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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） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(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 57,297 △0.7 2,253 709.7 2,382 237.2 1,075 201.3
24年3月期 57,684 9.7 278 △64.0 706 △15.8 356 700.5

（注）包括利益 25年3月期 1,333百万円 （314.5％） 24年3月期 321百万円 （―％）

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 43.71 ― 6.5 5.7 3.9
24年3月期 14.51 ― 2.2 1.8 0.5

（参考） 持分法投資損益 25年3月期  229百万円 24年3月期  310百万円

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 42,852 17,263 40.3 701.76
24年3月期 40,084 16,053 40.0 652.53

（参考） 自己資本   25年3月期  17,263百万円 24年3月期  16,053百万円

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 2,540 △4,314 △429 1,068
24年3月期 2,532 △1,474 △583 3,271

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 ― ― ― 5.00 5.00 123 34.5 0.8
25年3月期 ― ― ― 13.00 13.00 319 29.7 1.9

26年3月期(予想) ― ― ― 10.00 10.00 20.5

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） 
 

（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

 

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) 33,000 9.1 1,400 △11.7 1,500 △10.2 1,000 △6.5 40.65
通期 62,000 8.2 1,600 △29.0 1,800 △24.4 1,200 11.6 48.78



※  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 

（注）「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第14条の７（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）に該当するも
のであります。詳細は、添付資料15ページの「4.連結財務諸表（5）連結財務諸表に関する注記事項（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項）」をご覧く
ださい。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期 32,000,000 株 24年3月期 32,000,000 株

② 期末自己株式数 25年3月期 7,399,403 株 24年3月期 7,398,303 株

③ 期中平均株式数 25年3月期 24,601,174 株 24年3月期 24,602,067 株

（参考）個別業績の概要 

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） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(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 57,149 △0.8 2,243 732.2 2,277 410.9 993 726.3
24年3月期 57,593 9.7 269 △64.5 445 △38.9 120 ―

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 40.38 ―

24年3月期 4.89 ―

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 40,940 15,423 37.7 626.95
24年3月期 38,430 14,459 37.6 587.73

（参考） 自己資本 25年3月期  15,423百万円 24年3月期  14,459百万円

※ 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財務諸表の監査の手続の対象外であり、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関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当
社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用
にあたっての注意事項等については、添付資料2ページから4ページの「１．経営成績・財政状態に関する分析」をご覧ください。 
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(1)経営成績に関する分析 

①当期の経営成績  

 当連結会計年度におけるわが国の経済は、東日本大震災の影響による景気の低迷からは徐々に回復が見られるも

のの、欧州債務問題の長期化による金融不安や世界的な景気の減速懸念などにより、国内景気の先行きは不透明な

まま推移しましたが、平成24年12月の政権交代以降、大胆な金融緩和、円安進行ならびに景気対策への期待感から

株価の回復などの景気回復に向けた兆しが見え始めました。 

 原料とうもろこしのシカゴ相場は、期初655.00セント／ブッシェルで始まりましたが、5月中旬以降は米国の12

／13年産とうもろこしの生産高見通しが史上 高となったことなどから一時551.50セント／ブッシェルまで値を下

げました。しかし、6月下旬からは米国中西部の高温・乾燥天候による生育悪化懸念などから高騰し、8月中旬には

史上 高値となる849.00セント／ブッシェルを記録しました。その後は、シカゴ相場の高値推移による米国産とう

もろこしの需要減退と南米産とうもろこしの輸出増加からシカゴ相場は下落に転じ、さらに3月末に米国農務省が

発表した全米在庫が市場予想を大幅に上回る結果となったことから、期末時点では695.25セント／ブッシェルとな

りました。 

 また、原油相場は期初105.23ドル／バレルで始まりましたが、欧州債務問題や米国経済の先行き不透明感による

原油需要の減少懸念などから徐々に下落し、6月下旬には77.69ドル／バレルまで値を下げました。しかし、7月以

降は対イラン制裁の本格発動でイラン産原油輸出が落ち込んだことや中東・北アフリカの政情不安による原油供給

に対する懸念から値を上げました。その後は、リビア内戦後の生産回復や北米におけるシェールガス増産、さらに

はサウジアラビアの増産観測が下落の要因となる一方で、堅調な米国の経済指標が投機の買いを誘うなど騰落を繰

り返し、期末時点では97.23ドル／バレルとなりました。 

 一方、米国から日本までの穀物海上運賃は期初60ドル／トン近辺で始まり、中国の石炭および鉄鉱石輸入量の回

復から一時的に船舶需要が高まり反発する場面も見られましたが、引き続く新造船の市場投入による船舶供給の余

剰感に加え、中国経済の鈍化の影響、船舶燃料油価格の安定、さらには依然として世界経済の先行き不透明感があ

ることから値を下げ、1月から2月にかけては53ドル／トン付近で推移しました。その後3月に入ると、南米産穀物

需要の増加により上昇に転じ、期末時点の価格は55ドル／トン近辺となりました。 

 為替相場は期初84.20円／ドルで始まりましたが、日銀が追加金融緩和を見送ったことや米国経済の先行き不透

明感などから円高が進行し、9月に入ると米連邦準備理事会（ＦＲＢ）による量的金融緩和決定を受け78.60円／ド

ルとなりました。しかし、11月に衆議院の解散が発表されると円安傾向となり、その後、政権交代や日銀によるさ

らなる金融緩和への期待などを背景に円安が加速し、期末時点では95.05円／ドルとなりました。 

 このような状況のもと、当社グループは生産効率の改善、製品在庫水準の適正化および各種コスト削減に継続的

に取り組むとともに、前期に引き続き付加価値製品の拡販に注力しました。 

 販売面につきましては、一昨年は飲料を中心に震災後の節電に備えた前倒し生産による増産や、例年にない早い

梅雨明けなどから清涼飲料向け糖化製品の販売が好調に推移しましたが、昨年は夏場の節電対策に備えた清涼飲料

の在庫積み増しにより、糖化製品の出荷は好調であったものの一昨年には及ばず、6月、7月は天候不順、8月以降

も一昨年ほどの厳しい残暑ではなかったこと、また冬場の気温が低かったことから糖化製品全体の販売数量は減少

しました。一方、製紙向け等の工業用澱粉は、震災で被災していた東北地区の各製紙工場の生産が回復したものの

震災後から輸入紙が増加し国内製紙メーカーの生産量が減少したことに加え、円高により海外からの輸入澱粉が増

加したことにより、澱粉製品の販売数量は減少しました。 

 収益面につきましては、一昨年の原料価格の高騰分が販売価格に対し徐々に浸透したことにより、上期の収益は

改善しました。その後、昨年夏以降、再度原料価格が高騰しましたが、原料コストの上昇分を吸収するまでには至

らず、下期後半は収益が減少しました。通期では前期に比べ、収益は改善されました。 

 この結果、当連結会計年度における当社グループの売上高は572億9千万円となり前年同期比3億8千万円（0.7％ 

）の減収、営業利益は22億5千万円と前年同期比19億7千万円（709.7％）の増益、経常利益は23億8千万円と前年同

期比16億7千万円（237.2％）の増益、当期純利益は10億7千万円と前年同期比7億1千万円（201.3％）の増益となり

ました。 

 次に、各部門別の販売状況は以下のとおりであります。 

（澱粉部門） 

 澱粉部門は、輸入紙の増加による国内紙生産の減少、製紙向け輸入澱粉の増加で、工業用澱粉の出荷が減少した

ことにより、売上高は141億1千万円と前年同期比10億6千万円（7.0％）の減収となりました。 

（糖化品部門） 

 糖化品部門は、夏場以降の天候不順、冬場の低温により清涼飲料向け異性化糖の販売が振るわず、販売数量は減

少しましたが、価格改定により、売上高は352億7千万円と前年同期比4億8千万円（1.4％）の増収となりました。 

１．経営成績・財政状態に関する分析
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（ファインケミカル部門） 

 ファインケミカル部門は、医薬用糖化製品およびその他付加価値製品の販売が好調であったことにより、売上高

は18億8千万円と前年同期比5千万円（3.1％）の増収となりました。 

（副産物部門） 

 副産物部門は、ほぼ前年並の販売数量となり、売上高は60億1千万円と前年同期比1億2千万円（2.2％）の増収と

なりました。 

②次期の見通し 

 次期のわが国の経済は、脱デフレ対策のもと円安、株高が進行し、輸出関連企業の持ち直しが見られるものの、

社会保障制度の見直しや来年予定の消費税率引き上げなどによる消費者の生活防衛意識の高まりなどが懸念され、

景気は引き続き不透明な状況で推移していくものと予想されます。 

 また、当社グループを取り巻く環境は、景気の不透明感が続くことが予想されることから、引き続き製品の需要

低迷が見込まれ、特に製紙向けの工業用澱粉の需要は引き続き減退が見込まれます。また、当社の主力製品である

異性化糖が天候に左右されやすい需要構造であることや、少子高齢化の進行や健康志向の高まりにより、糖質入り

飲料の販売数量も減少傾向にあります。 

 収益面におきましても消費者の価格への意識の高さから末端商品の価格競争が激しく、原材料高、円安の影響を

販売価格に転嫁することは非常に困難で、経営環境は極めて厳しい状況が見込まれます。 

 さらに、原料とうもろこしの米国における期末在庫は依然低水準で、シカゴ相場は引き続き高値が続くものと予

想されます。また、国内では原子力発電の再稼働の見通しが不透明であることから夏場の電力不足が懸念され、当

社の大口取引先である食品や飲料メーカーなどの操業に影響を与えることが予想されます。 

 このような厳しい環境に対応するため、当社グループは生産性の向上をはじめとした様々なコストの見直しを実

施するほか、引き続き適切な収益の確保に努めます。また、付加価値製品の拡販のために技術営業のさらなる充実

を継続します。 

 その結果、次期の見通しといたしましては、売上高620億円、営業利益16億円、経常利益18億円、当期純利益12

億円を見込んでおります。 

(2)財政状態に関する分析 

 当連結会計年度における総資産は、428億5千万円となり、前連結会計年度末と比較して27億6千万円の増加とな

りました。その主な要因は現金及び預金が22億円減少したものの、原材料及び貯蔵品が16億5千万円、短期貸付金

が24億円増加したこと等によるものです。また、負債については、前連結会計年度末と比較して15億5千万円の増

加となりました。その主な要因は未払法人税等が7億3千万円、賞与引当金が3億3千万円増加したこと等によるもの

です。 

 なお、純資産は172億6千万円となり、自己資本比率は前連結会計年度末と比較して0.3ポイント増加し、40.3％

となりました。 

（キャッシュ・フローの状況） 

 当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下資金という)の残高は、前連結会計年度末より22億円減少し、

10億6千万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果、獲得した資金は25億4千万円（前年同期比0.3％増）となりました。これは主として、税金等調

整前当期純利益19億円に減価償却費19億7千万円を加算した額から、たな卸資産の増加額19億3千万円を控除した額

等によるものです。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果、使用した資金は43億1千万円（前年同期比192.5％増）となりました。これは主として、当社工

場設備への投資などの有形固定資産の取得による支出18億円と貸付金の増加（純額）23億9千万円等によるもので

す。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果、使用した資金は4億2千万円（前年同期比26.3％減）となりました。これは主として、借入金の

減少（純額）2億8千万円と配当金の支払1億2千万円等によるものです。 

 次期の見通しといたしましては、営業活動によるキャッシュ・フローは、原料とうもろこしの価格が高値推移す

る状況が予想されますが、生産性の向上をはじめとしたコスト削減や、付加価値製品の拡販等を引き続き実施して

まいりますので、獲得する資金は当期並みとなる見込みであります。 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、工場設備の更新投資等による支出でありますが、使用する資金は当期よ

り減少する見込みであります。 

日本食品化工㈱（2892）平成25年3月期 決算短信

－3－



 財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金の返済及び配当金の支払により、使用する資金は増加する見込み

であります。 

 以上の結果、次期の現金及び現金同等物の期末残高は、当期並みを予想しております。 

(3)利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

 当社は、今後とも収益力の向上と経営基盤の強化に努めるとともに、利益配分については、各期の財務状況およ

び利益水準、配当性向、内部留保の水準などを総合的に勘案して、安定的な配当を維持継続していくことを基本方

針としております。また、内部留保については、研究開発並びに設備投資など企業体質強化に活用し、企業価値向

上に努めてまいります。 

 当期の期末の配当金につきましては、上記の基本方針を総合的に勘案し、1株当たり13円の配当を実施予定であ

ります。 

 また、次期の期末の配当金につきましても、上記の基本方針と業績予想を総合的に勘案し、1株当たり10円の配

当を予定しております。 

(4)事業等のリスク 

 当社グループの経営成績、財政状態等につき投資者の判断に重要な影響を与える可能性がある事業等のリスクに

は以下のようなものがあります。 

 なお、将来に関する事項についての記載は、発表日現在において当社グループが判断したものであります。 

① 原材料価格及び調達について 

 当社は、原料とうもろこしの全量を主として米国から輸入しており、その価格はシカゴ穀物相場の影響により変

動しますが、特に今後のバイオエタノール向けの需要動向がシカゴ穀物相場に大きな影響を与える可能性がありま

す。その他に、為替相場及び調達諸費用（特に非遺伝子組み換えとうもろこしのプレミアムコストや海上輸送運

賃）の影響により変動する可能性があります。また、工場のボイラー用燃料に重油及び原油価格に連動性の高いＬ

ＮＧを使用しており、原油価格の高騰が生産コスト上昇の要因となります。穀物相場の上昇リスク並びに為替相場

の円安リスクに対し当社が講じている各種ヘッジ等の措置で変動の影響を低減できない場合、また原料並びに重油

価格等の上昇分を製品販売価格に転嫁できない場合、当社の業績、財政状態及びキャッシュ・フローの状況に影響

を与える可能性があります。 

 原料とうもろこしや重油といった輸入原材料においては、輸出国の国政状況や自然災害等により原材料を適宜に

調達できない場合には、当社の業績、財政状態及びキャッシュ・フローの状況に影響を与える可能性があります。

 輸入されるとうもろこしは食品衛生法等により通関時に様々な検査が行われており、輸出国に対して安全な品質

を求めていますが、国や行政が規定している品質のとうもろこしが輸入できない場合には当社の業績、財政状態及

びキャッシュ・フローの状況に影響を与える可能性があります。 

② 法的規制等について 

 当社は、原料とうもろこしの輸入並びに糖化品部門の主要製品である異性化糖の製造、販売にあたり、国内産澱

粉並びに国内産砂糖の保護を目的とした法令の適用をうけております。農林水産省の政策の変更もしくは政策方針

による費用負担等に変動があった場合、当社の業績、財政状態及びキャッシュ・フローの状況に影響を与える可能

性があります。 

③ 自然災害による影響 

 当社は、主要な生産拠点を東海地区（静岡県富士市）に有しております。地震等による被害を抑えるために補強

工事等対策を施しておりますが、この地域において大規模な地震等の災害が発生した場合、その程度によっては工

場の生産設備や操業に重大な支障を来たすとともにその復旧に多額の費用が生じ、当社の業績、財政状態及びキャ

ッシュ・フローの状況に重大な影響を与える可能性があります。 

④ 市場における競合の状況について 

 当社グループは、食品業界並びに製紙業界等に澱粉及びその加工製品を販売していますが、近年では海外から安

価な製品が輸入され競合が激しくなっています。今後、ＦＴＡやＴＰＰの動向等により更に海外からの安価な競合

製品が輸入され市場の環境に変化が生じた場合には、当社の業績、財政状態及びキャッシュ・フローの状況に影響

を与える可能性があります。 
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 当社の企業集団は、当社、親会社、子会社1社、関連会社3社により構成され、とうもろこし等の加工製品及びその

二次加工製品の製造販売を主な事業の内容とし、更にこれらに附帯する原材料等の購入、技術輸出、運送業等の事業

を行っております。 

 当社の企業集団の事業内容並びに事業部門との関連は、次のとおりであります。 

  

  

 当社の企業集団の事業の系統図は次のとおりであります。 

   

２．企業集団の状況

事業内容 主要な会社名

とうもろこし等の加工製品及び

その二次加工製品の製造販売 
当社、三菱商事㈱、共同商事㈱、AMSCO、㈱サニーメイズ 計5社 

上記関連の技術輸出 当社 計1社 

上記関連の運送業 ミナト流通サービス㈱ 計1社 

事業内容 事業部門 主要な会社名 

とうもろこし等の加工

製品及びその二次加工

製品の製造販売 

澱粉部門 当社、三菱商事㈱、共同商事㈱、AMSC0、㈱サニーメイズ 

糖化品部門 当社、三菱商事㈱、共同商事㈱ 

ファインケミカル部門 当社、三菱商事㈱、共同商事㈱ 

副産物部門 当社、三菱商事㈱、共同商事㈱ 
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(1) 会社の経営の基本方針 

  当社グループでは、株主価値の向上、顧客満足度の向上並びに財務体質の強化を経営の基本方針と位置づけてお

り、それを実現するために企業競争力の強化、収益力の向上並びに社員の能力向上を図ることに努力いたしており

ます。 

  市場環境が劇的に変化している今日においてはコアコンピタンスの強化に注力するとともに、新しい時代に適応

できる企業風土の創成と企業体質の強化を目指し、経営参画意識の高揚、組織間の連帯強化、人材の育成などの改

革を強力に推進してまいります。 

  (2) 目標とする経営指標 

  伝統的製品では市場規模の拡大が望み得ない状況であることに加え、世界的な景気後退が続く中で需要の低迷、

販売価格の値下げ圧力等、大変厳しい状況であります。当社グループでは収益力を示す指標として売上高経常利益

率を重視しております。その売上高経常利益率向上のために高付加価値製品の開発、拡販を推進するとともに生産

効率の改善やコスト削減に取り組んでおります。 

(3) 中長期的な会社の経営戦略 

  中長期的な目標として、当社グループでは、教育の充実による人材育成を図る一方で、製造コストの削減、製品

物流の改善、各種在庫水準の適正化及び小口取引の見直しなど各部門におけるコスト削減を行い業績の安定拡大を

図ります。また、新機能、新用途を持つ高付加価値製品の開発、品質の向上を更にすすめ、「お客様に買っていた

だけるモノ作り」を念頭に提案型営業に取り組み、お客様になお一層ご満足いただけるよう努めてまいります。 

(4) 会社の対処すべき課題 

  対処すべき課題とその具体的取り組みといたしましては、新機能、新用途を持つ高付加価値製品の開発、拡販を

課題とし、加工食品用途向けの各種製品開発に一層注力するとともに、販売面では、食品・飲料素材に対する技術

力を積極的に活用し、お客さまに対する提案型営業を推進しております。澱粉関連では、一般工業分野、食品分野

さらに医療分野において用途開発の可能性が大きく、今後ともお客さまにとって付加価値を高める製品の開発を積

極的に行い、対面業界への貢献を期してまいります。 

  また、原料ニーズでの適切な対応として、市場で大きな関心が持たれている残留農薬等食品衛生法で規定されて

いる事項の遵守などお客様のニーズに応えるため、原料から製品出荷に至るまで常に万全の対策をもって対応して

まいります。 

  さらに、製品の安定供給を目指し、海外での生産及び流通基盤の強化、信頼できる輸入製品の供給源確保など国

際的な仕組みづくりに取り組み、そのひとつとして、タイ国の関連会社AMSCO社のタピオカ澱粉製品の充実を図る

など、お客様の多様なニーズにお応えできる体制づくりを進めてまいります。 

  なお、当社は平成24年1月に異性化糖の取引に関して、また同年5月に水あめ、ぶどう糖、でん粉及び化工でん粉

の取引に関して、独占禁止法違反の疑いがあるとして公正取引委員会による立入検査を受け、その後引き続き行わ

れた同委員会による調査にも真摯に対応してまいりました。その後、平成25年4月8日付で排除措置命令書（案）及

び課徴金納付命令書（案）に関する事前通知書を受領し、当該命令案にもとづき当連結会計年度において特別損失

の計上を行っております。 

 当社としましては、コンプライアンスの一層の強化充実を図り、法令順守体制の整備に努めてまいります。 

３．経営方針
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４．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 3,271 1,068

受取手形及び売掛金 11,269 11,822

商品及び製品 3,278 3,742

仕掛品 2,336 2,153

原材料及び貯蔵品 3,098 4,754

繰延税金資産 323 491

短期貸付金 － 2,400

その他 1,043 671

貸倒引当金 △0 △0

流動資産合計 24,621 27,102

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,407 3,207

機械装置及び運搬具（純額） 5,416 5,194

工具、器具及び備品（純額） 149 137

土地 1,862 1,862

リース資産（純額） 77 72

建設仮勘定 401 841

有形固定資産合計 ※1  11,315 ※1  11,316

無形固定資産 299 265

投資その他の資産   

投資有価証券 2,743 3,156

長期貸付金 10 9

繰延税金資産 893 813

その他 204 192

貸倒引当金 △4 △3

投資その他の資産合計 3,847 4,167

固定資産合計 15,462 15,749

資産合計 40,084 42,852
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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 2,302 2,404

短期借入金 3,295 3,442

未払金 3,296 3,404

未払法人税等 158 893

賞与引当金 746 1,084

役員賞与引当金 3 16

課徴金引当金 － 448

その他 207 232

流動負債合計 10,010 11,926

固定負債   

長期借入金 10,342 9,910

退職給付引当金 3,061 3,168

役員退職慰労引当金 19 20

長期未払金 122 132

資産除去債務 415 379

その他 59 52

固定負債合計 14,020 13,662

負債合計 24,031 25,588

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,600 1,600

資本剰余金 328 328

利益剰余金 16,022 16,974

自己株式 △2,144 △2,145

株主資本合計 15,805 16,757

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 172 267

繰延ヘッジ損益 161 161

為替換算調整勘定 △86 77

その他の包括利益累計額合計 247 505

純資産合計 16,053 17,263

負債純資産合計 40,084 42,852
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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 57,684 57,297

売上原価 48,913 46,787

売上総利益 8,770 10,509

販売費及び一般管理費 8,492 8,256

営業利益 278 2,253

営業外収益   

受取利息 3 0

受取配当金 53 40

持分法による投資利益 310 229

試作品売却益 31 36

受取ロイヤリティー 40 42

受取保険金 127 56

その他 189 29

営業外収益合計 757 436

営業外費用   

支払利息 317 222

固定資産除却損 － 44

その他 11 40

営業外費用合計 328 307

経常利益 706 2,382

特別利益   

固定資産売却益 0 1

投資有価証券売却益 186 －

特別利益合計 186 1

特別損失   

固定資産除却損 121 －

固定資産売却損 1 －

ゴルフ会員権売却損 0 －

ゴルフ会員権評価損 9 －

投資有価証券評価損 11 －

弁護士報酬 ※1  43 ※1  25

課徴金引当金繰入額 － 448

特別損失合計 187 474

税金等調整前当期純利益 705 1,909

法人税、住民税及び事業税 162 970

法人税等調整額 186 △136

法人税等合計 349 834

少数株主損益調整前当期純利益 356 1,075

当期純利益 356 1,075
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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 356 1,075

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △95 94

繰延ヘッジ損益 90 △0

持分法適用会社に対する持分相当額 △30 164

その他の包括利益合計 △35 258

包括利益 321 1,333

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 321 1,333

少数株主に係る包括利益 － －
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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 1,600 1,600

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,600 1,600

資本剰余金   

当期首残高 328 328

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 328 328

利益剰余金   

当期首残高 15,788 16,022

当期変動額   

剰余金の配当 △123 △123

当期純利益 356 1,075

当期変動額合計 233 952

当期末残高 16,022 16,974

自己株式   

当期首残高 △2,144 △2,144

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 △2,144 △2,145

株主資本合計   

当期首残高 15,572 15,805

当期変動額   

剰余金の配当 △123 △123

当期純利益 356 1,075

自己株式の取得 △0 △0

当期変動額合計 233 952

当期末残高 15,805 16,757
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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 268 172

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △95 94

当期変動額合計 △95 94

当期末残高 172 267

繰延ヘッジ損益   

当期首残高 70 161

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 90 △0

当期変動額合計 90 △0

当期末残高 161 161

為替換算調整勘定   

当期首残高 △55 △86

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △30 163

当期変動額合計 △30 163

当期末残高 △86 77

その他の包括利益累計額合計   

当期首残高 282 247

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △35 258

当期変動額合計 △35 258

当期末残高 247 505

純資産合計   

当期首残高 15,854 16,053

当期変動額   

剰余金の配当 △123 △123

当期純利益 356 1,075

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） △35 258

当期変動額合計 198 1,210

当期末残高 16,053 17,263
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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 705 1,909

減価償却費 2,322 1,974

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） － 0

退職給付引当金の増減額（△は減少） △34 107

投資有価証券評価損益（△は益） 11 －

ゴルフ会員権評価損 9 －

受取利息及び受取配当金 △57 △41

支払利息 317 222

持分法による投資損益（△は益） △310 △229

固定資産売却損益（△は益） 1 △1

固定資産除却損 121 44

投資有価証券売却損益（△は益） △186 －

弁護士報酬 43 25

課徴金引当金繰入額 － 448

売上債権の増減額（△は増加） △404 △552

たな卸資産の増減額（△は増加） △920 △1,936

仕入債務の増減額（△は減少） 107 102

その他 251 761

小計 1,977 2,834

利息及び配当金の受取額 112 171

利息の支払額 △311 △221

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） 753 △243

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,532 2,540

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 △1,705 △1,808

有形固定資産の売却による収入 1 1

無形固定資産の取得による支出 △100 △49

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 436 －

短期貸付金の純増減額（△は増加） － △2,400

長期貸付けによる支出 △2 △2

長期貸付金の回収による収入 2 3

その他 △101 △53

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,474 △4,314

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） △900 －

長期借入れによる収入 5,000 3,010

長期借入金の返済による支出 △4,530 △3,295

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 △129 △120

リース債務の返済による支出 △22 △23

財務活動によるキャッシュ・フロー △583 △429

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 474 △2,203

現金及び現金同等物の期首残高 2,797 3,271

現金及び現金同等物の期末残高 3,271 1,068
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 該当事項はありません。 

   

  

１ 連結の範囲に関する事項 

(1) 連結子会社の数及び名称 

1社（共同商事㈱） 

  

(2) 非連結子会社の数及び名称 

 該当事項はありません。 

  

２ 持分法の適用に関する事項 

(1) 持分法を適用した関連会社の数及び名称 

3社（Asia Modified Starch Co.,Ltd.、㈱サニーメイズ、ミナト流通サービス㈱） 

  

(2) 持分法を適用しない非連結子会社又は関連会社の数及び名称 

 該当事項はありません。 

  

(3) 持分法適用会社の事業年度に関する事項 

 持分法適用会社のうち、決算日が連結決算日と異なる会社については、各社の事業年度にかかる財務諸表

を使用しております。 

  

３ 連結子会社の事業年度等に関する事項 

 連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日と一致しております。 

  

４ 会計処理基準に関する事項 

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法 

(イ) 有価証券 

その他有価証券 

① 時価のあるもの 

 決算日の市場価格等に基づく時価法によっております（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）。 

② 時価のないもの 

 移動平均法による原価法によっております。 

(ロ) デリバティブ 

 原則として時価法によっております。 

(ハ) たな卸資産 

 主として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）によっております。 

  

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法 

(イ) 有形固定資産（リース資産を除く） 

 当社及び連結子会社は定率法によっております。 

 ただし、平成10年4月1日以降取得した建物（建物附属設備を除く）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次のとおりであります。 

建物及び構築物    7～50年 

機械装置及び運搬具  4～10年 

工具、器具及び備品  5～10年 

 また、平成19年3月31日以前に取得したものについては、償却可能限度額まで償却が終了した翌年から5

年間で均等償却する方法によっております。 

（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）
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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、営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益がそれぞれ40百万円増加しておりま

す。 

(ロ) 無形固定資産（リース資産を除く） 

 定額法によっております。 

 ただし、ソフトウェア（自社利用分）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

によっております。 

(ハ) リース資産 

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。 

  

(3) 重要な引当金の計上基準 

(イ) 貸倒引当金 

 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の

債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。 

(ロ) 賞与引当金 

 従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。 

(ハ) 役員賞与引当金 

 役員賞与の支出に備えるため、当連結会計年度における支給見込額に基づき計上しております。 

(ニ) 課徴金引当金 

 独占禁止法に基づく課徴金納付命令が 終的に確定した場合に備え、合理的に見積もられる課徴金納付

見込額を計上しております。 

(ホ) 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（5年）による定額法

によりそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理しております。 

(ヘ) 役員退職慰労引当金 

 当社については、役員退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しておりま

す。 

  

(4) 重要な外貨建資産負債の本邦通貨への換算基準 

 外貨建短期金銭債務（円建表示の原料仕入債務。但し為替差損益当社帰属の特約付）については、当連結

会計年度末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、為替予約

の振当処理の対象となっている外貨建金銭債務については、当該為替予約の円貨額に換算しております。 

  

(5) 重要なヘッジ会計の方法 

(イ) ヘッジ会計の方法 

 当社については、繰延ヘッジ処理を採用しております。なお、為替予約については振当処理の要件を満

たしている場合は振当処理を、金利スワップについては特例処理の要件を満たしているため特例処理を採

用しております。 

(ロ) ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段…為替予約、金利スワップ 

ヘッジ対象…外貨建買掛金等、借入金の利息 

(ハ) ヘッジ方針 

 当社の内部規定である「市場リスク管理規定」に基づき、為替変動リスク及び金利変動リスクをヘッジ

しております。 

(ニ) ヘッジ有効性評価の方法 

 ヘッジ手段とヘッジ対象の重要な条件が一致しているため有効性の評価は省略しております。 
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(6) のれんの償却方法及び償却期間 

 該当事項はありません。 

  

(7) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

 連結キャッシュ・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。 

  

(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、控除対象外消費税及び地方消費税は、当連結

会計年度の費用として処理しております。 

  

※１ 有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりであります。 

  

２ 保証債務 

 連結会社以外の会社の金融機関等からの借入金に対して、次のとおり債務保証を行っております。 

  

※１ 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）及び当連結会計年度（自 平成24年4月

1日 至 平成25年3月31日） 

 弁護士報酬（ 百万円）の内容は、次のとおりであります。 

 平成24年1月に、公正取引委員会による異性化糖の販売価格についての立入検査を受け、それに関す

る対応に係る弁護士報酬であります。 

  

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） 

 弁護士報酬（ 百万円）の内容は、次のとおりであります。 

 平成24年1月に公正取引委員会による異性化糖の販売価格について、また同年5月にその他糖化製品お

よび澱粉製品の販売価格についての立入検査を受け、それに関する対応に係る弁護士報酬であります。

  

（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） 

  百万円 58,360 百万円 59,390

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） 

金融機関に対するAMSCO社の借入債務 

（ 百万バーツ） 59
百万円 162

金融機関に対するAMSCO社の借入債務 

（ 百万バーツ） 83
百万円 274

（再保証） 

金融機関に対するAMSCO社の借入債務 

（ 百万バーツ） 

 上記の債務保証は、三菱商事㈱による

債務保証を当社が再保証したものであり

ます。 

29
百万円 80

  

  

－  

  

  

百万円 －

計 百万円 243 計 百万円 274

（連結損益計算書関係）

43

25
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資産除去債務のうち連結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 

①．一部の製造設備の石綿障害予防規則等に伴うアスベスト除去に係る費用です。 

②．本社の定期建物賃貸借契約に伴う原状回復義務等です。 

  

ロ 当該資産除去債務の金額の算定方法 

①．使用見込期間を取得から10年から50年と見積り、割引率は1.3％から2.3％を使用して資産除去債務の

金額を計算しております。 

②．使用見込期間を取得から15年と見積り、割引率は1.9％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 

  

（資産除去債務関係）

  
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） 

期首残高 百万円 576 百万円 540

有形固定資産の取得に伴う増加額  －  －

時の経過による調整額 百万円 2 百万円 1

資産除去債務の履行による減少額 百万円 △38 百万円 △71

その他増減額（△は減少）  － 百万円 △53

期末残高 百万円 540 百万円 417

日本食品化工㈱（2892）平成25年3月期 決算短信

－17－



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）及び当連結会計年度（自 平成24年4月1日

至 平成25年3月31日） 

 当社グループは、とうもろこしを原料とした澱粉、糖化品、ファインケミカル、副産物の製造及び販売を

事業内容としており、とうもろこし加工事業の単一セグメントであります。そのため、セグメント情報につ

いては記載を省略しております。 

  

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 製品及びサービスごとの情報 

  

２ 地域ごとの情報 

(1) 売上高 

 海外売上高がないため、記載を省略しております。 

  

(2) 有形固定資産 

 本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社がないため、記載を省略しております。 

  

３ 主要な顧客ごとの情報 

  

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 製品及びサービスごとの情報 

  

２ 地域ごとの情報 

(1) 売上高 

 海外売上高がないため、記載を省略しております。 

  

(2) 有形固定資産 

 本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社がないため、記載を省略しております。 

  

３ 主要な顧客ごとの情報 

  

（セグメント情報等）

ａ．セグメント情報

ｂ．関連情報

  （単位：百万円）

  澱粉 糖化品 ファインケミカル 副産物 合計

外部顧客への売上高  15,178  34,789  1,831  5,885  57,684

  （単位：百万円）

顧客の名称又は氏名 売上高 関連するセグメント名

三菱商事株式会社  56,531 － 

  （単位：百万円）

  澱粉 糖化品 ファインケミカル 副産物 合計

外部顧客への売上高  14,117  35,277  1,888  6,013  57,297

  （単位：百万円）

顧客の名称又は氏名 売上高 関連するセグメント名

三菱商事株式会社  55,968 － 
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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）及び当連結会計年度（自 平成24年4月1日

至 平成25年3月31日） 

 該当事項はありません。 

  

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）及び当連結会計年度（自 平成24年4月1日

至 平成25年3月31日） 

 該当事項はありません。 

  

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）及び当連結会計年度（自 平成24年4月1日

至 平成25年3月31日） 

 該当事項はありません。 

  

ｃ．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

ｄ．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

ｅ．報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
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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 関連当事者との取引 

連結財務諸表提出会社と関連当事者の取引 

（ア）連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等に限る）等 

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

2．取引条件及び取引条件の決定方針等 

(1) 製品の販売等については、市場価格、総原価を勘案して、一般的取引条件と同様に決定しております。ま

た、販売高に対して一定の販売手数料を支払っております。 

(2) 製品・原材料等の購入については、一般の取引条件と同様に決定しています。 

  

２ 親会社又は重要な関連会社に関する注記 

(1) 親会社情報 

 三菱商事株式会社（株式会社東京証券取引所、株式会社大阪証券取引所、株式会社名古屋証券取引所に

上場） 

  

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 関連当事者との取引 

連結財務諸表提出会社と関連当事者の取引 

（ア）連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等に限る）等 

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

2．取引条件及び取引条件の決定方針等 

(1) 製品の販売等については、市場価格、総原価を勘案して、一般的取引条件と同様に決定しております。ま

た、販売高に対して一定の販売手数料を支払っております。 

(2) 製品・原材料等の購入については、一般の取引条件と同様に決定しています。 

  

（関連当事者情報）

種類 会社等の名称
又は氏名 所在地

資本金又は
出資金 

事業の内容
又は職業 

議決権等の所
有（被所有）
割合（％） 

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）

親会社 三菱商事㈱ 東京都 

千代田区 
億円 2,044 物品の売買

貿易 

被所有

59.9

当社製品販

売の代理店

契約 

主要原料の

仕入等 

製品の販売  56,506 売掛金 10,867

製品・原材

料等の購入
 31,151 買掛金 1,069

  前渡金 509

種類 会社等の名称
又は氏名 所在地

資本金又は
出資金 

事業の内容
又は職業 

議決権等の所
有（被所有）
割合（％） 

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）

親会社 三菱商事㈱ 東京都 

千代田区 
億円 2,044 物品の売買

貿易 

被所有

59.9

当社製品販

売の代理店

契約 

製品の販売  55,944 売掛金 11,394

主要原料の

仕入等 
製品・原材

料等の購入  30,084 買掛金 1,130
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（イ）連結財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等及び連結財務諸表提出会社のその他の関係会社の

子会社等 

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

2．取引条件及び取引条件の決定方針等 

(1)  利率その他の取引条件については、その都度交渉の上決定しています。なお、資金の貸付の取引金額は期

中平均残高を記載しております。 

  

２ 親会社又は重要な関連会社に関する注記 

(1) 親会社情報 

 三菱商事株式会社（株式会社東京証券取引所、株式会社大阪証券取引所、株式会社名古屋証券取引所に

上場） 

  

 1株当たり純資産額及び算定上の基礎並びに1株当たり当期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりでありま

す。 

  

（注） 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。 

  

 該当事項はありません。 

種類 会社等の名称
又は氏名 所在地

資本金又は
出資金 

事業の内容
又は職業 

議決権等の所
有（被所有）
割合（％） 

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）

同一の 
親会社 
を持つ 
会社 

三菱商事フィ
ナンシャルサ
ービス㈱ 

東京都 

千代田区 
億 千万円 26 8 企業金融業

他 

なし 資金の 

貸付・借入
資金の貸付  690 短期貸付金 2,400

   

（１株当たり情報）

項目 
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） 

(1) 1株当たり純資産額 円 銭 652 53 円 銭 701 76

（算定上の基礎）     

純資産の部の合計額 百万円 16,053 百万円 17,263

純資産の部の合計額から控除する金額 百万円 － 百万円 －

普通株式に係る期末の純資産額 百万円 16,053 百万円 17,263

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 24,601 千株 24,600

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） 

(2) 1株当たり当期純利益 円 銭 14 51 円 銭 43 71

（算定上の基礎）     

当期純利益 百万円 356 百万円 1,075

普通株主に帰属しない金額 百万円 － 百万円 －

普通株式に係る当期純利益 百万円 356 百万円 1,075

普通株式の期中平均株式数 千株 24,602 千株 24,601

（重要な後発事象）
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 リース取引、税効果会計、金融商品、有価証券、デリバティブ取引、退職給付、賃貸等不動産等に関する注記事

項については、決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。 

（開示の省略）
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５．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 3,185 976

売掛金 11,189 11,734

商品及び製品 3,278 3,742

仕掛品 2,336 2,153

原材料及び貯蔵品 3,097 4,753

前渡金 509 －

前払費用 39 33

繰延税金資産 323 491

短期貸付金 － 2,400

未収入金 224 374

その他 269 263

貸倒引当金 － △0

流動資産合計 24,453 26,922

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 3,091 2,927

構築物（純額） 281 247

機械及び装置（純額） 5,412 5,189

車両運搬具（純額） 4 5

工具、器具及び備品（純額） 149 136

土地 1,862 1,862

リース資産（純額） 77 69

建設仮勘定 401 841

有形固定資産合計 11,279 11,278

無形固定資産   

借地権 45 45

商標権 0 0

ソフトウエア 246 212

その他 7 7

無形固定資産合計 299 265

投資その他の資産   

投資有価証券 734 883

関係会社株式 431 431

出資金 2 2

長期貸付金 0 0

従業員に対する長期貸付金 10 9

長期前払費用 6 5

繰延税金資産 1,021 962

その他 196 184

貸倒引当金 △4 △3

投資その他の資産合計 2,397 2,474

固定資産合計 13,976 14,018

資産合計 38,430 40,940
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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   

買掛金 2,246 2,338

1年内返済予定の長期借入金 3,295 3,442

リース債務 21 23

未払金 3,295 3,403

未払法人税等 156 892

未払消費税等 23 142

未払費用 3 3

預り金 32 23

賞与引当金 746 1,084

役員賞与引当金 3 16

課徴金引当金 － 448

資産除去債務 125 38

その他 0 0

流動負債合計 9,950 11,858

固定負債   

長期借入金 10,342 9,910

リース債務 59 48

退職給付引当金 3,061 3,168

役員退職慰労引当金 19 20

長期未払金 122 132

資産除去債務 415 379

固定負債合計 14,020 13,659

負債合計 23,971 25,517
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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 1,600 1,600

資本剰余金   

資本準備金 327 327

その他資本剰余金 0 0

資本剰余金合計 327 327

利益剰余金   

利益準備金 400 400

その他利益剰余金   

建物圧縮積立金 238 224

構築物圧縮積立金 3 2

機械装置圧縮積立金 15 10

土地圧縮積立金 105 105

別途積立金 7,000 7,000

繰越利益剰余金 6,578 7,469

利益剰余金合計 14,342 15,212

自己株式 △2,144 △2,145

株主資本合計 14,125 14,995

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 172 266

繰延ヘッジ損益 161 161

評価・換算差額等合計 334 428

純資産合計 14,459 15,423

負債純資産合計 38,430 40,940
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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   

製品売上高 51,801 51,231

副産物売上高 5,820 5,945

売上値引及び戻り高 28 27

売上高合計 57,593 57,149

売上原価   

製品期首たな卸高 3,130 3,278

当期製品製造原価 50,820 47,873

当期製品仕入高 4,230 3,955

合計 58,180 55,107

製品期末たな卸高 3,278 3,742

他勘定振替高 6,051 4,697

売上原価合計 48,850 46,667

売上総利益 8,742 10,482

販売費及び一般管理費 8,473 8,239

営業利益 269 2,243

営業外収益   

受取利息 3 0

受取配当金 109 170

試作品売却益 31 38

受取ロイヤリティー 40 42

受取保険金 127 56

その他 192 33

営業外収益合計 505 341

営業外費用   

支払利息 317 222

固定資産除却損 － 44

その他 11 40

営業外費用合計 328 307

経常利益 445 2,277
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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) 

特別利益   

固定資産売却益 0 1

投資有価証券売却益 186 －

特別利益合計 186 1

特別損失   

固定資産除却損 121 －

固定資産売却損 1 －

ゴルフ会員権売却損 0 －

ゴルフ会員権評価損 9 －

投資有価証券評価損 11 －

弁護士報酬 43 25

課徴金引当金繰入額 － 448

特別損失合計 187 474

税引前当期純利益 445 1,804

法人税、住民税及び事業税 160 968

法人税等調整額 164 △157

法人税等合計 324 811

当期純利益 120 993
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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 1,600 1,600

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,600 1,600

資本剰余金   

資本準備金   

当期首残高 327 327

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 327 327

その他資本剰余金   

当期首残高 0 0

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 0 0

資本剰余金合計   

当期首残高 327 327

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 327 327

利益剰余金   

利益準備金   

当期首残高 400 400

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 400 400

その他利益剰余金   

建物圧縮積立金   

当期首残高 236 238

当期変動額   

建物圧縮積立金の取崩 △14 △14

実効税率変更に伴う積立金の増加 16 －

当期変動額合計 2 △14

当期末残高 238 224

構築物圧縮積立金   

当期首残高 4 3

当期変動額   

構築物圧縮積立金の取崩 △0 △0

実効税率変更に伴う積立金の増加 0 －

当期変動額合計 △0 △0

当期末残高 3 2
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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) 

機械装置圧縮積立金   

当期首残高 19 15

当期変動額   

機械装置圧縮積立金の取崩 △4 △5

実効税率変更に伴う積立金の増加 0 －

当期変動額合計 △4 △5

当期末残高 15 10

土地圧縮積立金   

当期首残高 97 105

当期変動額   

実効税率変更に伴う積立金の増加 8 －

当期変動額合計 8 －

当期末残高 105 105

別途積立金   

当期首残高 7,000 7,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 7,000 7,000

繰越利益剰余金   

当期首残高 6,586 6,578

当期変動額   

剰余金の配当 △123 △123

当期純利益 120 993

建物圧縮積立金の取崩 14 14

構築物圧縮積立金の取崩 0 0

機械装置圧縮積立金の取崩 4 5

実効税率変更に伴う積立金の増加 △25 －

当期変動額合計 △7 890

当期末残高 6,578 7,469

利益剰余金合計   

当期首残高 14,344 14,342

当期変動額   

剰余金の配当 △123 △123

当期純利益 120 993

建物圧縮積立金の取崩 － －

構築物圧縮積立金の取崩 － －

機械装置圧縮積立金の取崩 － －

実効税率変更に伴う積立金の増加 － －

当期変動額合計 △2 870

当期末残高 14,342 15,212
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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 △2,144 △2,144

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 △2,144 △2,145

株主資本合計   

当期首残高 14,128 14,125

当期変動額   

剰余金の配当 △123 △123

当期純利益 120 993

自己株式の取得 △0 △0

当期変動額合計 △2 870

当期末残高 14,125 14,995

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

当期首残高 267 172

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △95 94

当期変動額合計 △95 94

当期末残高 172 266

繰延ヘッジ損益   

当期首残高 70 161

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 90 △0

当期変動額合計 90 △0

当期末残高 161 161

評価・換算差額等合計   

当期首残高 338 334

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △4 94

当期変動額合計 △4 94

当期末残高 334 428

純資産合計   

当期首残高 14,466 14,459

当期変動額   

剰余金の配当 △123 △123

当期純利益 120 993

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） △4 94

当期変動額合計 △7 964

当期末残高 14,459 15,423
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 該当事項はありません。 

   

１ 有価証券の評価基準及び評価方法 

(1) 子会社株式及び関連会社株式 

 移動平均法による原価法によっております。 

(2) 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によっております（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）。 

時価のないもの 

 移動平均法による原価法によっております。 

２ デリバティブの評価基準及び評価方法 

 原則として時価法によっております。 

３ たな卸資産の評価基準及び評価方法 

 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）によって

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） 

 定率法によっております。 

 ただし、平成10年4月1日以降取得した建物（建物附属設備を除く）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。 

 また、平成19年3月31日以前に取得したものについては、償却可能限度額まで償却が終了した翌年から5年

間で均等償却する方法によっております。 

（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、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益がそれぞれ40百万円増加しております。 

(2) 無形固定資産（リース資産を除く） 

 定額法によっております。 

 ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法に

よっております。 

(3) リース資産 

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。 

５ 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準 

 外貨建短期金銭債務（円建表示の原料仕入債務。但し為替差損益当社帰属の特約付）については、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。なお、為替予約の振当処理の対

象となっている外貨建金銭債務については、当該為替予約の円貨額に換算しております。 

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備えるため、支給見込額に基づき計上しております。 

（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）

（重要な会計方針）

建物 7～50年

構築物 7～45年

機械及び装置 5～10年

車両及び運搬具 4～ 6年

工具、器具及び備品 5～10年
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(3) 役員賞与引当金 

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

(4) 課徴金引当金 

 独占禁止法に基づく課徴金納付命令が 終的に確定した場合に備え、合理的に見積もられる課徴金納付

見込額を計上しております。 

(5) 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。 

 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（5年）による定額法に

よりそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。 

(6) 役員退職慰労引当金 

 役員退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。 

７ ヘッジ会計の方法 

(1) ヘッジ会計の方法 

 繰延ヘッジ処理を採用しております。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は振

当処理を、金利スワップについては特例処理の要件を満たしているため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 

 ヘッジ手段…為替予約、金利スワップ 

 ヘッジ対象…外貨建買掛金等、借入金の利息 

(3) ヘッジ方針 

 当社の内部規定である「市場リスク管理規定」に基づき、為替変動リスク及び金利変動リスクをヘッジし

ております。 

(4) ヘッジ有効性評価の方法 

 ヘッジ手段とヘッジ対象の重要な条件が一致しているため有効性の評価を省略しております。 

８ その他財務諸表作成の為の重要な事項 

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、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業

年度の費用として処理しております。 

  

(1) 代表取締役の異動 

   ① 新任予定代表取締役（平成25年6月26日付予定） 

    代表取締役社長 社長執行役員      鈴 木 慎一郎  （現 取締役 副社長執行役員）  

  

 ② 退任予定代表取締役  

    代表取締役社長 社長執行役員      戸 名   厚  

６．その他
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