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(百万円未満切捨て)

１．平成25年３月期の連結業績（平成24年４月１日～平成25年３月31日）
（１）連結経営成績 (％表示は対前期増減率)

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

25年３月期 232,161 △1.9 14,147 9.0 13,847 6.4 8,336 0.6
24年３月期 236,594 6.2 12,983 △21.7 13,017 △19.9 8,290 △15.3

(注) 包括利益 25年３月期 14,878百万円( 100.8％) 24年３月期 7,410百万円( 10.6％)

１株当たり 
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり 
当期純利益

自己資本
当期純利益率

総資産
経常利益率

売上高
営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

25年３月期 96.98 － 7.6 7.3 6.1
24年３月期 96.44 － 8.2 7.3 5.5

(参考) 持分法投資損益 25年３月期 △101百万円 24年３月期 △10百万円

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

25年３月期 197,142 121,534 58.5 1,342.25
24年３月期 183,862 109,464 56.4 1,205.49

(参考) 自己資本 25年３月期 115,380百万円 24年３月期 103,624百万円

（３）連結キャッシュ・フローの状況
営業活動による 

キャッシュ・フロー
投資活動による

キャッシュ・フロー
財務活動による

キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物

期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円

25年３月期 18,713 △8,605 △4,472 18,837
24年３月期 16,853 △6,080 △5,224 12,231

２．配当の状況

年間配当金 配当金総額 
(合計)

配当性向 
(連結)

純資産
配当率 
(連結)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 百万円 ％ ％

24年３月期 － 12.00 － 12.00 24.00 2,063 24.9 2.0
25年３月期 － 12.00 － 13.00 25.00 2,149 25.8 2.0

26年３月期(予想) － 13.00 － 13.00 26.00 23.8

３．平成26年３月期の連結業績予想（平成25年４月１日～平成26年３月31日）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第２四半期(累計) 124,800 11.8 6,400 13.8 6,200 14.1 3,800 17.8 44.21
通 期 264,800 14.1 16,000 13.1 15,600 12.7 9,400 12.8 109.35



  

     

 
（注）当連結会計年度より減価償却方法の変更を行っており、「会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別する

ことが困難な場合」に該当しております。詳細は、16ページ「３.連結財務諸表（５）連結財務諸表に関する注
記事項（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更）」をご覧下さい。 

    

   

  

  

  

 

   

   

  

（２）個別財政状態 

 
   

  

  
(％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率) 

 
 
 

   

 

※ 注記事項

（１）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) ： 無

（２）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 ： 有

② ①以外の会計方針の変更 ： 無

③ 会計上の見積りの変更 ： 有

④ 修正再表示 ： 無

（３）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) 25年３月期 87,569,383株 24年３月期 87,569,383株

② 期末自己株式数 25年３月期 1,609,010株 24年３月期 1,608,883株

③ 期中平均株式数 25年３月期 85,960,466株 24年３月期 85,960,549株

(参考) 個別業績の概要

１．平成25年３月期の個別業績（平成24年４月１日～平成25年３月31日）

（１）個別経営成績 (％表示は対前期増減率)

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

25年３月期 135,947 △4.6 11,263 12.4 11,764 13.8 8,005 25.6
24年３月期 142,566 6.1 10,018 △4.8 10,336 △3.6 6,375 △0.0

１株当たり 
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

円 銭 円 銭

25年３月期 93.12 －
24年３月期 74.16 －

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

25年３月期 149,150 102,745 68.9 1,195.27
24年３月期 144,384 95,117 65.9 1,106.52

(参考) 自己資本 25年３月期 102,745百万円 24年３月期 95,117百万円

２．平成26年３月期の個別業績予想（平成25年４月１日～平成26年３月31日）

売上高 経常利益 当期純利益 １株当たり当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第２四半期(累計) 67,200 2.2 4,800 6.9 3,100 14.7 36.06
通 期 143,700 5.7 11,700 △0.5 7,200 △10.1 83.76

※ 監査手続の実施状況に関する表示
この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続きの対象外であり、この決算短信の開示時点において、金融商
品取引法に基づく財務諸表の監査手続きは終了しておりません。

※ 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対する記述は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づ
き作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想値と異なる場合があります。        
なお、上記予想に関する事項は、２ページ「１．経営成績・財政状態に関する分析（１）経営成績に関する分析
次期の見通し」をご参照下さい。
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当連結会計年度におけるわが国経済は、デフレ・貿易収支の悪化・雇用環境の低迷等厳しい経済情勢
が続きましたが、年末より円安・株価の上昇が進み、景気動向や企業の業況判断に改善の兆しがみられ
ました。海外では、欧州の金融・財政不安の長期化や中国を始めとする新興国の経済成長の鈍化が見ら
れ、不透明な経済情勢が続きました。 
当社グループを取り巻く食品業界では、消費者の節約志向・低価格志向は依然強く、厳しい事業環境

が続きました。   
この様な状況下、当社グループは新中期経営計画「Ｇｌｏｂａｌ＆Ｑｕａｌｉｔｙ ２０１３」を掲

げ、「グローバル経営の推進」「技術経営の推進」「サステナブル経営の推進」を方針として、顧客ニ
ーズに即した製品開発、高機能素材の供給、生産コストの削減に取り組んでまいりました。  
以上の結果、当連結会計年度における業績は、売上高は2,321億61百万円（前期比1.9％減）、営業利

益は141億47百万円（前期比9.0％増）、経常利益は138億47百万円（前期比6.4％増）、当期純利益は83
億36百万円（前期比0.6％増）となりました。 

  
セグメントの業績を示すと、次の通りです。 

（油脂部門） 
 国内では、ヤシ油・パーム油等の主要原料相場下落による販売価格低下により、部門全体の売上高
は減収となりました。ヤシ油・パーム油・調合油は採算維持に努めましたが、チョコレート用油脂
は、ココアバター相場下落の影響を受け販売価格が低下して、減収・減益となりました。 

海外では、チョコレート用油脂は、欧米・中国での販売数量減に加えて、国内同様に販売価格が低
下して、減収・減益となりました。  

以上の結果、当部門の売上高は908億78百万円（前期比8.4％減）、セグメント利益（営業利益）は
33億３百万円（前期比16.2％減）となりました。 

  
  

（製菓・製パン素材部門） 
国内では、業務用チョコレートは、スイートチョコの販売が増加しましたが、アイスコーチングチ

ョコ・洋生チョコが減少して、減収となりました。クリームは、オーム乳業株式会社の株式取得によ
る連結子会社化で増収となり、マーガリン・フィリングはパン用の販売が増加して、増収となりまし
た。素材輸入では、バター調製品の販売が増加しましたが、粉乳調製品・ココア調製品が減少し、減
収となりました。製菓・製パン素材部門の国内全体は、増収・増益となりました。 
海外では、業務用チョコレート・クリーム・マーガリン・ショートニングの東南アジア・中国での

販売が好調に推移して、増収・増益となりました。 
以上の結果、当部門の売上高は1,043億88百万円（前期比3.6％増）、セグメント利益（営業利益）

は93億36百万円（前期比33.1％増）となりました。  
  

（大豆たん白部門） 
大豆たん白素材は、水産・冷凍食品・惣菜市場向けが増加しましたが、健康食品市場向け及び発酵

培地用途が減少して、減収となりました。大豆たん白機能剤は、輸出・米飯用途が減少しましたが、
飲料・発酵培地用途が増加して、増収となりました。大豆たん白食品は、即席麺市場向けが減少しま
したが、弁当給食市場向け及び中国での販売が増加して、増収となりました。大豆たん白部門は、大
豆価格の高騰の影響を受けて採算が悪化して増収・減益となりました。 
 以上の結果、当部門の売上高は368億94百万円（前期比0.7％増）、セグメント利益（営業利益）は
15億７百万円（前期比25.5％減）となりました。  

  
次期の見通し 
食品業界を取り巻く環境は、消費者の節約志向・低価格志向は依然強く、引き続き厳しい経営環境に

なると予想されます。  
この様な状況下、当社グループは、平成23年４月にスタートした中期経営計画「Ｇｌｏｂａｌ＆  

Ｑｕａｌｉｔｙ ２０１３」（平成23年４月～平成26年３月）の 終年度を迎え、『世界の声を反映す
る「ものづくり」を通じ、「二つとない」価値を提供することで、健康で豊かな生活に貢献する企業グ
ループ』を実現するため、更なる基盤強化・成長戦略に取り組んでまいります。  

 ・「グローバル経営の推進」 
 ・「技術経営の推進」   
 ・「サステナブル経営の推進」  

という基本方針のもと、「ニッチ、スペシャル、グローバルに、健康と美味しさを提供し、世界のお客
様に認めていただく食の素材メーカー」を実現し、グループ一丸となって、より一層の企業価値の向上
に取り組んでまいります。   

  

１．経営成績・財政状態に関する分析
（１）経営成績に関する分析
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当期末の総資産は、前期末比132億80百万円増加し、1,971億42百万円となりました。主な資産の変
動は、現金及び預金の増加67億33百万円、受取手形及び売掛金の増加６億14百万円、たな卸資産の増
加18億12百万円、有形固定資産の増加３億88百万円、投資有価証券の増加31億80百万円であります。
当期末の負債は、前期末比12億９百万円増加し、756億７百万円となりました。有利子負債（リー

ス債務除く）は、370億40百万円であり、前期末比６億80百万円減少しております。 
当期末の純資産は、前期末比120億70百万円増加し、1,215億34百万円となりました。主な純資産の

変動は、利益剰余金の増加62億78百万円、その他有価証券評価差額金の増加14億22百万円、為替換算
調整勘定の増加37億82百万円であります。 
この結果、１株当たり純資産は前期末比136円76銭増加し、1,342円25銭となりました。自己資本比

率は前期末56.4％から58.5％となりました。  
  

当期末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前期末に比べ66億６百万円増加
し、188億37百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況と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・フローは187億13百万円の収入となりました。これは主に税金等調整

前当期純利益134億16百万円、減価償却費85億４百万円、売上債権の減少額９億15百万円等による収
入が、法人税等の支払額39億17百万円等による支出を上回っ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・フローは86億５百万円の支出となりました。これは、主に有形固定資

産の取得による支出63億34百万円、子会社株式の取得による支出13億70百万円、関連会社株式取得に
よる支出10億96百万円等によるものであります。  
財務活動によるキャッシュ・フローは44億72百万円の支出となりました。これは、主に資金調達額

の純減少額21億72百万円および配当金の支払額20億63百万円等によるものであります。 
  

 
自己資本比率：自己資本／総資産 
時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 
キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー 
インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 
(注１)  各指標はいずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 
(注２) 株式時価総額は、期末株価終値×自己株式控除後の期末発行済株式数により計算しておりま

す。 
(注３) キャッシュ・フローは連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フロー

を使用しております。 
(注４) 有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債

を対象としております。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の
支払額を使用しております。 

  

（２）財政状態に関する分析
① 資産、負債、純資産の状況

② キャッシュ・フローの状況

③ キャッシュ・フロー関連指標の推移

平成23年３月期 平成24年３月期 平成25年３月期

自己資本比率（％） 56.4 56.4 58.5

時価ベースの自己資本比率（％） 53.7 55.0 63.7

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（年） 2.9 2.2 2.0

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 19.3 27.3 35.8
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当社は株主の皆様への利益還元を経営の重要課題の一つとして認識しております。生産設備投資、新

規事業投資および研究開発投資などの経営基盤強化や成長戦略の為に必要な内部留保資金を維持しつ

つ、長期的な視野に立った安定的かつ適正な利益配分を行うことを基本としております。配当金につき

ましては、財務状況や利益水準、配当性向等を総合的に判断し実施してまいります。  

上記方針に基づき、当期の期末配当金につきましては、株主の皆様からのご支援にお応えすべく、１

株当たり13円とし、年間の配当金は25円とさせていただく予定であります。  

また、次期の配当金につきましては、年間１株当たり26円を予定しております。  
  

当社グループは、食品企業としての責任を強く自覚し「安全・品質・環境」を 優先することを経営

の前提とし、下記の「経営基本方針」に基づく継続的な新しい価値創造が「お客様」「取引先」「株

主」「社会」「社員」という全てのステークホルダーに貢献できるものと認識しております。「“食”

の創造を通して、健康で豊かな生活に貢献します。」を企業理念に、植物性の油脂と大豆たん白を基礎

原料としたグローバルな食品企業として成長してまいります。 

経営基本方針：  

顧客への貢献を果し不断の発展を図る  

創造の精神をもって常に革新に挑む  

自己啓発を熾んにし人格の向上を目指す  
  

当社グループは、株主資本の収益性向上、資産効率の向上が全てのステークホルダーの利益に合致す

るものと考え、「自己資本利益率（ＲＯＥ）」を重要な指標として位置付けております。  

現在進行中の中期経営計画「Ｇｌｏｂａｌ＆Ｑｕａｌｉｔｙ ２０１３」（平成23年４月～平成26年

３月）においては、油脂原料相場の乱高下、大豆相場の高騰、エネルギーコストの上昇や、欧米での景

気減速などの外部環境要因に加え、グローバルな競合によるチョコレート用油脂、大豆たん白素材の収

益性の低下などから当初設定の利益計画から大きく乖離する結果となっております。 

当社グループにおきましては、安定した成長により「自己資本利益率（ＲＯＥ）」の向上を図るた

め、原料購買を含めたグループサプライチェーン構築によるコスト競争力の強化、生産体制の再構築、

コストダウンの徹底、販売体制の強化、組織再編による新市場、新エリアでの販売数量の拡大を目指し

ております。これらの構造改革を強力に推進し、成果を実現できる体制を構築してまいります。 
  

   

食品業界を取り巻く環境は、消費者の節約志向・低価格志向は依然強く、引き続き厳しい経営環境に

なると予想されます。 

この様な状況下、当社グループは、二つとない技術力、海外力で競争優位を築き、グローバルに成長

を果す企業グループを目指し、中期経営計画「Ｇｌｏｂａｌ＆Ｑｕａｌｉｔｙ ２０１３」（平成23年

４月～平成26年３月）を策定しております。 

本年は中期経営計画の 終年度を迎え、事業部制への移行を柱とする組織改革、サプライチェーンの

再構築、新技術導入によるコストダウンの徹底、人事制度改革等の基盤強化を図ります。 

並行して、健康・栄養市場、外食・フードサービス市場での拡大を図る事業戦略や、東南アジアを中

心に新興国での成長加速、新規エリアでのアライアンス、Ｍ＆Ａの実現等のエリア戦略を推進し、持続

的な成長を目指してまいります。 

また、安全・品質・環境を 優先することを経営の前提として、コンプライアンスの徹底、内部統制

システム、リスク管理体制の充実を図り、食品メーカーとして全てのステークホルダーの皆様からより

信頼される企業を目指し、企業価値の一層の向上に取り組んでまいります。   

   

（３）利益配分に関する基本方針および当期・次期の配当

２．経営方針
（１）会社の経営の基本方針

（２）目標とする経営指標

ＲＯＥ 8％

売上高 2,648億円

営業利益 160億円

営業利益率 6％

海外営業利益 連結営業利益の23％

（３）中長期的な会社の経営戦略および会社の対処すべき課題
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３．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 12,403 19,136

受取手形及び売掛金 ※6  46,350 ※6  46,964

商品及び製品 17,793 18,458

原材料及び貯蔵品 17,036 18,183

繰延税金資産 958 874

その他 3,470 3,318

貸倒引当金 △99 △115

流動資産合計 97,913 106,819

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） ※3, ※5  29,583 ※3, ※5  28,994

機械装置及び運搬具（純額） ※3, ※5  26,186 ※3, ※5  27,332

土地 ※3, ※5  15,932 ※3, ※5  15,940

建設仮勘定 875 851

その他（純額） ※3, ※5  1,343 ※3, ※5  1,189

有形固定資産合計 ※1  73,921 ※1  74,309

無形固定資産 1,544 1,530

投資その他の資産   

投資有価証券 ※2  8,671 ※2  11,851

繰延税金資産 63 186

その他 ※2  1,979 ※2  2,648

貸倒引当金 △232 △204

投資その他の資産合計 10,483 14,482

固定資産合計 85,948 90,322

資産合計 183,862 197,142
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 ※6  22,394 ※6  23,061

短期借入金 ※5  17,981 ※5  23,331

1年内償還予定の社債 20 20

未払法人税等 2,100 3,215

賞与引当金 1,692 1,760

役員賞与引当金 85 104

その他 6,824 6,163

流動負債合計 51,099 57,656

固定負債   

社債 5,040 5,020

長期借入金 ※5  14,678 8,668

繰延税金負債 727 1,129

退職給付引当金 1,985 2,281

役員退職慰労引当金 467 28

その他 399 822

固定負債合計 23,299 17,950

負債合計 74,398 75,607

純資産の部   

株主資本   

資本金 13,208 13,208

資本剰余金 18,324 18,324

利益剰余金 82,627 88,905

自己株式 △1,746 △1,746

株主資本合計 112,414 118,692

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 1,359 2,781

繰延ヘッジ損益 290 565

為替換算調整勘定 △10,440 △6,658

その他の包括利益累計額合計 △8,790 △3,311

少数株主持分 5,839 6,154

純資産合計 109,464 121,534

負債純資産合計 183,862 197,142
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 
 （連結損益計算書） 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

売上高 236,594 232,161

売上原価 194,767 188,054

売上総利益 41,827 44,107

販売費及び一般管理費 ※1  28,844 ※1  29,959

営業利益 12,983 14,147

営業外収益   

受取利息 36 53

受取配当金 319 197

為替差益 203 51

その他 310 206

営業外収益合計 870 510

営業外費用   

支払利息 619 498

持分法による投資損失 10 101

その他 205 210

営業外費用合計 835 810

経常利益 13,017 13,847

特別利益   

関係会社出資金売却益 150 －

投資有価証券売却益 － 144

特別利益合計 150 144

特別損失   

固定資産処分損 ※2  146 ※2  155

減損損失 － ※3  347

投資有価証券評価損 55 －

災害による損失 ※4  32 －

関係会社事業再構築損失 ※5  64 ※5  73

特別損失合計 298 575

税金等調整前当期純利益 12,869 13,416

法人税、住民税及び事業税 3,610 4,982

法人税等調整額 603 △262

法人税等合計 4,214 4,720

少数株主損益調整前当期純利益 8,654 8,696

少数株主利益 364 359

当期純利益 8,290 8,336
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 （連結包括利益計算書） 
（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日
 至 平成25年３月31日) 

少数株主損益調整前当期純利益 8,654 8,696

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 317 1,421

繰延ヘッジ損益 130 275

為替換算調整勘定 △1,633 4,370

持分法適用会社に対する持分相当額 △58 114

その他の包括利益合計 ※  △1,243 ※  6,181

包括利益 7,410 14,878

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 7,239 13,855

少数株主に係る包括利益 170 1,022
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（３）連結株主資本等変動計算書 
(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(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 13,208 13,208

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 13,208 13,208

資本剰余金   

当期首残高 18,324 18,324

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 18,324 18,324

利益剰余金   

当期首残高 76,399 82,627

当期変動額   

剰余金の配当 △2,063 △2,063

当期純利益 8,290 8,336

持分法の適用範囲の変動 － 5

当期変動額合計 6,227 6,278

当期末残高 82,627 88,905

自己株式   

当期首残高 △1,745 △1,746

当期変動額   

自己株式の取得 △0 △0

当期変動額合計 △0 △0

当期末残高 △1,746 △1,746

株主資本合計   

当期首残高 106,187 112,414

当期変動額   

剰余金の配当 △2,063 △2,063

当期純利益 8,290 8,336

自己株式の取得 △0 △0

持分法の適用範囲の変動 － 5

当期変動額合計 6,227 6,278

当期末残高 112,414 118,692
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金   

当期首残高 1,040 1,359

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 319 1,421

当期変動額合計 319 1,421

当期末残高 1,359 2,781

繰延ヘッジ損益   

当期首残高 159 290

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 130 275

当期変動額合計 130 275

当期末残高 290 565

為替換算調整勘定   

当期首残高 △9,063 △10,440

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,376 3,781

当期変動額合計 △1,376 3,781

当期末残高 △10,440 △6,658

その他の包括利益累計額合計   

当期首残高 △7,863 △8,790

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △926 5,478

当期変動額合計 △926 5,478

当期末残高 △8,790 △3,311

少数株主持分   

当期首残高 4,896 5,839

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 943 314

当期変動額合計 943 314

当期末残高 5,839 6,154
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

純資産合計   

当期首残高 103,220 109,464

当期変動額   

剰余金の配当 △2,063 △2,063

当期純利益 8,290 8,336

自己株式の取得 △0 △0

持分法の適用範囲の変動 － 5

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 16 5,792

当期変動額合計 6,243 12,070

当期末残高 109,464 121,534
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 
(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(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   

税金等調整前当期純利益 12,869 13,416

減価償却費 8,892 8,504

退職給付引当金の増減額（△は減少） 143 268

受取利息及び受取配当金 △356 △251

支払利息 619 498

減損損失 － 347

持分法による投資損益（△は益） 10 101

投資有価証券売却損益（△は益） △5 △144

投資有価証券評価損益（△は益） 55 1

固定資産処分損益（△は益） 118 60

売上債権の増減額（△は増加） △4,201 915

たな卸資産の増減額（△は増加） △895 148

仕入債務の増減額（△は減少） 3,626 △297

その他 443 △664

小計 21,321 22,904

利息及び配当金の受取額 357 248

利息の支払額 △616 △522

法人税等の支払額 △4,207 △3,917

営業活動によるキャッシュ・フロー 16,853 18,713

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 △5,996 △6,334

投資有価証券の取得による支出 △10 △814

投資有価証券の売却による収入 9 335

連結子会社の出資持分売却による収入 － 753

子会社株式の売却による収入 181 －

子会社株式の取得による支出 △6 △1,370

関連会社株式取得による支出 － △1,096

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
収入

244 －

長期貸付けによる支出 △7 △7

長期貸付金の回収による収入 10 8

その他 △506 △81

投資活動によるキャッシュ・フロー △6,080 △8,605
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） △719 487

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） △3,000 －

長期借入れによる収入 4,421 1,805

長期借入金の返済による支出 △3,763 △4,444

社債の償還による支出 △20 △20

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 △2,063 △2,063

少数株主への配当金の支払額 △16 △127

その他 △63 △109

財務活動によるキャッシュ・フロー △5,224 △4,472

現金及び現金同等物に係る換算差額 △154 858

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 5,393 6,493

現金及び現金同等物の期首残高 6,842 12,231

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 － 112

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 △4 －

現金及び現金同等物の期末残高 ※  12,231 ※  18,837
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該当事項はありません。 

  

(1) 連結子会社の数              27社 

主要な連結子会社の名称 

トーラク㈱、フジフレッシュフーズ㈱、FUJI OIL (SINGAPORE) PTE.LTD.、WOODLANDS SUNNY 

FOODS PTE.LTD. 

FUJI OIL ASIA PTE.LTD.は、重要性が増したため当連結会計年度より連結の範囲に含めており

ます。 

前連結会計年度において連結子会社であったケイ・ピー食品㈱およびワルツファンシー㈱は、当

連結会計年度において同じく連結子会社である不二バター㈱（㈱フジサニーフーズに商号変更）と

合併したため、連結の範囲から除外しております。 

(2) 主要な非連結子会社名 

石川サニーフーズ㈱ 

不二富吉(北京)科技有限公司 

連結の範囲から除いた理由 

非連結子会社は、いずれも小規模会社であり、合計の総資産、売上高、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)等は、いずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていな

いため連結の範囲に含めておりません。 

  

(1) 持分法を適用した関連会社数    ４社 

主要な会社の名称 

K&FS PTE.LTD. 

正義股份有限公司 

PT.MUSIM MAS-FUJI 

INTERNATIONAL OILS & FATS LTD. 

PT.MUSIM MAS-FUJIは、重要性が増したため当連結会計年度より持分法適用関連会社の範囲に含

めております。 

INTERNATIONAL OILS & FATS LTD.は、平成25年３月26日に連結子会社であるFUJI OIL EUROPEが

株式を取得したことに伴い、当連結会計年度より持分法適用関連会社といたしました。 

(2) 持分法を適用していない非連結子会社(石川サニーフーズ㈱他)及び関連会社(㈱大新)は、それぞれ

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おります。 

  

（５）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)

(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)

１  連結の範囲に関する事項

２  持分法の適用に関する事項
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連結子会社のうち、FUJI OIL  (SINGAPORE)  PTE.LTD.、PALMAJU  EDIBLE  OIL  SDN.BHD.、WOODLANDS

SUNNY FOODS PTE.LTD.、FUJI SPECIALTIES,INC.及びFUJI VEGETABLE OIL,INC.他12社の決算日は12月31日

であり、連結財務諸表の作成に当たっては、当該事業年度の財務諸表を使用しておりますが、連結決算日

との間に生じた重要な取引については連結上必要な調整を行っております。 

  

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法 

①  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しております。) 

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 

時価法 

③  たな卸資産 

主として移動平均法に基づく原価法 

(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法) 

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法 

①  有形固定資産(リース資産除く) 

ａ．当社及び国内連結子会社 

イ．建物、当社の賃貸用資産及び一部の国内連結子会社 

(平成19年３月31日以前に取得したもの) 

旧定額法によっております。 

(平成19年４月１日以降に取得したもの) 

定額法によっております。 

ロ．イ．以外の有形固定資産 

(平成19年３月31日以前に取得したもの) 

旧定率法によっております。 

(平成19年４月１日から平成24年３月31日までに取得したもの) 

定率法(250％定率法)によっております。 

(平成24年４月１日以降に取得したもの) 

定率法(200％定率法)によっております。 

ｂ．海外連結子会社 

定額法によっております。 

なお、主な耐用年数は以下の通りです。 

建物及び構築物      ３年～50年 

機械装置及び運搬具  ３年～20年 

３  連結子会社の事業年度等に関する事項

４  会計処理基準に関する事項
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（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更） 

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当連結会計年度より平成24年４月１日以降に

取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。

 これによる当連結会計年度の損益への影響は軽微であります。 

②  無形固定資産(リース資産除く) 

定額法 

主として定額法によっております。 

但し、自社利用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)に基づいておりま

す。 

③  リース資産 

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。 

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成20年３月31日以前

の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おります。 

(3) 重要な引当金の計上基準 

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検討し、回収不能見込額を計上しております。 

②  賞与引当金 

従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額を計上しております。 

③  役員賞与引当金 

役員賞与の支出に備えて、当連結会計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

基づき計上しております。 

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

より費用処理することとしております。 

数理計算上の差異は、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(15年)による定額

法により翌連結会計年度から費用処理することとしております。 

⑤  役員退職慰労引当金 

一部の連結子会社は、役員退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上して

おります。 

(4) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準 

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

しております。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、収益及び費用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘

定及び少数株主持分に含めております。 
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(5) 重要なヘッジ会計の方法 

①  ヘッジ会計の方法 

繰延ヘッジ処理によっております。なお、為替予約については、振当処理の要件を満たしている場

合、振当処理を採用しております。また、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

場合、特例処理を採用しております。 

②  ヘッジ手段とヘッジ対象 

a.ヘッジ手段…為替予約取引 

ヘッジ対象…外貨建取引(金銭債権債務及び予定取引) 

b.ヘッジ手段…金利スワップ 

ヘッジ対象…借入金利息 

③  ヘッジ方針及びヘッジ有効性評価の方法 

外貨建取引に係る将来の為替相場の変動リスクを回避する目的で、外貨建債権債務の残高及び成約

高の範囲内で為替予約取引を利用する方針であり、それぞれの部署ごとにその有効性の評価を行い、

経理部門においてチェックする体制をとっております。また、借入金利息に係る将来の金利変動リス

クを回避する目的で特定の約定に基づく借入金利息について、金利スワップを利用することとしてお

ります。ただし、特例処理によっている金利スワップについては、有効性の評価を省略しておりま

す。 

(6) のれんの償却方法及び償却期間 

のれんの償却については、効果の発現する期間を合理的に見積もり、当該期間にわたり均等償却して

おります。 

但し、金額の僅少なものについては発生時に一括で償却しております。 

(7) 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、要求払預金及び取得日から３ヶ月以内に満期日の到来する流動性の高い、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短期的な投資からなっております。 

(8) その他連結財務諸表作成のための重要な事項 

  消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。 

役員退職慰労金制度廃止  

当社は、平成24年６月26日開催の第84回定時株主総会において、役員退職慰労金制度を廃止し、

当該株主総会終結の時までの在任期間に対応する退職慰労金を打ち切り支給することとし、その支

給の時期は、各役員の退任時とすることを決議いたしました。 

これに伴い、役員退職慰労引当金を固定負債「その他」へ振り替えております。 

  

(追加情報)
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※１  (前連結会計年度) 

有形固定資産の減価償却累計額は147,361百万円であります。 

  

(当連結会計年度) 

  有形固定資産の減価償却累計額は155,266百万円であります。 

  

※２  非連結子会社及び関連会社に対するものは次のとおりであります。 

 
  

※３ 

(1) 国庫補助金の受入れによる圧縮記帳額が次のとおり取得価額から控除されております。 

 
  

(2) 大阪府新規事業促進補助金の受入れによる圧縮記帳額が次のとおり取得価額から控除されておりま

す。 

 
４ 次の関係会社について、金融機関からの借入に対し債務保証を行っております。 

 
※ 上記のうち191百万円は当社の保証に対し他社から再保証を受けております。  

  

(連結貸借対照表関係)

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当連結会計年度 
(平成25年３月31日)

投資有価証券(株式) 1,203百万円 2,007百万円

投資その他の資産その他(出資金) 221百万円 221百万円

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当連結会計年度 
(平成25年３月31日)

建物及び構築物 39百万円 39百万円

機械装置及び運搬具 37百万円 37百万円

土地 4百万円 4百万円

その他 1百万円 1百万円

  計 83百万円 83百万円

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当連結会計年度 
(平成25年３月31日)

機械装置及び運搬具 64百万円 64百万円

前連結会計年度
（平成24年３月31日）

当連結会計年度
（平成25年３月31日）

PT.MUSIM MAS-FUJI 322百万円  870百万円 ※ 

SOYAFARM USA INC. －百万円 18百万円

計 322百万円 889百万円
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※５ 担保資産及び担保付債務  

財団抵当に供されている資産及び担保付債務は以下のとおりであります。 

財団抵当に供されている資産 

 
  

担保付債務 

 
  

※６ 連結会計年度末日満期手形の会計処理については、当連結会計年度の末日が金融機関の休日でした

が、満期日に決済が行われたものとして処理しております。当連結会計年度末日満期手形の金額は、

次のとおりであります。 

 
  

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当連結会計年度 
(平成25年３月31日)

建物及び構築物 350百万円 329百万円

機械装置及び運搬具 39百万円 16百万円

土地 266百万円 266百万円

その他 0百万円 0百万円

  計 656百万円 612百万円

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当連結会計年度 
(平成25年３月31日)

短期借入金 24百万円 8百万円

長期借入金 8百万円 －百万円

  計 33百万円 8百万円

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当連結会計年度 
(平成25年３月31日)

受取手形 377百万円 491百万円

支払手形 113百万円 58百万円
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※１ 

(1) 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。 

 
  

(2) 研究開発費の総額は次のとおりであります。 

 
  

※２  固定資産処分損の内訳は次のとおりであります。 

 
  

※３ 当連結会計年度において、当社グループは以下の減損損失を計上いたしました。 

 
当社グループは、事業の種類別セグメントを主な基準に独立の 小のキャッシュ・フロー単位に基づき、

資産をグループ化して減損の検討を行っております。 

上記資産につきましては、継続的に営業損失を計上しているため、上記資産の帳簿価額を使用価値（将来

キャッシュ・フローがマイナスであるため評価ゼロ）により測定した回収可能価額まで減額し、当該減少額

を減損損失347百万円として特別損失に計上しております。その内訳は、建物及び構築物186百万円、機械装

置及び運搬具96百万円、その他64百万円であります。 

  

(連結損益計算書関係)

前連結会計年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)

製品発送費 9,845百万円 9,921百万円

貸倒引当金繰入額 11百万円 15百万円

従業員給与及び諸手当 5,339百万円 5,847百万円

賞与引当金繰入額 552百万円 616百万円

退職給付費用 471百万円 513百万円

役員賞与引当金繰入額 85百万円 104百万円

役員退職慰労引当金繰入額 85百万円 129百万円

減価償却費 662百万円 641百万円

広告宣伝費 356百万円 315百万円

販売手数料 1,854百万円 1,781百万円

研究開発費 3,723百万円 3,666百万円

前連結会計年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)

一般管理費 3,723百万円 3,666百万円

前連結会計年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)

建物及び構築物 20百万円 28百万円

機械装置及び運搬具 77百万円 51百万円

その他 20百万円 12百万円

解体撤去費 27百万円 62百万円

  計 146百万円 155百万円

用途 種類 場所 減損損失(百万円）

大豆たん白食品製造 建物、機械及び装置等 中国広東省深圳市 347
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※４  災害による損失は、東日本大震災によるもので、その内訳は次の通りであります。 

 
  

※５  関係会社事業再構築損失の内訳は次の通りであります。 

 
  

※ その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額 

 
  

前連結会計年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)

固定資産原状回復費用 32百万円 －百万円

前連結会計年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)

関係会社株式評価損 64百万円 73百万円

(連結包括利益計算書関係)

前連結会計年度
(自  平成23年４月１日
至  平成24年３月31日)

当連結会計年度
(自  平成24年４月１日
至  平成25年３月31日)

その他有価証券評価差額金

 当期発生額 308百万円 1,906百万円

 組替調整額 50百万円 △70百万円

  税効果調整前 358百万円 1,836百万円

  税効果額 △40百万円 △415百万円

  その他有価証券評価差額金 317百万円 1,421百万円

繰延ヘッジ損益

 当期発生額 198百万円 444百万円

  税効果調整前 198百万円 444百万円

   税効果額 △68百万円 △168百万円

  繰延ヘッジ損益 130百万円 275百万円

為替換算調整勘定

 当期発生額 △1,757百万円 4,370百万円

 組替調整額 123百万円 －百万円

  為替換算調整勘定 △1,633百万円 4,370百万円

持分法適用会社に対する 
持分相当額

 当期発生額 △58百万円 114百万円

その他の包括利益合計 △1,243百万円 6,181百万円

不二製油㈱（2607）　平成25年３月期決算短信

－21－



  

前連結会計年度(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 

 
(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 

 
  

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

 
  

(連結株主資本等変動計算書関係)

当連結会計年度期首
株式数 
(千株)

当連結会計年度
増加株式数 
(千株)

当連結会計年度 
減少株式数 
(千株)

当連結会計年度末
株式数 
(千株)

発行済株式

  普通株式 87,569 － － 87,569

合計 87,569 － － 87,569

自己株式

  普通株式  (注) 1,608 0 － 1,608

合計 1,608 0 － 1,608

(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21日 
定時株主総会

普通株式 1,031 12.00 平成23年３月31日 平成23年６月22日

平成23年11月４日 
取締役会

普通株式 1,031 12.00 平成23年９月30日 平成23年12月９日

(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 1,031 利益剰余金 12.00 平成24年３月31日 平成24年６月27日
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当連結会計年度(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 

 
(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 

 
  

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

 
  

※  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 

 
  

当連結会計年度期首
株式数 
(千株)

当連結会計年度
増加株式数 
(千株)

当連結会計年度 
減少株式数 
(千株)

当連結会計年度末
株式数 
(千株)

発行済株式

  普通株式 87,569 － － 87,569

合計 87,569 － － 87,569

自己株式

  普通株式  (注) 1,608 0 － 1,609

合計 1,608 0 － 1,609

(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 1,031 12.00 平成24年３月31日 平成24年６月27日

平成24年11月２日 
取締役会

普通株式 1,031 12.00 平成24年９月30日 平成24年12月10日

(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26日 
定時株主総会

普通株式 1,117 利益剰余金 13.00 平成25年３月31日 平成25年６月27日

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

前連結会計年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

当連結会計年度
(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 12,403百万円 19,136百万円

預入期間が３ヶ月を超える 
定期預金

△172百万円 △298百万円

現金及び現金同等物 12,231百万円 18,837百万円
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前連結会計年度(自  平成23年４月１日  至  平成24年３月31日) 

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。

当社及び当社グループ(以下 当社グループ)は油脂製品、製菓・製パン素材製品及び大豆たん白製品の

製造販売を主として行っており、取り扱う製品群毎に国内外で事業活動を展開しております。 

したがって、当社グループは、製品群を基礎とした事業別のセグメントから構成されており、「油

脂」、「製菓・製パン素材」及び「大豆たん白」の３つを報告セグメントとしております。 

「油脂」はヤシ油、パーム油及びパーム核油等を基礎原料とした精製油及びチョコレート用油脂等を製

造販売しております。「製菓・製パン素材」はチョコレート、クリーム、ショートニング及び乳加工食品

等を製造販売しております。「大豆たん白」は大豆たん白素材、大豆たん白食品及び豆乳等を製造販売し

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 

報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。セグメント間の内部収益及び振替高は市

場実勢価格に基づいております。 

  

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 

(単位：百万円) 

 
(注)  セグメント間取引消去によるものです。なお、セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と一致しており

ます。 

  

(セグメント情報等)

報告セグメント
調整額 
(注)

合計

油脂
製菓・製
パン素材

大豆たん白 計

売上高

  外部顧客への売上高 99,217 100,737 36,640 236,594 － 236,594

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

12,264 131 641 13,037 △13,037 －

計 111,481 100,868 37,281 249,632 △13,037 236,594

セグメント利益 3,942 7,015 2,024 12,983 － 12,983

セグメント資産 65,582 64,555 36,474 166,612 17,249 183,862

その他の項目

  減価償却費 3,462 2,987 2,339 8,789 － 8,789

  有形固定資産及び 
  無形固定資産の増加額

2,970 1,970 1,474 6,415 － 6,415
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 所在地別セグメント 

 前連結会計年度（自 平成23年４月１日 至 平成24年３月31日） 
 

（注） 国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域 

１ 国又は地域の区分の方法・・・・・・・地域的近接度による  

２ 各区分に属する主な国又は地域・・・アジア：シンガポール、マレーシア、中国、フィリピン、  

 インドネシア、タイ 

米州  ：米国  

欧州  ：ベルギー  

(参考資料）

(単位：百万円)

日本 アジア 米州 欧州 計 調整額 連結

売上高

  外部顧客への売上高 164,973 37,434 18,386 15,800 236,594 － 236,594

セグメント間の内部売上高  
又は振替高

115 35,806 743 34 36,699 △36,699 －

計 165,089 73,240 19,130 15,834 273,294 △36,699 236,594

セグメント利益 10,855 1,506 333 228 12,924 58 12,983

セグメント資産 132,234 33,801 12,685 6,622 185,344 △1,482 183,862

その他の項目

 減価償却費 6,131 1,818 493 345 8,789 － 8,789

有形固定資産及び     
無形固定資産の増加額

4,074 1,542 168 629 6,415 － 6,415
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当連結会計年度(自  平成24年４月１日  至  平成25年３月31日) 

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。

当社及び当社グループ(以下 当社グループ)は油脂製品、製菓・製パン素材製品及び大豆たん白製品の

製造販売を主として行っており、取り扱う製品群毎に国内外で事業活動を展開しております。 

したがって、当社グループは、製品群を基礎とした事業別のセグメントから構成されており、「油

脂」、「製菓・製パン素材」及び「大豆たん白」の３つを報告セグメントとしております。 

「油脂」はヤシ油、パーム油及びパーム核油等を基礎原料とした精製油及びチョコレート用油脂等を製

造販売しております。「製菓・製パン素材」はチョコレート、クリーム、ショートニング及び乳加工食品

等を製造販売しております。「大豆たん白」は大豆たん白素材、大豆たん白食品及び豆乳等を製造販売し

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 

報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。セグメント間の内部収益及び振替高は市

場実勢価格に基づいております。 

  

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 

(単位：百万円) 

 
(注) １ セグメント間取引消去によるものです。なお、セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と一致しており

ます。 

２「３.連結財務諸表（５）連結財務諸表に関する注記事項 ４会計処理に関する事項（２）重要な減価償却資産

の減価償却の方法 ①有形固定資産（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更）」に記

載の通り、当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当連結会計年度より、平成24年４月１日以降

に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。 

この変更により、従来の方法と比べて、当連結会計年度のセグメント損益に与える影響は軽微であります。

  

報告セグメント
調整額 
(注)１

合計

油脂
製菓・製
パン素材

大豆たん白 計

売上高

  外部顧客への売上高 90,878 104,388 36,894 232,161 － 232,161

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

10,916 599 491 12,007 △12,007 －

計 101,795 104,988 37,385 244,169 △12,007 232,161

セグメント利益 3,303 9,336 1,507 14,147 － 14,147

セグメント資産 70,938 64,532 36,673 172,144 24,997 197,142

その他の項目

  減価償却費 3,344 2,908 2,158 8,411 － 8,411

  有形固定資産及び 
  無形固定資産の増加額

2,972 2,338 1,528 6,840 － 6,840
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 所在地別セグメント 

 当連結会計年度（自 平成24年４月１日 至 平成25年３月31日） 
 

（注） 国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域 

１ 国又は地域の区分の方法・・・・・・・地域的近接度による  

２ 各区分に属する主な国又は地域・・・アジア：シンガポール、マレーシア、中国、フィリピン、  

 インドネシア、タイ 

米州  ：米国  

欧州  ：ベルギー  

(参考資料）

(単位：百万円)

日本 アジア 米州 欧州 計 調整額 連結

売上高

  外部顧客への売上高 162,761 39,514 16,595 13,290 232,161 － 232,161

セグメント間の内部売上高  
又は振替高

95 31,754 589 19 32,457 △32,457 －

計 162,856 71,268 17,184 13,310 264,619 △32,457 232,161

セグメント利益又は損益（△） 11,936 2,056 △39 319 14,273 △125 14,147

セグメント資産 136,677 42,311 13,097 7,703 199,789 △2,647 197,142

その他の項目

 減価償却費 5,677 1,910 504 319 8,411 － 8,411

有形固定資産及び     
無形固定資産の増加額

4,752 1,534 279 273 6,840 － 6,840
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(注) １．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おりません。 

２．１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。 

 
  

３．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
  

該当事項はありません。 

  

(１株当たり情報)

項目
前連結会計年度

(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

当連結会計年度
(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 1,205円 49銭 1,342円 25銭

１株当たり当期純利益金額 96円 44銭 96円 98銭

項目
前連結会計年度

(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

当連結会計年度
(自  平成24年４月１日
至  平成25年３月31日)

当期純利益                                (百万円) 8,290 8,336

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金額              (百万円) 8,290 8,336

普通株式の期中平均株式数                    (千株) 85,960 85,960

項目
前連結会計年度

(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

当連結会計年度
(自  平成24年４月１日
至  平成25年３月31日)

純資産の部の合計額                        (百万円) 109,464 121,534

純資産の部の合計額から控除する金額        (百万円)

（うち新株予約権） (－) (－)

（うち少数株主持分） (5,839) (6,154)

普通株式に係る期末の純資産額              (百万円) 103,624 115,380

１株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株式
の数                                        (千株)

85,960 85,960

(重要な後発事象)
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４．個別財務諸表 
（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 6,420 9,293

受取手形 1,885 2,003

売掛金 32,570 31,906

商品及び製品 11,508 11,802

原材料及び貯蔵品 6,929 6,664

前払費用 363 357

繰延税金資産 640 570

その他 1,806 2,076

貸倒引当金 △3 △4

流動資産合計 62,122 64,671

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 16,137 15,771

構築物（純額） 2,915 2,921

機械及び装置（純額） 10,989 11,052

車両運搬具（純額） 5 15

工具、器具及び備品（純額） 888 771

土地 14,001 13,968

建設仮勘定 512 97

有形固定資産合計 45,450 44,598

無形固定資産 754 722

投資その他の資産   

投資有価証券 6,612 8,785

関係会社株式 18,881 19,443

関係会社出資金 6,686 6,502

関係会社長期貸付金 5,024 4,574

長期前払費用 112 735

繰延税金資産 233 －

その他 951 915

貸倒引当金 △1,300 △835

投資損失引当金 △1,146 △961

投資その他の資産合計 36,057 39,159

固定資産合計 82,262 84,479

資産合計 144,384 149,150
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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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形 209 171

買掛金 12,288 12,504

短期借入金 4,510 3,830

1年内返済予定の長期借入金 3,698 6,608

リース債務 15 33

未払金 2,952 1,830

未払費用 698 673

未払法人税等 1,893 2,697

未払消費税等 376 346

預り金 2,074 2,108

賞与引当金 1,324 1,357

役員賞与引当金 82 104

その他 38 21

流動負債合計 30,162 32,288

固定負債   

社債 5,000 5,000

長期借入金 12,288 7,340

リース債務 22 72

退職給付引当金 1,093 1,239

役員退職慰労引当金 380 －

債務保証損失引当金 320 2

繰延税金負債 － 79

その他 － 382

固定負債合計 19,104 14,116

負債合計 49,267 46,405

純資産の部   

株主資本   

資本金 13,208 13,208

資本剰余金   

資本準備金 18,324 18,324

資本剰余金合計 18,324 18,324

利益剰余金   

利益準備金 2,017 2,017

その他利益剰余金   

買換資産積立金 258 279

配当準備積立金 2,250 2,250

別途積立金 32,000 32,000

繰越利益剰余金 27,164 33,085
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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) 

利益剰余金合計 63,691 69,633

自己株式 △1,746 △1,746

株主資本合計 93,478 99,419

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,348 2,759

繰延ヘッジ損益 290 565

評価・換算差額等合計 1,639 3,325

純資産合計 95,117 102,745

負債純資産合計 144,384 149,150
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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 142,566 135,947

売上原価 114,849 107,116

売上総利益 27,716 28,830

販売費及び一般管理費 17,698 17,567

営業利益 10,018 11,263

営業外収益   

受取利息 52 42

受取配当金 502 705

受取賃貸料 351 345

その他 41 36

営業外収益合計 947 1,129

営業外費用   

支払利息 259 226

社債利息 34 33

賃貸費用 210 232

寄付金 67 64

その他 56 71

営業外費用合計 628 628

経常利益 10,336 11,764

特別利益   

投資有価証券売却益 － 144

関係会社出資金売却益 39 －

貸倒引当金戻入額 147 448

債務保証損失引当金戻入額 320 320

特別利益合計 506 913

特別損失   

固定資産処分損 130 86

投資有価証券評価損 54 －

関係会社事業再構築損失 248 605

災害による損失 32 －

特別損失合計 466 691

税引前当期純利益 10,377 11,985

法人税、住民税及び事業税 3,138 4,175

法人税等調整額 863 △194

法人税等合計 4,002 3,980

当期純利益 6,375 8,005
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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 13,208 13,208

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 13,208 13,208

資本剰余金   

資本準備金   

当期首残高 18,324 18,324

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 18,324 18,324

資本剰余金合計   

当期首残高 18,324 18,324

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 18,324 18,324

利益剰余金   

利益準備金   

当期首残高 2,017 2,017

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,017 2,017

その他利益剰余金   

買換資産積立金   

当期首残高 258 258

当期変動額   

買換資産積立金の税率変更による増
加

－ 21

当期変動額合計 － 21

当期末残高 258 279

配当準備積立金   

当期首残高 2,250 2,250

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,250 2,250

別途積立金   

当期首残高 32,000 32,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 32,000 32,000
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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) 

繰越利益剰余金   

当期首残高 22,852 27,164

当期変動額   

剰余金の配当 △2,063 △2,063

当期純利益 6,375 8,005

買換資産積立金の税率変更による増
加

－ △21

当期変動額合計 4,312 5,920

当期末残高 27,164 33,085

利益剰余金合計   

当期首残高 59,379 63,691

当期変動額   

剰余金の配当 △2,063 △2,063

当期純利益 6,375 8,005

当期変動額合計 4,312 5,941

当期末残高 63,691 69,633

自己株式   

当期首残高 △1,745 △1,746

当期変動額   

自己株式の取得 △0 △0

当期変動額合計 △0 △0

当期末残高 △1,746 △1,746

株主資本合計   

当期首残高 89,166 93,478

当期変動額   

剰余金の配当 △2,063 △2,063

当期純利益 6,375 8,005

自己株式の取得 △0 △0

当期変動額合計 4,312 5,941

当期末残高 93,478 99,419

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

当期首残高 1,030 1,348

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 318 1,410

当期変動額合計 318 1,410

当期末残高 1,348 2,759

繰延ヘッジ損益   

当期首残高 159 290

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 130 275
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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) 

当期変動額合計 130 275

当期末残高 290 565

評価・換算差額等合計   

当期首残高 1,190 1,639

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 448 1,686

当期変動額合計 448 1,686

当期末残高 1,639 3,325

純資産合計   

当期首残高 90,356 95,117

当期変動額   

剰余金の配当 △2,063 △2,063

当期純利益 6,375 8,005

自己株式の取得 △0 △0

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 448 1,686

当期変動額合計 4,760 7,628

当期末残高 95,117 102,745

不二製油㈱（2607）　平成25年３月期決算短信

－35－



     該当事項はありません。  

  

 (平成25年６月26日付予定）

 (1) 新任取締役候補  

取締役   木本  実   （現  当社上席執行役員事業本部大豆加工食品事業部長）     

取締役   三品  和広 （現  神戸大学大学院経営学研究科教授）  

  

 (2) 新任監査役候補 

常勤監査役  古城  茂穂 （現  当社執行役員原料部長）    

  

 (3) 退任予定監査役 

常勤監査役  枡井  俊一     

  

（４）個別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)

５．役員の異動
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－ 補足1 －

1

平成25年3月期
決算補足資料

2

目次

※1 ： 本資料に記載されている金額は億円未満を四捨五入で表示しています。
※2 ： 本資料に記載されている業績予想等の将来に関する記述は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に

基づき作成したものであり、実際の業績は、今後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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（３） 連結 地域別通期予想

３． ２０１３年度経営指標



－ 補足2 －

3

１－（１） 連結 損益概要
（単位：億円）

H24/3期 H25/3期
対前期

増減額 増減率

売上高

油脂 992 909 ▲83 ▲8.4%
製菓・製パン素材 1,007 1,044 ＋37 ＋3.6%
大豆たん白 366 369 ＋3 ＋0.7%

合計 2,366 2,322 ▲44 ▲1.9%

営業利益

油脂 39 33 ▲6 ▲16.2%
製菓・製パン素材 70 93 ＋23 ＋33.1%
大豆たん白 20 15 ▲5 ▲25.5%

合計 130 141 ＋12 ＋9.0%
営業利益率 5.5% 6.1% ＋0.6p －

経常利益 130 138 ＋8 ＋6.4%
当期純利益 83 83 ＋0 ＋0.6%
包括利益 74 149 ＋75 ＋100.8%

4

１－（２） 単体 損益概要
（単位：億円）

H24/3期 H25/3期
対前期

増減額 増減率

売上高

油脂 412 361 ▲51 ▲12.3%
製菓・製パン素材 713 697 ▲16 ▲2.2%
大豆たん白 301 301 ＋1 ＋0.2%

合計 1,426 1,359 ▲66 ▲4.6%

営業利益

油脂 26 25 ▲1 ▲3.8%
製菓・製パン素材 58 77 ＋19 ＋32.0%
大豆たん白 16 11 ▲5 ▲33.3%

合計 100 113 ＋12 ＋12.4%
営業利益率 7.0% 8.3% ＋1.3p －

経常利益 103 118 ＋14 ＋13.8%
当期純利益 64 80 ＋16 ＋25.6%
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5

１－（３） 特別損益
（単位：億円）

連結 単体

特
別
利
益

債務保証損失引当金戻入額
関係会社への債務保証に対し、財務内容を考慮し引当金を計上して

おりましたが、財務内容の改善により一部引当金を戻入しております。

－ 3.2

関係会社貸倒引当金戻入額
関係会社への貸付金に対し、財務内容を考慮し引当金を計上して

おりましたが、財務内容の改善により一部引当金を戻入しております。

－ 4.5

特
別
損
失

減損損失
継続的に営業赤字を計上している製造設備について、資産の帳簿価額を

使用価値により測定した回収可能価額まで減額しております。

3.5 －

関係会社出資金評価損・関係会社株式評価損
保有する関係会社株式並びに関係会社出資金の時価が著しく下落し、

その回復が認められないものについて、評価損を計上しております。

0.7 6.0

債務保証損失引当金繰入額
関係会社への債務保証に対して、財務内容を考慮し引当金を計上して

おります。

－ 0.0

（注） 特別損益の内、H25/3期特有の計上内容のみ記載しております。

6

１－（４） 連結 油脂部門損益

H24/3期 H25/3期
対前期

増減額 増減率

売上高 992 909 ▲83 ▲8.4%

営業利益 39 33 ▲6 ▲16.2%

（単位：億円）

● 国内外ともに主要原料相場下落により減収、採算面は

チョコレート用油脂がココアバター相場下落の影響を

受け販売価格が低下したことなどにより減益。

28 27

12

7

0

10

20

30

40

H24/3期 H25/3期

上段：海外
下段：国内

営業利益

【業績サマリー】

● 海外市場ではチョコレート用油脂の販売数量の減少に

加え、販売価格の低下により減益。

● 国内市場ではヤシ油・パーム油・調合油の採算維持に

努めたが、チョコレート用油脂が苦戦し減益。
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１－（５） 連結 製菓・製パン部門損益

H24/3期 H25/3期
対前期

増減額 増減率

売上高 1,007 1,044 ＋37 ＋3.6%

営業利益 70 93 ＋23 ＋33.1%

（単位：億円）

64
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H24/3期 H25/3期

上段：海外
下段：国内

営業利益

【業績サマリー】

● 国内外ともに業務用チョコレート・マーガリンなどが好調

に推移し増収・増益。

● 国内市場では業務用チョコレート、マーガリン・フィリング

が好調に推移し増収・増益。

● 東南アジア・中国市場での業務用チョコレート・クリーム・

マーガリン・ショートニングが好調に推移し増収・増益。

8

１－（６） 連結 大豆たん白部門損益

H24/3期 H25/3期
対前期

増減額 増減率

売上高 366 369 ＋3 ＋0.7%

営業利益 20 15 ▲5 ▲25.5%

（単位：億円）
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上段：海外
下段：国内

営業利益

【業績サマリー】

● 大豆たん白素材は水産・冷凍食品・惣菜市場向けが
増加するも、健康食品・発酵培地用途が減少し減収。

● 大豆たん白機能剤は飲料・発酵培地用途が増加、

大豆たん白食品は弁当給食市場向け及び中国での

販売が増加し、いずれも増収。

● 大豆価格の高騰の影響を受け採算が悪化したこと

などにより増収・減益。
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１－（７） 連結 地域別損益
（単位：億円）

H24/3期 H25/3期
対前期

増減額 増減率

売上高

日本 1,650 1,628 ▲22 ▲1.3%
アジア 374 395 ＋21 ＋5.6%
欧米 342 299 ▲43 ▲12.6%

合計 2,366 2,322 ▲44 ▲1.9%

営業利益

日本 109 119 ＋11 ＋10.0%
アジア 15 21 ＋5 ＋36.5%
欧米 6 3 ▲3 ▲50.2%
消去 1 ▲1 ▲2 －

合計 130 141 ＋12 ＋9.0%

日 本：原料価格下落により減収となるも、製菓・製パン素材部門が好調に推移し増益。

アジア：油脂部門の不振を、製菓・製パン素材部門がカバーし増収増益。

欧 米：チョコレート用油脂の採算悪化などにより減収減益。

10

１－（８） 連結 貸借対照表

H24/3末 H25/3末 対前期末

流動資産 979 1,068 ＋89

固定資産 859 903 ＋44

資産合計 1,839 1,971 ＋133

有利子負債 377 370 ▲7

その他負債 367 386 ＋19

負債合計 744 756 ＋12

純資産合計 1,095 1,215 ＋121

（単位：億円）

流動資産の増加
・現金及び預金の増加
・棚卸資産の増加

有利子負債の減少
・単体
・グループ会社

固定資産の増加
・有形固定資産の増加

設備投資 65億円
減価償却費 ▲81億円
円安換算 24億円等

・無形固定資産の減少
・投資その他資産の増加

純資産の増加
・利益剰余金の増加

当期純利益 83億円
配当金 ▲21億円

・その他の包括利益累計額
・少数株主持分の増加

67億円
18億円

4億円

▲0億円
40億円

▲27億円
＋20億円

63億円

55億円
3億円
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１－（９） 連結 キャッシュ・フロー

（注）・減価償却費には、有形固定資産及び無形固定資産等の償却費を含めています。

・現金及び現金同等物増減には、現金及び現金同等物に係る換算差額を含めています。

H24/3期 H25/3期 対前期

税引前当期純利益 129 134 ＋5
減価償却費 89 85 ▲4
他増減 ▲49 ▲32 ＋17
営業ｷｬｯｼｭ・ﾌﾛｰ 169 187 ＋19
投資ｷｬｯｼｭ・ﾌﾛｰ ▲61 ▲86 ▲25
ﾌﾘｰ・ｷｬｯｼｭ・ﾌﾛｰ 108 101 ▲7
借入金等による調達 ▲31 ▲22 ＋9
配当支払・自己株取得等 ▲21 ▲23 ▲2
財務ｷｬｯｼｭ・ﾌﾛｰ ▲52 ▲45 ＋8
現金及び現金同等物増減 54 65 ＋11
新規連結・連結除外に伴う増減 ▲0 1 ＋1
現金及び現金同等物残高 122 188 ＋66

（単位：億円）

換算差額含む 換算差額含む

12

１－（１０） 連結 指標

H20/3期 H21/3期 H22/3期 H23/3期 H24/3期 H25/3期

設備投資額 68 94 78 76 62 65
減価償却費 104 94 92 88 84 81
有利子負債 628 558 446 397 377 370
純資産（少持除く） 839 841 942 983 1,036 1,154
１株当たり純資産 976円 979円 1,096円 1,144円 1,205円 1,342円

総資産 1,834 1,721 1,743 1,744 1,839 1,971
自己資本比率 45.7% 48.9% 54.0% 56.4% 56.4% 58.5%
D/Eレシオ 0.75 0.66 0.47 0.40 0.36 0.32
ROE － 8.9% 12.0% 10.2% 8.2% 7.6%
ROA 3.8% 5.8% 10.0% 9.3% 7.3% 7.3%
売上高営業利益率 3.6% 4.8% 8.4% 7.4% 5.5% 6.1%

（単位:億円）

（注）・減価償却費は、有形固定資産の減価償却費を表示しています。

・純資産は少数株主持分を除いた普通株式に係る純資産額を表示しています。

・D/Eレシオ＝有利子負債÷純資産（少数株主持分除く）

・ROE＝当期純利益÷純資産

・ROA＝経常利益÷総資産



－ 補足7 －
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H24/ 6月
代表取締役社長 海老原 善隆

ベルギー王冠勲章コマンドール章を受章

H24/10月
大豆事業の中長期事業戦略「大豆ルネサンス」及び

新技術「USS(Ultra Soy Separation)製法」を発表

H25/ 1月 国連グローバル・コンパクトの取り組みに賛同し参加

H25/ 2月
国内販売子会社２社 合併の決定

代表取締役社長の交代（４月１日より専務取締役 清水 洋史が就任）

H25/ 3月
連結子会社(FUJI OIL EUROPE)による

INTERNATIONAL OILS & FATS LTD.の株式取得（持分法適用）

１－（１１） H25/3期トピックス

（注） 合併等については決定時点のトピックスとして記載しております。
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２－（１） 連結 通期予想
（単位：億円）

H25/3期 H26/3期
対前期

増減額 増減率

売上高

油脂 909 1,117 ＋208 ＋22.9%
製菓・製パン素材 1,044 1,122 ＋78 ＋7.5%
大豆たん白 369 409 ＋40 ＋10.9%

合計 2,322 2,648 ＋326 ＋14.1%

営業利益

油脂 33 41 ＋8 ＋24.1%
製菓・製パン素材 93 103 ＋10 ＋10.3%
大豆たん白 15 16 ＋1 ＋6.2%

合計 141 160 ＋19 ＋13.1%
営業利益率 6.1% 6.0% ▲0.2p －

経常利益 138 156 ＋18 ＋12.7%
当期純利益 83 94 ＋11 ＋12.8%



－ 補足8 －
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２－（２） 単体 通期予想
（単位：億円）

H25/3期 H26/3期
対前期

増減額 増減率

売上高

油脂 361 371 ＋10 ＋2.7%
製菓・製パン素材 697 739 ＋42 ＋6.0%
大豆たん白 301 327 ＋26 ＋8.5%

合計 1,359 1,437 ＋78 ＋5.7%

営業利益

油脂 25 22 ▲3 ▲12.0%
製菓・製パン素材 77 83 ＋6 ＋7.7%
大豆たん白 11 10 ▲1 ▲5.1%

合計 113 115 ＋2 ＋2.1%
営業利益率 8.3% 8.0% ▲0.3p －

経常利益 118 117 ▲1 ▲0.5%
当期純利益 80 72 ▲8 ▲10.1%

16

（単位：億円）

２－（３） 連結 地域別通期予想

H25/3期 H26/3期
対前期

増減額 増減率

売上高

日本 1,628 1,722 ＋94 ＋5.8%
アジア 395 553 ＋158 ＋40.0%
欧米 299 373 ＋74 ＋24.8%

合計 2,322 2,648 ＋326 ＋14.1%

営業利益

日本 119 122 ＋3 ＋2.2%
アジア 21 35 ＋14 ＋70.2%
欧米 3 3 ＋0 ＋7.1%
消去 ▲1 ▲0 ＋1 －

合計 141 160 ＋19 ＋13.1%



－ 補足9 －
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３．２０１３年度経営指標

株主資本の収益向上、資本効率の向上が全てのステークホルダーの利益に
合致すると考えて、「自己資本利益率（ＲＯＥ）」を重要な指標として位置付けて
おります。

■経営指標 【２０１３年度】

・ 連結売上高 2,648億円
・ 連結営業利益 160億円
・ 連結営業利益率 6.0％
・ 海外利益比率 23％
・ 連結ＲＯＥ 8%


