外監査役が責任の原因となった職務の遂行に

ついて善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
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(16）株式の保有状況

①投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額

21銘柄　1,299百万円

②保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的

前事業年度

特定投資株式

銘柄 株式数（株）
貸借対照表計上額

（百万円）
保有目的

日清食品ホールディングス㈱ 171,898 532
取引先としての関係強化及び安定取

引維持のため。

キユーピー㈱ 73,800 89
取引先としての関係強化及び安定取

引維持のため。

㈱みずほフィナンシャルグループ 280,000 37
当社の取引銀行であり、持続的な協

力関係を維持していくため。

加藤産業㈱ 13,975 22
取引先としての関係強化及び安定取

引維持のため。

㈱三井住友フィナンシャルグループ 6,000 16
当社の取引銀行であり、持続的な協

力関係を維持していくため。

三菱食品㈱ 5,390 11
取引先としての関係強化及び安定取

引維持のため。

㈱いなげや 8,516 7
取引先としての関係強化及び安定取

引維持のため。

㈱サトー商会 5,739 4
取引先としての関係強化及び安定取

引維持のため。

㈱ライフコーポレーション 2,898 3
取引先としての関係強化及び安定取

引維持のため。

フジッコ㈱ 3,168 3
取引先としての関係強化及び安定取

引維持のため。

㈱トーカン 2,000 2
取引先としての関係強化及び安定取

引維持のため。

㈱王将フードサービス 1,320 2
取引先としての関係強化及び安定取

引維持のため。

㈱東武ストア 3,750 1
取引先としての関係強化及び安定取

引維持のため。

㈱マルタイ 2,200 0
取引先としての関係強化及び安定取

引維持のため。

㈱丸久 1,000 0
取引先としての関係強化及び安定取

引維持のため。

㈱オリンピック 1,000 0
取引先としての関係強化及び安定取

引維持のため。

㈱マルエツ 1,298 0
取引先としての関係強化及び安定取

引維持のため。

伊藤忠食品㈱ 100 0
取引先としての関係強化及び安定取

引維持のため。

㈱大光 204 0
取引先としての関係強化及び安定取

引維持のため。
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当事業年度

特定投資株式

銘柄 株式数（株）
貸借対照表計上額

（百万円）
保有目的

日清食品ホールディングス㈱ 173,017 758
取引先としての関係強化及び安定取

引維持のため。

キユーピー㈱ 73,800 99
取引先としての関係強化及び安定取

引維持のため。

㈱みずほフィナンシャルグループ 280,000 55
当社の取引銀行であり、持続的な協

力関係を維持していくため。

加藤産業㈱ 13,975 27
取引先としての関係強化及び安定取

引維持のため。

㈱三井住友フィナンシャルグループ 6,000 22
当社の取引銀行であり、持続的な協

力関係を維持していくため。

三菱食品㈱ 5,600 16
取引先としての関係強化及び安定取

引維持のため。

㈱いなげや 8,990 9
取引先としての関係強化及び安定取

引維持のため。

㈱サトー商会 6,174 5
取引先としての関係強化及び安定取

引維持のため。

㈱ライフコーポレーション 2,898 3
取引先としての関係強化及び安定取

引維持のため。

㈱王将フードサービス 1,320 3
取引先としての関係強化及び安定取

引維持のため。

フジッコ㈱ 3,168 3
取引先としての関係強化及び安定取

引維持のため。

㈱トーカン 2,000 3
取引先としての関係強化及び安定取

引維持のため。

㈱東武ストア 3,750 0
取引先としての関係強化及び安定取

引維持のため。

㈱丸久 1,000 0
取引先としての関係強化及び安定取

引維持のため。

㈱マルタイ 2,200 0
取引先としての関係強化及び安定取

引維持のため。

㈱オリンピック 1,000 0
取引先としての関係強化及び安定取

引維持のため。

㈱マルエツ 1,298 0
取引先としての関係強化及び安定取

引維持のため。

伊藤忠食品㈱ 100 0
取引先としての関係強化及び安定取

引維持のため。

㈱大光 489 0
取引先としての関係強化及び安定取

引維持のため。
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（２）【監査報酬の内容等】

①【監査公認会計士等に対する報酬の内容】

前事業年度 当事業年度
監査証明業務に基づく報酬

（百万円）
非監査業務に基づく報酬

（百万円）
監査証明業務に基づく報酬

（百万円）
非監査業務に基づく報酬

（百万円）

26 － 26 0

 

②【その他重要な報酬の内容】

（前事業年度）

該当事項はありません。

（当事業年度）

該当事項はありません。

 

③【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

（前事業年度）

該当事項はありません。

（当事業年度）

当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容としましては、東京証券取引所市場

第一部銘柄指定のための書類作成に関する助言業務について対価を支払っております。

 

④【監査報酬の決定方針】

当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査公認会計士等より監査計画の提

示・説明を受けた後、その具体的内容（監査日程・監査項目・報酬金額等）について協議し、当社の規模・特

性等を勘案したうえ、監査役会の同意を得て決定しております。
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第５【経理の状況】

１．財務諸表の作成方法について

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）に基づ

いて作成しております。

 

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、事業年度（平成24年４月１日から平成25年３月31日

まで）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより監査を受けております。

 

３．連結財務諸表について

当社は子会社がありませんので、連結財務諸表を作成しておりません。

 

４．財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

当社は、財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の内容を

適切に把握し、会計基準等の変更等について的確に対応することができる体制を整備するため、公益財団法人財務

会計基準機構へ加入し、情報の収集に努めております。
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１【財務諸表等】
（１）【財務諸表】
①【貸借対照表】

(単位：百万円)

前事業年度
(平成24年３月31日)

当事業年度
(平成25年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 7,068 8,159

受取手形 ※2
 4

※2
 2

売掛金 ※1
 4,534

※1
 4,457

商品及び製品 891 851

仕掛品 551 609

原材料及び貯蔵品 3,033 2,888

前払費用 175 159

繰延税金資産 213 201

未収入金 30 29

その他 35 50

流動資産合計 16,540 17,411

固定資産

有形固定資産

建物 2,871 2,898

減価償却累計額 △1,329 △1,419

建物（純額） 1,542 1,479

構築物 707 711

減価償却累計額 △416 △441

構築物（純額） 291 269

機械及び装置 ※4
 7,461 7,591

減価償却累計額 △5,798 △6,097

機械及び装置（純額） 1,663 1,494

車両運搬具 97 ※4
 99

減価償却累計額 △75 △81

車両運搬具（純額） 21 18

工具、器具及び備品 517 540

減価償却累計額 △444 △461

工具、器具及び備品（純額） 73 79

土地 1,540 1,480

建設仮勘定 － 0

有形固定資産合計 5,132 4,822

無形固定資産

ソフトウエア 6 22

電話加入権 6 6

水道施設利用権 3 2

無形固定資産合計 16 32
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(単位：百万円)

前事業年度
(平成24年３月31日)

当事業年度
(平成25年３月31日)

投資その他の資産

投資有価証券 990 1,299

出資金 0 0

従業員に対する長期貸付金 37 19

破産更生債権等 43 43

長期前払費用 7 5

繰延税金資産 257 163

会員権 44 42

差入保証金 45 44

その他 161 172

貸倒引当金 △77 △76

投資その他の資産合計 1,512 1,714

固定資産合計 6,661 6,568

資産合計 23,201 23,979

負債の部

流動負債

買掛金 ※1
 2,045

※1
 1,787

未払金 ※1
 1,150

※1
 1,131

未払費用 36 31

未払法人税等 563 518

未払消費税等 116 67

預り金 32 29

賞与引当金 179 178

役員賞与引当金 68 73

その他 － 7

流動負債合計 4,194 3,825

固定負債

退職給付引当金 700 707

資産除去債務 70 71

長期未払金 41 41

固定負債合計 812 820

負債合計 5,006 4,645
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(単位：百万円)

前事業年度
(平成24年３月31日)

当事業年度
(平成25年３月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 2,160 2,160

資本剰余金

資本準備金 3,082 3,082

資本剰余金合計 3,082 3,082

利益剰余金

利益準備金 250 250

その他利益剰余金

別途積立金 8,940 9,240

繰越利益剰余金 3,720 4,355

利益剰余金合計 12,911 13,845

自己株式 △0 △0

株主資本合計 18,153 19,088

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 21 216

繰延ヘッジ損益 19 28

評価・換算差額等合計 40 245

純資産合計 18,194 19,334

負債純資産合計 23,201 23,979
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②【損益計算書】
(単位：百万円)

前事業年度
(自　平成23年４月１日
　至　平成24年３月31日)

当事業年度
(自　平成24年４月１日
　至　平成25年３月31日)

売上高 ※7
 21,366

※7
 21,435

売上原価

製品期首たな卸高 905 891

当期製品製造原価 ※7
 11,951

※7
 12,101

当期商品仕入高 3 2

合計 12,860 12,996

他勘定振替高 ※1
 22

※1
 49

製品期末たな卸高 891 851

売上原価合計 11,945 12,094

売上総利益 9,421 9,340

販売費及び一般管理費 ※2, ※3
 6,814

※2, ※3
 7,063

営業利益 2,606 2,277

営業外収益

受取利息 3 3

受取配当金 43 42

為替差益 3 217

雑収入 19 13

営業外収益合計 70 277

営業外費用

支払手数料 33 6

株式上場費用 26 8

雑損失 6 1

営業外費用合計 65 16

経常利益 2,611 2,537

特別利益

固定資産売却益 ※4
 0

※4
 7

投資有価証券売却益 － 0

補助金収入 35 0

特別利益合計 35 7

特別損失

固定資産除売却損 ※5
 29

※5
 15

固定資産圧縮損 26 0

投資有価証券売却損 0 －

減損損失 － ※6
 61

会員権評価損 0 2

特別損失合計 56 80

税引前当期純利益 2,590 2,465

法人税、住民税及び事業税 1,125 927

法人税等調整額 24 △7

法人税等合計 1,150 920

当期純利益 1,439 1,545
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【製造原価明細書】

  
前事業年度

(自　平成23年４月１日
至　平成24年３月31日)

当事業年度
(自　平成24年４月１日
至　平成25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
（％）

Ⅰ．材料費   8,97775.8 9,18675.6

Ⅱ．労務費   897 7.6 926 7.6

Ⅲ．経費        

１．減価償却費  592  562  

２．その他の経費  1,367 1,96016.6 1,484 2,04716.8

当期総製造費用   11,835100.0 12,159100.0

仕掛品期首たな卸高   667  551 

合計   12,503  12,711 

仕掛品期末たな卸高   551  609 

当期製品製造原価   11,951  12,101 

        

（注）　当社の原価計算の方法は実際原価による工程別総合原価計算を採用しております。
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③【株主資本等変動計算書】
(単位：百万円)

前事業年度
(自　平成23年４月１日
　至　平成24年３月31日)

当事業年度
(自　平成24年４月１日
　至　平成25年３月31日)

株主資本

資本金

当期首残高 2,160 2,160

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,160 2,160

資本剰余金

資本準備金

当期首残高 3,082 3,082

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 3,082 3,082

資本剰余金合計

当期首残高 3,082 3,082

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 3,082 3,082

利益剰余金

利益準備金

当期首残高 250 250

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 250 250

その他利益剰余金

別途積立金

当期首残高 8,640 8,940

当期変動額

別途積立金の積立 300 300

当期変動額合計 300 300

当期末残高 8,940 9,240

繰越利益剰余金

当期首残高 3,192 3,720

当期変動額

別途積立金の積立 △300 △300

剰余金の配当 △610 △610

当期純利益 1,439 1,545

当期変動額合計 528 634

当期末残高 3,720 4,355

利益剰余金合計

当期首残高 12,082 12,911

当期変動額

別途積立金の積立 － －

剰余金の配当 △610 △610

当期純利益 1,439 1,545

当期変動額合計 828 934

当期末残高 12,911 13,845
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(単位：百万円)

前事業年度
(自　平成23年４月１日
　至　平成24年３月31日)

当事業年度
(自　平成24年４月１日
　至　平成25年３月31日)

自己株式

当期首残高 △0 △0

当期変動額

当期変動額合計 － △0

当期末残高 △0 △0

株主資本合計

当期首残高 17,325 18,153

当期変動額

剰余金の配当 △610 △610

当期純利益 1,439 1,545

自己株式の取得 － △0

当期変動額合計 828 934

当期末残高 18,153 19,088

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

当期首残高 △8 21

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

29 195

当期変動額合計 29 195

当期末残高 21 216

繰延ヘッジ損益

当期首残高 16 19

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

2 9

当期変動額合計 2 9

当期末残高 19 28

評価・換算差額等合計

当期首残高 8 40

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

32 204

当期変動額合計 32 204

当期末残高 40 245

純資産合計

当期首残高 17,333 18,194

当期変動額

剰余金の配当 △610 △610

当期純利益 1,439 1,545

自己株式の取得 － △0

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 32 204

当期変動額合計 860 1,139

当期末残高 18,194 19,334
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④【キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)

前事業年度
(自　平成23年４月１日
　至　平成24年３月31日)

当事業年度
(自　平成24年４月１日
　至　平成25年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益 2,590 2,465

減価償却費 653 613

減損損失 － 61

その他の償却額 3 3

賞与引当金の増減額（△は減少） 0 △1

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △3 5

退職給付引当金の増減額（△は減少） 47 7

貸倒引当金の増減額（△は減少） 0 △0

受取利息及び受取配当金 △47 △46

支払手数料 33 6

為替差損益（△は益） △0 0

投資有価証券売却損益（△は益） 0 △0

会員権評価損 0 2

有形固定資産除売却損益（△は益） 29 7

無形固定資産除売却損益（△は益） － 0

固定資産圧縮損 26 0

株式上場費用 26 8

補助金収入 △35 △0

売上債権の増減額（△は増加） △89 86

破産更生債権等の増減額（△は増加） △18 0

たな卸資産の増減額（△は増加） 116 126

前払費用の増減額（△は増加） △74 14

未収入金の増減額（△は増加） △2 0

その他の資産の増減額（△は増加） 9 △9

仕入債務の増減額（△は減少） △375 △257

未払金の増減額（△は減少） △45 67

未払費用の増減額（△は減少） 8 △5

未払消費税等の増減額（△は減少） 92 △53

その他の負債の増減額（△は減少） 0 △2

小計 2,947 3,102

利息及び配当金の受取額 47 46

支払手数料の支払額 △34 △7

補助金の受取額 35 0

法人税等の支払額 △1,158 △973

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,836 2,167
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(単位：百万円)

前事業年度
(自　平成23年４月１日
　至　平成24年３月31日)

当事業年度
(自　平成24年４月１日
　至　平成25年３月31日)

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 △602 △450

無形固定資産の取得による支出 △3 △12

有形固定資産の売却による収入 0 9

有形固定資産の除却による支出 △10 △5

資産除去債務の履行による支出 － △0

投資有価証券の取得による支出 △5 △5

投資有価証券の売却による収入 0 0

貸付金の回収による収入 3 18

投資活動によるキャッシュ・フロー △616 △445

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

株式上場費用の支払額 △14 △20

配当金の支払額 △610 △610

財務活動によるキャッシュ・フロー △625 △631

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 594 1,091

現金及び現金同等物の期首残高 6,459 7,053

現金及び現金同等物の期末残高 ※1
 7,053

※1
 8,144
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【注記事項】

（継続企業の前提に関する事項）

該当事項はありません。

　

（重要な会計方針）

１．有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

時価のあるもの

決算日の市場価額等に基づく時価法（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）を採用しております。

時価のないもの

移動平均法による原価法を採用しております。

２．デリバティブ等の評価基準及び評価方法

デリバティブ

時価法を採用しております。

３．たな卸資産の評価基準及び評価方法

(1）商品・原材料

移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）を採用

しております。

(2）製品・仕掛品

総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）を採用し

ております。

(3）貯蔵品

最終仕入原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）を採用しており

ます。

４．固定資産の減価償却の方法

(1）有形固定資産（リース資産を除く）

定率法（ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物付属設備を除く。）については定額法）を採用

しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物　　　　　　３～60年

機械及び装置　　７～10年

(2）無形固定資産（リース資産を除く）

定額法を採用しております。

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法を採用してお

ります。

５．外貨建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、期末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おります。

６．引当金の計上基準

(1）貸倒引当金

債権の貸倒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おります。

(2）賞与引当金

従業員の賞与の支給に備えて、賞与支給見込額の当期負担額を計上しております。

(3）役員賞与引当金

役員賞与の支給に備えて、当事業年度における支給見込額に基づき計上しております。

(4）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の見込額に基づき計上しております。
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７．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おります。ただし、為替予約の振当処理の要件を満たすものについては振当処理を採

用しております。

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段・・・為替予約取引

ヘッジ対象・・・外貨建の買掛金

(3) ヘッジ方針

社内のリスク管理方針に基づき為替変動リスクをヘッジしております。

(4) ヘッジの有効性評価の方法

ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計を比較し、

両者の変動額等を基礎にして判断しております。

８．キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

キャッシュ・フロー計算書における資金（現金及び現金同等物）は、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おります。

９．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

消費税等の処理方法

税抜方式によっております。

 

（会計方針の変更）

（減価償却方法の変更）

当社は、法人税法の改正に伴い、当事業年度より、平成24年４月１日以後に取得した有形固定資産について、改正後

の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。

これにより、従来の方法に比べて、当事業年度の減価償却費が12百万円減少し、営業利益、経常利益及び税引前当期

純利益はそれぞれ12百万円増加しております。

　

（表示方法の変更）

（損益計算書）

前事業年度において、独立掲記していた「営業外収益」の「受取補償金」は、営業外収益の総額の100分の10以下と

なったため、当事業年度より「雑収入」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年

度の財務諸表の組替えを行っております。

この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外収益」の「受取補償金」に表示していた7百万円は、「雑収

入」として組み替えております。

 

（貸借対照表関係）

※１　関係会社項目

　関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。

  
前事業年度

（平成24年３月31日）
当事業年度

（平成25年３月31日）

流動資産    

売掛金  2,835百万円 2,763百万円

流動負債    

買掛金  872 833

未払金  31 32

 

※２　期末日満期手形

　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おります。なお、当期の末日が金融機

関の休日であったため、次の期末日満期手形が期末残高に含まれております。

  
前事業年度

（平成24年３月31日）
当事業年度

（平成25年３月31日）

受取手形  1百万円 1百万円
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※３　当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行４行と特定融資枠契約（シンジケーション方式によるコ

ミットメントライン）を締結しております。これらの契約に基づく当事業年度末の借入未実行残高等は次のとおり

であります。

 
前事業年度

（平成24年３月31日）
当事業年度

（平成25年３月31日）

特定融資枠契約の総額 3,000百万円 3,000百万円

借入実行残高 － －

借入未実行残高 3,000 3,000

 

※４　圧縮記帳

取得価額から控除している補助金収入等による圧縮記帳額は次のとおりであります。

  
前事業年度

（平成24年３月31日）
当事業年度

（平成25年３月31日）

機械及び装置  26百万円 －百万円

車両運搬具  －百万円 0百万円

 

（損益計算書関係）

※１　他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。

前事業年度
（自　平成23年４月１日
至　平成24年３月31日）

当事業年度
（自　平成24年４月１日
至　平成25年３月31日）

広告宣伝費 18百万円  21百万円

その他 4  28

計 22  49

 

※２　販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度72％、当事業年度72％、一般管理費に属する費用のおおよその

割合は前事業年度28％、当事業年度28％であります。

　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

　
前事業年度

（自　平成23年４月１日
至　平成24年３月31日）

当事業年度
（自　平成24年４月１日
至　平成25年３月31日）

運送費及び保管料 1,128百万円 1,118百万円

販売促進費 2,786 3,121

広告宣伝費 725 618

給料及び手当 562 581

賞与引当金繰入額 90 87

役員賞与引当金繰入額 68 73

減価償却費 58 47

 

※３　一般管理費に含まれる研究開発費の総額

前事業年度
（自　平成23年４月１日
至　平成24年３月31日）

当事業年度
（自　平成24年４月１日
至　平成25年３月31日）

59百万円 61百万円

 

※４　固定資産売却益の内容は次のとおりであります。

　
前事業年度

（自　平成23年４月１日
至　平成24年３月31日）

当事業年度
（自　平成24年４月１日
至　平成25年３月31日）

車両運搬具 0百万円 －百万円

土地 －百万円 7百万円

計 0 7
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※５　固定資産除売却損の内容は次のとおりであります。

固定資産除却損

　
前事業年度

（自　平成23年４月１日
至　平成24年３月31日）

当事業年度
（自　平成24年４月１日
至　平成25年３月31日）

建物 3百万円 0百万円

構築物 5 0

機械及び装置 19 13

車両運搬具 0 0

工具、器具及び備品 0 0

ソフトウエア － 0

計 29 15

 

固定資産売却損

　
前事業年度

（自　平成23年４月１日
至　平成24年３月31日）

当事業年度
（自　平成24年４月１日
至　平成25年３月31日）

車両運搬具 0百万円 0百万円

計 0 0

　

※６　減損損失

　当事業年度において、当社は以下の資産グループについて減損損失を計上しております。

用途 種類 場所 金額

遊休資産 土地 兵庫県神戸市 61百万円

当社は事業用資産については、事業の区分をもとにグルーピングしており、遊休資産については個別資産ごとに

グルーピングを行っております。

当事業年度において、事業資産の一部について具体的な使用の目途が立っておらず、遊休資産として認識すべき

状況になったことから、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上してお

ります。

回収可能価額は正味売却価額により測定しており、社外の不動産鑑定士による不動産鑑定評価書に基づき算定

しております。

なお、前事業年度については、該当事項はありません。

 

※７　関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。

前事業年度
（自　平成23年４月１日
至　平成24年３月31日）

当事業年度
（自　平成24年４月１日
至　平成25年３月31日）

関係会社への売上高 12,649百万円  12,476百万円

関係会社からの仕入高 5,314  5,173

 

（株主資本等変動計算書関係）

前事業年度（自　平成23年４月１日　至　平成24年３月31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

 
当事業年度期首株式
数（千株）

当事業年度増加株式
数（千株）

当事業年度減少株式
数（千株）

当事業年度末株式数
（千株）

発行済株式     

普通株式 9,400 － － 9,400

合計 9,400 － － 9,400

自己株式     

普通株式 0 － － 0

合計 0 － － 0
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２．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

平成23年６月23日

定時株主総会
普通株式 610 65 平成23年３月31日平成23年６月24日

(2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

 
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（百万円）

配当の原資
１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

平成24年６月26日

定時株主総会
普通株式 610利益剰余金 65平成24年３月31日平成24年６月27日

 　

当事業年度（自　平成24年４月１日　至　平成25年３月31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

 
当事業年度期首株式
数（千株）

当事業年度増加株式
数（千株）

当事業年度減少株式
数（千株）

当事業年度末株式数
（千株）

発行済株式     

普通株式 9,400 － － 9,400

合計 9,400 － － 9,400

自己株式     

普通株式 0 0 － 0

合計 0 0 － 0

 （注）普通株式の自己株式の株式数の増加0千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

 

２．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

平成24年６月26日

定時株主総会
普通株式 610 65 平成24年３月31日平成24年６月27日

(2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

 
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（百万円）

配当の原資
１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

平成25年６月25日

定時株主総会
普通株式 704利益剰余金 75平成25年３月31日平成25年６月26日

 

　

（キャッシュ・フロー計算書関係）

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

 
前事業年度

（自  平成23年４月１日
至  平成24年３月31日）

当事業年度
（自  平成24年４月１日
至  平成25年３月31日）

現金及び預金勘定 7,068百万円 8,159百万円

預入期間が３か月を超える定期預金 △15 △15

現金及び現金同等物 7,053 8,144
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（金融商品関係）

１．金融商品の状況に関する事項

(1)金融商品に対する取組方針

当社は、設備投資計画に照らして、必要な資金を主に営業活動による現金収入により確保しております。また、

一時的な余資は主に流動性の高い金融資産で運用しております。デリバティブ取引は、将来の為替・金利の変動

によるリスク回避を目的として利用しており、投機的な取引は行わない方針であります。
　
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びに管理体制

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、当該リスクに関しては、

与信管理部署である販売業務部において、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な取引先の信

用状況を年度ごとに把握する体制をとっております。

投資有価証券は、業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。また、

当該リスクに関しては、管理部において定期的に時価や発行体の財務状況を把握する体制をとっております。

営業債務である買掛金は、そのほとんどが５ヶ月以内の支払期日であります。

また、営業債務などの流動負債はその決済時において流動性リスクに晒されますが、当社では月次に資金繰計

画を作成するなどの方法により管理しております。

デリバティブ取引は、外貨建ての営業債権債務に係る為替の変動リスクに対するヘッジを目的とした為替予約

取引であります。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等に

ついては、前述の重要な会計方針「７．ヘッジ会計の方法」をご参照下さい。

また、デリバティブ取引については、取引の契約先を信用度の高い商社に限っているため、相手先の契約不履行

によるリスクはほとんどないと認識しております。また、為替予約取引の執行・管理については、取引権限及び取

引限度額等を定めた社内ルールに従い、外貨建輸入取引実行時に原料購入部門が行っており、取引の都度、経理部

門に報告をしております。
　
(3)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価格のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価格が含ま

れております。当該価格の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することに

より、当該価格が変動することがあります。
 

２．金融商品の時価等に関する事項

貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極め

て困難と認められるものは含まれておりません（（注）２．参照）。

 

前事業年度（平成24年３月31日）

 
貸借対照表計上額
（百万円）

時価（百万円） 差額（百万円）

(1）現金及び預金 7,068 7,068 －

(2）受取手形 4 4 －

(3）売掛金 4,534 4,534 －

(4）投資有価証券 740 740 －

資産計 12,347 12,347 －

(1）買掛金 2,045 2,045 －

(2）未払金 1,150 1,150 －

(3）未払法人税等 563 563 －

負債計 3,759 3,759 －

 デリバティブ取引(*1) 31 31 －

(*1)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項

目については（ ）で示しております。
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当事業年度（平成25年３月31日）

 
貸借対照表計上額
（百万円）

時価（百万円） 差額（百万円）

(1）現金及び預金 8,159 8,159 －

(2）受取手形 2 2 －

(3）売掛金 4,457 4,457 －

(4）投資有価証券 1,013 1,013 －

資産計 13,633 13,633 －

(1）買掛金 1,787 1,787 －

(2）未払金 1,131 1,131 －

(3）未払法人税等 518 518 －

負債計 3,436 3,436 －

 デリバティブ取引(*1) 46 46 －

(*1)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項

目については（ ）で示しております。

 

（注）１．金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

資　産

(1)現金及び預金、(2)受取手形、(3)売掛金

これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額に

よっております。

(4)投資有価証券

これらの時価について、株式等は取引所の価格によっており、債券は取引所の価格又は取引金融機関等か

ら提示された価格によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事項

「有価証券関係」をご参照下さい。

負　債

(1)買掛金、(2)未払金、(3)未払法人税等

これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額に

よっております。

デリバティブ取引

デリバティブ取引の時価は、為替予約等の予定取引における当期末時点の評価差額によるものであります。

また、為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている買掛金と一体として処理されているた

め、その時価は当該買掛金の時価に含めて記載しております。

 

（注）２．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

（単位：百万円）

区分
前事業年度

（平成24年３月31日）
当事業年度

（平成25年３月31日）

非上場株式(*1) 250 285

(*1)これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「（4）

投資有価証券」には含めておりません。
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（注）３．金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

前事業年度（平成24年３月31日）

　
１年以内
(百万円）

１年超５年以内
(百万円）

５年超10年以内
(百万円）

10年超
(百万円）

現金及び預金 7,068 － － －

受取手形 4 － － －

売掛金 4,534 － － －

合計 11,606 － － －

 

当事業年度（平成25年３月31日）

 
１年以内
(百万円）

１年超５年以内
(百万円）

５年超10年以内
(百万円）

10年超
(百万円）

現金及び預金 8,159 － － －

受取手形 2 － － －

売掛金 4,457 － － －

合計 12,619 － － －

 

（注）４．社債、長期借入金、リース債務及びその他の有利子負債の決算日後の返済予定額

該当事項はありません。

 

（有価証券関係）

１．その他有価証券で時価のあるもの

前事業年度（平成24年３月31日）

 種類
貸借対照表計上額

（百万円）

取得原価

（百万円）
差額（百万円）

貸借対照表計上額が取得

原価を超えるもの

（1）株式 725 622 103

（2）その他 － － －

小計 725 622 103

貸借対照表計上額が取得

原価を超えないもの

（1）株式 14 15 △1

（2）その他 － － －

小計 14 15 △1

合計 740 637 102

（注）非上場株式（貸借対照表計上額　250百万円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて

困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。

 

当事業年度（平成25年３月31日）

 種類
貸借対照表計上額

（百万円）

取得原価

（百万円）
差額（百万円）

貸借対照表計上額が取得

原価を超えるもの

（1）株式 1,010 638 371

（2）その他 － － －

小計 1,010 638 371

貸借対照表計上額が取得

原価を超えないもの

（1）株式 2 3 △1

（2）その他 － － －

小計 2 3 △1

合計 1,013 642 370

（注）非上場株式（貸借対照表計上額　285百万円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて

困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
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２．売却したその他有価証券

前事業年度（自　平成23年４月１日　至　平成24年３月31日）

種類 売却額（百万円）
売却益の合計額

（百万円）

売却損の合計額

（百万円）

(1）株式 0 － 0

(2）その他 － － －

合計 0 － 0

 

当事業年度（自　平成24年４月１日　至　平成25年３月31日）

種類 売却額（百万円）
売却益の合計額

（百万円）

売却損の合計額

（百万円）

(1）株式 0 0 －

(2）その他 － － －

合計 0 0 －

 

　

（デリバティブ取引関係）

ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

通貨関連

前事業年度（平成24年３月31日）

ヘッジ会計の方法 取引の種類 主なヘッジ対象
契約額等

（百万円）

契約額等の

うち１年超

（百万円）

時価

（百万円）

当該時価の算

定方法

為替予約等の

振当処理

為替予約取引

買建

米ドル

買掛金
893 －

（注）
取引金融機関

から提示され

た価格に基づ

く706 － 31

合計 1,599 － 31 

（注）為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている買掛金と一体として処理されているため、

その時価は、当該買掛金の時価に含めて記載しております。

 

当事業年度（平成25年３月31日）

ヘッジ会計の方法 取引の種類 主なヘッジ対象
契約額等

（百万円）

契約額等の

うち１年超

（百万円）

時価

（百万円）

当該時価の算

定方法

為替予約等の

振当処理

為替予約取引

買建

米ドル

買掛金
704 －

（注）
取引金融機関

から提示され

た価格に基づ

く1,937 － 46

合計 2,641 － 46 

（注）為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている買掛金と一体として処理されているため、

その時価は、当該買掛金の時価に含めて記載しております。
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（退職給付関係）

１．採用している退職給付制度の概要

当社は、退職金規程に基づく社内積立の退職一時金制度に加えて、酒フーズ厚生年金基金に加入していますが、

当該厚生年金基金制度は退職給付会計実務指針33項の例外処理に該当する制度であります。

また、当社は、確定拠出年金法の施行に伴い、平成20年10月に退職一時金制度の一部について確定拠出年金制度

へ移行し、「退職給付制度間の移行等に関する会計処理」（企業会計基準適用指針第１号）を適用しておりま

す。

２．退職給付債務及びその内訳

 前事業年度

（平成24年３月31日）

当事業年度

（平成25年３月31日）

退職給付債務  △700百万円   △707百万円  

退職給付引当金  △700百万円   △707百万円  

３．退職給付費用の内訳

　
 

前事業年度
（自　平成23年４月１日
至　平成24年３月31日）

当事業年度
（自　平成24年４月１日
至　平成25年３月31日）

勤務費用  65百万円   83百万円  

小計  65百万円   83百万円  

         

総合型厚生年金基金への拠出額  89百万円   89百万円  

従業員拠出額  △27百万円   △27百万円  

小計  61百万円   61百万円  

         

退職給付費用  126百万円   145百万円  

その他  10百万円   10百万円  

合計  136百万円   156百万円  

（注）厚生年金基金の代行部分を含めて表示しております。

「その他」は、確定拠出年金への掛金支払額であります。

 

４．要拠出額を退職給付費用として処理している複数事業主制度に関する事項

 
前事業年度

（自　平成23年４月１日
至　平成24年３月31日）

当事業年度
（自　平成24年４月１日
至　平成25年３月31日）

（１）積立状況に関する事項 （平成23年３月31日現在） （平成24年３月31日現在） 

年金資産の額  52,860百万円   50,818百万円  

年金財政計算上の給付債務の額  63,203   62,245  

差引額  △10,342   △11,427  

（２）制度全体に占める当社の拠出金
割合

（平成23年３月31日現在） （平成24年３月31日現在） 

 2.0％   2.0％  

（３）補足説明 上記（１）の差引額の主な要因は、

年金財政計算上の過去勤務債務残

高12,406百万円、別途積立金2,063

百万円であります。

上記（１）の差引額の主な要因は、

年金財政計算上の過去勤務債務残

高11,917百万円、当年度不足金

1,574百万円、別途積立金2,063百万

円であります。

 

（ストック・オプション等関係）

該当事項はありません。
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（税効果会計関係）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

 
前事業年度

（平成24年３月31日）
 

当事業年度

（平成25年３月31日）

（流動資産）    

繰延税金資産    

賞与引当金 68百万円 67百万円

未払金 91  100

未払事業税 41  40

未払費用 12  10

繰延税金資産計 213  219

繰延税金負債    

繰延ヘッジ損益 △11  △17

繰延税金負債計 △11  △17

繰延税金資産の純額 202  201

    

（固定資産）    

繰延税金資産    

退職給付引当金 251  252

資産除去債務 25  25

長期未払金 15  14

繰延資産 1  1

減価償却費 0  0

減損損失 －  21

貸倒引当金 21  20

投資有価証券 99  14

会員権 6  7

繰延税金資産計 421  360

繰延税金負債    

有形固定資産 △12  △11

株式売却益 △7  △7

その他有価証券評価差額金 △11  △120

繰延税金負債計 △31  △139

評価性引当額 △119  △57

繰延税金資産の純額 269  163

 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳

 
前事業年度

（平成24年３月31日）
 

当事業年度

（平成25年３月31日）

法定実効税率 40.69％  38.01％

（調整）    

交際費等永久に損金に算入されない項目 1.70  1.76

住民税均等割 0.67  0.70

税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 1.95  －

その他 △0.58  △3.16

税効果会計適用後の法人税等の負担率 44.43  37.31
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（持分法損益等）

該当事項はありません。

 

（企業結合等関係）

該当事項はありません。

　

（資産除去債務関係）

資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

イ　当該資産除去債務の概要

小豆島工場等の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務ならびに石綿障害予防規則および建設リサイクル

法に伴う撤去費用等であります。

ロ　当該資産除去債務の金額の算定方法

使用見込期間を当該資産の耐用年数に応じて9年から60年と見積り、割引率は使用見込期間に対応した国

債金利の0.95％から1.98％を使用して資産除去債務の金額を計算しております。

ハ　当該資産除去債務の総額の増減

 
前事業年度

（自　平成23年４月１日
至　平成24年３月31日）

当事業年度
（自　平成24年４月１日
至　平成25年３月31日）

期首残高 69百万円 70百万円

有形固定資産の取得に伴う増加額 － 0

時の経過による調整額 1 1

資産除去債務の履行による減少額 － △0

期末残高 70 71

 

（賃貸等不動産関係）

該当事項はありません。　
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

１．報告セグメントの概要

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源

の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。

当社は、製品の区分別のセグメントから構成されており、「ごま油事業」及び「食品ごま事業」の２つを報告

セグメントとしております。

「ごま油事業」は、家庭用及び業務用のごま油やごま油の副生成物である脱脂ごま等の製造及び販売を行って

おります。

「食品ごま事業」は、家庭用及び業務用のいりごまやねりごま等の製造及び販売を行っております。
 

２．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「重要な会計方針」における記載と同一であります。

報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。

（減価償却方法の変更）

当社は、法人税法の改正に伴い、当事業年度より、平成24年４月１日以後に取得した有形固定資産について、改

正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。

これにより、従来の方法に比べて、当事業年度のセグメント利益が、「ごま油事業」で7百万円、「食品ごま事

業」で5百万円それぞれ増加しております。
 
３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報

 
前事業年度（自　平成23年４月１日　至　平成24年３月31日）

（単位：百万円）

　
報告セグメント その他

（注１）
合計 調整額

財務諸表
計上額
（注２）ごま油 食品ごま 計

売上高 　 　 　 　 　 　 　

外部顧客への売上高 17,4813,88121,363 3 21,366 － 21,366

計 17,4813,88121,363 3 21,366 － 21,366

セグメント利益 2,064 542 2,606 0 2,606 － 2,606

セグメント資産 9,107 3,15112,258 － 12,25810,94223,201

その他の項目 　 　 　 　 　 　 　

減価償却費 477 176 653 － 653 － 653

有形固定資産及び

無形固定資産の増加額
148 158 306 － 306 261 567

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、「仕入商品販売」を含んで

おります。

２．セグメント利益は、財務諸表の営業利益と調整を行っております。

 

当事業年度（自　平成24年４月１日　至　平成25年３月31日）

（単位：百万円）

　
報告セグメント その他

（注１）
合計 調整額

財務諸表
計上額
（注２）ごま油 食品ごま 計

売上高 　 　 　 　 　 　 　

外部顧客への売上高 17,6423,78921,431 3 21,435 － 21,435

計 17,6423,78921,431 3 21,435 － 21,435

セグメント利益 1,828 448 2,276 0 2,277 － 2,277

セグメント資産 8,488 3,05811,546 － 11,54612,43323,979

その他の項目 　 　 　 　 　 　 　

減価償却費 429 184 613 － 613 － 613

有形固定資産及び

無形固定資産の増加額
173 141 315 － 315 78 393

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、「仕入商品販売」を含んで

おります。

２．セグメント利益は、財務諸表の営業利益と調整を行っております。
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４．報告セグメント合計額と財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容（差異調整に関する事項）

（単位：百万円）

売上高 前事業年度 当事業年度

報告セグメント計 21,363 21,431

「その他」の区分の売上高 3 3

財務諸表の売上高 21,366 21,435

　

（単位：百万円）

利益 前事業年度 当事業年度

報告セグメント計 2,606 2,276

「その他」の区分の利益 0 0

財務諸表の営業利益 2,606 2,277

　

（単位：百万円）

資産 前事業年度 当事業年度

報告セグメント計 12,258 11,546

「その他」の区分の資産 － －

全社資産（注） 10,942 12,433

財務諸表の資産合計 23,201 23,979

（注）全社資産は、報告セグメントに帰属しない共用固定資産及び投資その他の資産であります。

（単位：百万円）

その他の項目

報告セグメント計 その他 調整額 財務諸表計上額

前事業

年度

当事業

年度

前事業

年度

当事業

年度

前事業

年度

当事業

年度

前事業

年度

当事業

年度

有形固定資産及び無

形固定資産の増加額
306 315 － － 261 78 567 393

（注）有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、共用有形固定資産及び無形固定資産であります。

【関連情報】

前事業年度（自　平成23年４月１日　至　平成24年３月31日）

１．製品及びサービスごとの情報

（単位：百万円）

 ごま油 食品ごま その他 合計

外部顧客への売上高 17,481 3,881 3 21,366

 

２．地域ごとの情報

(1）売上高

本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。

 

(2）有形固定資産

海外に所在する有形固定資産はありません。

 

３．主要な顧客ごとの情報

（単位：百万円）

顧客の氏名又は名称 売上高 関連するセグメント名
三井物産株式会社 9,235ごま油、食品ごま
三菱商事株式会社 3,412ごま油、食品ごま
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当事業年度（自　平成24年４月１日　至　平成25年３月31日）

１．製品及びサービスごとの情報

（単位：百万円）

 ごま油 食品ごま その他 合計

外部顧客への売上高 17,642 3,789 3 21,435

 

２．地域ごとの情報

(1）売上高

本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。

 

(2）有形固定資産

海外に所在する有形固定資産はありません。

 

３．主要な顧客ごとの情報

（単位：百万円）

顧客の氏名又は名称 売上高 関連するセグメント名
三井物産株式会社 8,975ごま油、食品ごま
三菱商事株式会社 3,499ごま油、食品ごま

　

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

前事業年度（自平成23年４月１日　至平成24年３月31日）

該当事項はありません。

　

当事業年度（自平成24年４月１日　至平成25年３月31日）

（単位：百万円）

 
報告セグメント

その他 合計 調整額
財務諸表
計上額ごま油 食品ごま 計

減損損失 － － － － － 61 61

 

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

前事業年度（自平成23年４月１日　至平成24年３月31日）

該当事項はありません。

　

当事業年度（自平成24年４月１日　至平成25年３月31日）

該当事項はありません。

　

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

前事業年度（自平成23年４月１日　至平成24年３月31日）

該当事項はありません。

　

当事業年度（自平成24年４月１日　至平成25年３月31日）

該当事項はありません。
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【関連当事者情報】

財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等

前事業年度（自　平成23年４月１日　至　平成24年３月31日）

種類
会社等の
名称又は
氏名

所在地
資本金又
は出資金
(百万円)

事業の内容
又は職業

議決権等
の所有
(被所有)
割合(％)

役員の
兼任等

関連当事者と
の関係

取引の内容
取引金額
(百万円)

科目
期末残高
（百万円）

その他の関
係会社（当
該その他の
関係会社の
親会社を含
む）

三菱商事㈱ 東京都

千代田区

204,446総合商社 (被所有)

直接27.40%

－ 原材料の主要仕

入先(29.2%)で

あり製品の主要

販売代理店(

16.0%)

営業
取引

製品の
販売
(注1)

3,412売掛金 734

原材料の
仕入
(注1)

2,623買掛金 429

三井物産㈱ 東京都

千代田区

341,481総合商社 (被所有)

直接22.34%

－ 原材料の主要仕

入先(29.9%)で

あり製品の主要

販売代理店(

43.2%)

営業
取引

製品の
販売
(注1)

9,235売掛金 2,100

原材料等
の仕入
(注1)

2,690買掛金 443

営業取
引以外
の取引

販売促進
費他
(注1)

1 未払金 0

小澤物産㈱ 東京都

品川区

50流体搬送機

器・貯蔵用

機器等の販

売

(被所有)

直接16.50%

役員

2名

製品の保管荷役

及び運送委託

役員の兼任

営業
取引

製品の
販売
(注1)

1 売掛金 0

営業取
引以外
の取引

支払
運賃他
(注1)

333未払金 31

 

 

当事業年度（自　平成24年４月１日　至　平成25年３月31日）

種類
会社等の
名称又は
氏名

所在地
資本金又
は出資金
(百万円)

事業の内容
又は職業

議決権等
の所有
(被所有)
割合(％)

役員の
兼任等

関連当事者と
の関係

取引の内容
取引金額
(百万円)

科目
期末残高
（百万円）

その他の関
係会社（当
該その他の
関係会社の
親会社を含
む）

三菱商事㈱ 東京都

千代田区

204,446総合商社 (被所有)

直接26.35%

－ 原材料の主要仕

入先(21.8%)で

あり製品の主要

販売代理店(

16.3%)

営業
取引

製品の
販売
(注1)

3,499売掛金 781

原材料の
仕入
(注1)

1,964買掛金 243

三井物産㈱ 東京都

千代田区

341,481総合商社 (被所有)

直接21.48%

－ 原材料の主要仕

入先(35.5%)で

あり製品の主要

販売代理店(

41.9%)

営業
取引

製品の
販売
(注1)

8,975売掛金 1,981

原材料等
の仕入
(注1)

3,209買掛金 590

営業取
引以外
の取引

販売促進
費他
(注1)

4 未払金 0

小澤物産㈱ 東京都

品川区

50流体搬送機

器・貯蔵用

機器等の販

売

(被所有)

直接15.86%

役員

2名

製品の保管荷役

及び運送委託

役員の兼任

営業
取引

製品の
販売
(注1)

1 売掛金 0

営業取
引以外
の取引

支払
運賃他
(注1)

324未払金 31

（注）１．上記の金額の内、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

２．関連当事者との取引条件については、他の取引先と同様の条件であります。
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（１株当たり情報）

　
 

前事業年度
（自　平成23年４月１日
至　平成24年３月31日）

当事業年度
（自　平成24年４月１日
至　平成25年３月31日）

１株当たり純資産額 1,935円63銭 2,056円86銭

１株当たり当期純利益 153円14銭 164円45銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 潜在株式が存在しないため記載し

ておりません。

潜在株式が存在しないため記載し

ておりません。
 

（注）１株当たり当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。
 

 
前事業年度

(自　平成23年４月１日
至　平成24年３月31日)

当事業年度
(自　平成24年４月１日
至　平成25年３月31日)

１株当たり当期純利益   

当期純利益（百万円） 1,439 1,545

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る当期純利益（百万円） 1,439 1,545

期中平均株式数（千株） 9,399 9,399

 

（重要な後発事象）

該当事項はありません。
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⑤【附属明細表】

【有価証券明細表】

【株式】

銘柄 株式数（株）
貸借対照表計上額
（百万円）

投資有価証券
その他有価

証券

日清食品ホールディングス㈱ 173,017 758

SUPER DISCOVER INVESTMENT LTD.2,632,602 275

キユーピー㈱ 73,800 99

㈱みずほフィナンシャルグループ 280,000 55

加藤産業㈱ 13,975 27

㈱三井住友フィナンシャルグループ 6,000 22

三菱食品㈱ 5,600 16

㈱桃屋 50,000 10

㈱いなげや 8,990 9

㈱サトー商会 6,174 5

その他11銘柄 19,223 19

計 3,269,381 1,299

【有形固定資産等明細表】

資産の種類
当期首残高
（百万円）

当期増加額
（百万円）

当期減少額
（百万円）

当期末残高
（百万円）

当期末減価償
却累計額又は
償却累計額
(百万円)

当期償却額
（百万円）

差引当期末残
高
（百万円）

有形固定資産        

建物 2,871 29 2 2,898 1,419 91 1,479

構築物 707 4 － 711 441 25 269

機械及び装置 7,461 278 148 7,591 6,097 437 1,494

車両運搬具 97 10 8 99 81 12 18

工具、器具及び備品 517 47 24 540 461 41 79

土地 1,540 1
62

(61)
1,480 － － 1,480

建設仮勘定 － 372 372 0 － － 0

有形固定資産計 13,196 745
618

(61)
13,323 8,501 609 4,822

無形固定資産        

ソフトウエア 271 20 10 280 257 3 22

電話加入権 6 － － 6 － － 6

水道施設利用権 7 － － 7 5 0 2

無形固定資産計 286 20 10 295 263 3 32

長期前払費用 14 1 0 15 10 3 5

（注）１．当期増減額の主な内容は次のとおりであります。

増加

有形固定資産 建物 脱脂ごま保管倉庫建設工事 16百万円

 機械及び装置 脱脂ごま搬送設備改良工事 58百万円

 工具器具備品 タフテナ購入 10百万円

 建設仮勘定 脱脂ごま関連設備他 372百万円

無形固定資産 ソフトウェア 営業支援システム更新 12百万円

減少

有形固定資産 機械及び装置 色彩選別機除却 5百万円

 土地 神戸事業所土地減損損失 61百万円

 建設仮勘定 本勘定振替額 372百万円

２．「当期減少額」欄の（ ）内は内書きで、減損損失の計上額であります。
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【社債明細表】

該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

該当事項はありません。

 

【引当金明細表】

区分
当期首残高
（百万円）

当期増加額
（百万円）

当期減少額
（目的使用）
（百万円）

当期減少額
（その他）
（百万円）

当期末残高
（百万円）

貸倒引当金 77 － － 0 76

賞与引当金 179 178 179 － 178

役員賞与引当金 68 73 68 － 73

（注）貸倒引当金の当期減少額（その他）は、債権回収による取崩0百万円であります。

 

【資産除去債務明細表】

当事業年度期首及び当事業年度末における資産除去債務の金額が、当事業年度期首及び当事業年度末における

負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、財務諸表等規則第125条の２の規定により記載を省略して

おります。
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（２）【主な資産及び負債の内容】

①　資産の部

１）現金及び預金

内訳 金額（百万円）

現金 0

預金の種類  

当座預金 10

普通預金 1,630

定期預金 6,515

別段預金 2

小計 8,159

合計 8,159

 

２）受取手形

イ　相手先別内訳

相手先 金額（百万円）

関東食糧㈱ 2

豊味食品㈱ 0

合計 2

 

ロ　期日別内訳

期日別 金額（百万円）

平成25年４月 2

５月 －

６月 －

合計 2

 

３）売掛金

イ　相手先別内訳

相手先 金額（百万円）

三井物産㈱ 1,981

三菱商事㈱ 781

東亜商事㈱ 365

伊藤忠商事㈱ 255

国分㈱ 174

その他 899

合計 4,457
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ロ　売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高
（百万円）

当期発生高
（百万円）

当期回収高
（百万円）

当期末残高
（百万円）

回収率（％） 滞留期間（ヶ月）

(A) (B) (C) (D) (
Ｃ

─────
Ａ＋Ｂ

×100）(Ｄ ÷
Ｂ
──
12
）

4,534 22,445 22,522 4,457 83.4 2.3

（注）売掛金には、消費税等を含めております。

 

４）商品及び製品

品目 金額（百万円）

商品  

外注品油 －

小計 －

製品  

ごま油 625

食品ごま 220

脱脂ごま 6

小計 851

合計 851

 

５）仕掛品

品目 金額（百万円）

ごま油 588

食品ごま 21

合計 609

 

６）原材料及び貯蔵品

品目 金額（百万円）

原材料  

ごま種子原料 2,686

原料油等 47

容器等 95

小計 2,829

貯蔵品  

重油他操業用資材 14

圧搾機部品他工事用資材 44

小計 58

合計 2,888
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②　負債の部

１）買掛金

相手先 金額（百万円）

三井物産㈱ 590

日本山村硝子㈱ 253

三菱商事㈱ 243

東洋製罐㈱ 174

㈱グリーンパッケージ 87

その他 438

合計 1,787

 

２）未払金

相手先 金額（百万円）

㈱ＡＤＫインターナショナル 80

小澤物産㈱ 31

㈱プロネクサス 27

三井倉庫港運㈱ 24

アイサワ工業㈱ 22

その他 943

合計 1,131

 

 

（３）【その他】

①　当事業年度における四半期情報等

(累計期間) 第１四半期 第２四半期 第３四半期 当事業年度

売上高(百万円) 5,437 10,971 16,592 21,435

税引前四半期(当期)純利益金額

(百万円)
618 1,295 2,099 2,465

四半期(当期)純利益金額(百万円) 366 872 1,349 1,545

１株当たり四半期(当期)純利益金

額(円)
38.95 92.87 143.62 164.45

　

(会計期間) 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

１株当たり四半期純利益金額(円) 38.95 53.92 50.75 20.84

 

②　決算日後の状況

特記事項はありません。

③　重要な訴訟事件等

該当事項はありません。
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第６【提出会社の株式事務の概要】
事業年度 ４月１日から３月31日まで
定時株主総会 ６月中
基準日 ３月31日

剰余金の配当の基準日
９月30日
３月31日

１単元の株式数 100株

単元未満株式の買取り  

取扱場所
（特別口座）
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号
三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部

株主名簿管理人
（特別口座）
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号
三菱UFJ信託銀行株式会社

取次所 ――――――
買取手数料 株式の売却の委託に係る手数料相当額として別途定める金額とする。

公告掲載方法

電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由により、電子公告をする
ことができない場合は、日本経済新聞に掲載する。

公告掲載URL

http://www.kadoya.com
株主に対する特典 毎年３月末現在の100株以上所有の株主に対して、年１回自社製品を贈呈

 

EDINET提出書類

かどや製油株式会社(E00433)

有価証券報告書

61/65



第７【提出会社の参考情報】

１【提出会社の親会社等の情報】

当社は、金融商品取引法第24条の７第１項に規定する親会社等はありません。

 

２【その他の参考情報】

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

（1）有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書

事業年度（第55期）（自　平成23年４月１日　至　平成24年３月31日）平成24年６月26日関東財務局長に提出。

（2）内部統制報告書及びその添付書類

平成24年６月26日関東財務局長に提出。

（3）四半期報告書及び確認書

（第56期第１四半期）（自　平成24年４月１日　至　平成24年６月30日）平成24年８月14日関東財務局長に提出。

（第56期第２四半期）（自　平成24年７月１日　至　平成24年９月30日）平成24年11月14日関東財務局長に提出。

（第56期第３四半期）（自　平成24年10月１日　至　平成24年12月31日）平成25年２月14日関東財務局長に提出。

（4）臨時報告書

平成24年６月28日関東財務局長に提出

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２（株主総会における議決権行使の結果）に基づく臨

時報告書であります。

 

EDINET提出書類

かどや製油株式会社(E00433)

有価証券報告書

62/65



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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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

  平成25年６月25日 

か ど や 製 油 株 式 会 社   

　 取　 締　 役　 会　御中  

 有限責任監査法人トーマツ  

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 水上　亮比呂　　印

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 永田　　立　　　印

＜財務諸表監査＞

　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いるかどや製油株式会社の平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日までの第５６期事業年度の財務諸表、すなわ

ち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属

明細表について監査を行った。

　

財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示

することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が

必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から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監査を行った。監査の基準は、当監

査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づ

き監査を実施することを求めている。

　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法

人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸

表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際し

て、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、

監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての

財務諸表の表示を検討することが含まれる。

　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

　

監査意見

　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、かどや製油

株式会社の平成２５年３月３１日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績及びキャッシュ・フ

ローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
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＜内部統制監査＞

　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、かどや製油株式会社の平成２

５年３月３１日現在の内部統制報告書について監査を行った。

　

内部統制報告書に対する経営者の責任

　経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係

る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

　なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

　

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した内部統制監査に基づいて、独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表

明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に

準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要な虚偽表

示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき内部統制監査を実施することを

求めている。

　内部統制監査においては、内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するた

めの手続が実施される。内部統制監査の監査手続は、当監査法人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に

基づいて選択及び適用される。また、内部統制監査には、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果につ

いて経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討することが含まれる。

　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

　

監査意見

　当監査法人は、かどや製油株式会社が平成２５年３月３１日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上

記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、

財務報告に係る内部統制の評価結果について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

　

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

　

 

（注）１．上記は、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（有価証券報告書提出会

社）が別途保管しております。

２．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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