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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】 

(1) 連結経営指標等 

 （注）１．売上高には、消費税等は含めておりません。 

２．第90期の売上高の増加は主に連結子会社の増加（11社）によるもの、当期純利益の増加は主に厚生年金代行部分返上益

の計上によるものであります。 

３．第91期から、１株当たり純資産額、１株当たり当期純利益および潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定に当たっ

ては、「１株当たり当期純利益に関する会計基準」（企業会計基準第２号）及び「１株当たり当期純利益に関する会計

基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第４号）を適用しております。 

回次 第89期 第90期 第91期 第92期 第93期 

決算年月 平成13年11月 平成14年11月 平成15年11月 平成16年11月 平成17年11月

売上高（百万円） 396,697 434,480 437,032 423,727 455,007

経常利益（百万円） 17,039 18,262 17,532 15,507 12,829

当期純利益（百万円） 8,005 9,306 8,675 7,006 5,465

純資産額（百万円） 107,428 114,015 120,504 126,768 132,412

総資産額（百万円） 257,679 270,181 269,559 262,122 265,724

１株当たり純資産額（円） 696.21 744.11 786.15 827.17 865.32

１株当たり当期純利益（円） 51.78 60.36 56.08 45.18 35.25

潜在株式調整後１株当たり当
期純利益（円） 

45.46 55.11 51.53 41.63 32.64

自己資本比率（％） 41.7 42.2 44.7 48.4 49.8

自己資本利益率（％） 7.5 8.4 7.4 5.7 4.2

株価収益率（倍） 21.0 16.2 15.5 20.0 28.9

営業活動によるキャッシュ・
フロー（百万円） 

19,603 22,829 18,550 17,377 15,686

投資活動によるキャッシュ・
フロー（百万円） 

△15,157 △25,388 △13,419 △12,806 △11,625

財務活動によるキャッシュ・
フロー（百万円） 

△16,592 △6,897 △2,116 △8,109 △7,415

現金及び現金同等物の期末残
高（百万円） 

24,128 16,950 19,868 16,451 13,127

従業員数 
(外、平均臨時雇用者数)（人） 

6,115 
（5,468）

8,550
（8,136）

8,109
（7,913）

8,529 
（8,483）

8,548
（8,351）



(2) 提出会社の経営指標等 

 （注）１．売上高には、消費税等は含めておりません。 

２．第91期から、１株当たり純資産額、１株当たり当期純利益および潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定に当たっ

ては、「１株当たり当期純利益に関する会計基準」（企業会計基準第２号）及び「１株当たり当期純利益に関する会計

基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第４号）を適用しております。 

３．第92期の売上高の減少は、主にタマゴ素材品の営業をキユーピータマゴ株式会社（連結子会社）へ譲渡したことによる

ものであります。 

４．第92期の１株当たり配当額には、創立85周年記念配当１円を含んでおります。 

  

回次 第89期 第90期 第91期 第92期 第93期 

決算年月 平成13年11月 平成14年11月 平成15年11月 平成16年11月 平成17年11月

売上高（百万円） 260,466 271,208 268,958 230,110 232,668

経常利益（百万円） 11,329 10,582 11,248 7,663 6,453

当期純利益（百万円） 6,268 6,030 6,805 4,529 3,769

資本金（百万円） 24,103 24,104 24,104 24,104 24,104

発行済株式総数（株） 155,463,617 155,464,515 155,464,515 155,464,515 155,464,515

純資産額（百万円） 102,596 105,794 111,395 115,012 118,987

総資産額（百万円） 185,861 186,656 190,335 188,772 189,865

１株当たり純資産額（円） 664.90 690.46 726.74 750.44 777.57

１株当たり配当額 
(内１株当たり中間配当額)
（円） 

12.00 
（6.0）

12.00
（6.0）

12.00
（6.0）

13.00 
（6.0）

13.00
（6.5）

１株当たり当期純利益（円） 40.54 39.11 44.08 29.27 24.44

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益（円） 

35.82 35.97 40.64 27.21 22.83

自己資本比率（％） 55.2 56.7 58.5 60.9 62.7

自己資本利益率（％） 6.2 5.8 6.3 4.0 3.2

株価収益率（倍） 26.8 25.1 19.7 30.8 41.7

配当性向（％） 29.54 30.59 27.01 44.41 53.19

従業員数 
(外、平均臨時雇用者数)（人） 

2,389 
(808) 

2,259
(802) 

2,118
(921) 

2,374 
(1,110) 

2,444
(1,035) 



２【沿革】 

大正８年11月 各種ソースならびに加工食料品の製造を目的として、東京都中野区小滝町に食品工業株式会社として設立され

る。 

大正14年３月 キユーピーマヨネーズの製造を開始する。 

昭和13年３月 兵庫県川辺郡稲野村（現 伊丹市）に稲野工場（現 伊丹工場）を設置し、マヨネーズやフルーツ缶詰の製造を

行う。 

昭和23年３月 原料の入手困難にともない一時中止していたマヨネーズの製造を再開する。 

昭和26年10月 東京都北多摩郡神代村（現 調布市）に東京工場（現 仙川工場）を設置、マヨネーズの製造を行う。 

昭和32年９月 社名を食品工業株式会社からキユーピー株式会社へ変更する。 

昭和33年12月 愛知県挙母市（現 豊田市）に挙母工場を設置する。 

昭和35年２月 本社を東京都調布市仙川町に移転する。 

昭和37年８月 マヨネーズの主原料である食酢の製造販売を目的として、東京都府中市に西府産業株式会社（現 連結子会社の

キユーピー醸造株式会社）を設立する。 

昭和39年２月 佐賀県鳥栖市に鳥栖工場を設置する。 

昭和41年２月 当社の倉庫部門を分離し、東京都調布市仙川町にキユーピー倉庫株式会社（現 連結子会社の株式会社キユー

ソー流通システム。平成５年10月に本社を調布市小島町へ移転）を設立する。 

昭和43年12月 キユーピー倉庫株式会社が自動車運送取扱事業の登録を行う。 

昭和44年２月 本社を東京都渋谷区渋谷１丁目４番13号に移転する。 

昭和45年７月 株式を東京証券取引所市場第二部に上場する。 

昭和47年３月 茨城県猿島郡五霞村（現 五霞町）に五霞工場を設置する。 

 同 年12月 製品の一括販売先であった株式会社中島董商店の得意先販売網などを引き継いで自社販売とし、20営業所を展

開する。 

昭和48年４月 株式が東京証券取引所市場第一部銘柄に指定される。 

 同 年９月 冷凍冷蔵食品の販売を目的として東京都新宿区に株式会社キユーピーフローズン（現 連結子会社。昭和50年７

月に商号をデリア食品株式会社に改め、本社も東京都府中市へ移す）を設立する。 

昭和49年12月 販売体制として支店制度を導入し、８支店・14営業所となる。（現在は10支店・22営業所） 

昭和50年12月 フードエンジニアリング分野へ進出し、自社開発の食料品製造用機器の販売を開始する。 

昭和52年５月 卵素材品の販売部門を分離独立させ、東京都渋谷区にキユーピータマゴ株式会社（現 連結子会社。平成元年４

月に本社を東京都調布市へ移転）を設立する。 

 同 年12月 東京都府中市にある仙川工場の分工場を中河原工場として独立させる。 

昭和56年12月 ファインケミカル分野へ進出し、卵黄レシチンなどの製造を開始する。 

昭和57年３月 米国におけるマヨネーズ・ドレッシング類の製造販売のため、カリフォルニア州にＱ＆Ｂ FOODS, INC.（現 連

結子会社）を設立する。 

 同 年５月 大阪府泉佐野市に伊丹工場の分工場として泉佐野分工場（現 泉佐野工場）を設置する。 

昭和61年６月 卵加工品の製造を行う伊丹鶏卵加工株式会社、中央鶏卵加工株式会社および名古屋食卵加工株式会社を合併し

て株式会社カナエフーズ（現連結子会社。本社は東京都府中市）とする。 

昭和62年２月 タイ国の技術提携先であるサハ・パタナ社と共同でTHAI Q.P. CO.,LTD.を設立する。 

昭和63年12月 青森県三戸郡階上町に中河原工場の分工場として階上工場を設置する。 

平成２年１月 永年の取引先である米国の鶏卵加工品メーカー、HENNINGSEN FOODS, INC.（現 連結子会社）の株式を取得し、

その経営に参加する。 

 同 年12月 三英食品販売株式会社（現 連結子会社）に委託していた業務用商品の販売を直接行うこととする。 

平成５年12月 中国における調味料の製造販売を目的として、北京丘比食品有限公司（現 連結子会社）を設立する。 

平成７年９月 株式会社キユーピー流通システム（平成12年４月に商号を株式会社キユーソー流通システムに改める。現連結

子会社）が東京証券取引所市場第二部に株式を上場する。 

平成12年12月 惣菜類の販売業務をデリア食品株式会社（現 連結子会社）へ移管する。 

平成14年４月 中国における製造能力の増強を目的として、杭州丘比食品有限公司（現 連結子会社）を設立する。 

平成16年６月 株式会社キユーソー流通システムの株式が東京証券取引所市場第一部銘柄に指定される。 



３【事業の内容】 

 当社グループ（当社および当社の関係会社）は、当社、子会社60社、関連会社13社およびその他の関係会社１社により構成さ

れており、食品の製造販売および運送保管等を主たる業務としております。 

 当社グループの事業内容および当社と関係会社の当該事業における位置付けは概略次のとおりであります。 

 なお、下記の「食品事業」および「物流事業」は、事業の種類別セグメントと同一の区分であります。 

  

  

 以上の当社グループの状況について事業系統図を示すと次のとおりとなります。 

 なお、株式会社キユーソー流通システム（連結子会社）は東京証券取引所市場第一部に、アヲハタ株式会社（持分法適用関連

会社）は、同証券取引所市場第二部に株式を上場しております。 

事業の種類別セグメ

ントの名称 
主 要 な 会 社 主な取扱商品・サービス 

食品事業     

  

マヨネーズ・ 

ドレッシング 

キユーピー株式会社 

Ｑ＆Ｂ FOODS, INC. 

北京丘比食品有限公司 

杭州丘比食品有限公司 

マヨネーズ・ドレッシング類 

キユーピー醸造株式会社 食 酢 

三英食品販売株式会社 調味料 

フルーツ加工・ 

調理食品 

キユーピー株式会社 

アヲハタ株式会社 

コープ食品株式会社 

ジャム、パスタソース、 

スイートコーン等の瓶 

缶詰・レトルト食品 

タマゴ 

キユーピータマゴ株式会社 

株式会社全農・キユーピー・エツグステーシヨ

ン 

液卵、凍結卵、乾燥卵 

キユーピー株式会社 

株式会社カナエフーズ 

タマゴスプレッド、 

厚焼卵、錦糸卵等 

HENNINGSEN FOODS, INC. 乾燥卵等 

ヘルスケア キユーピー株式会社 

ベビーフード、ヘルス 

フード、介護食、ソフト 

バッグ（輸液容器）等 

野菜とサラダ 

キユーピー株式会社 

デリア食品株式会社 
サラダ、惣菜等 

株式会社デイリーメイト サラダ、煮物等 

株式会社ポテトデリカ サラダ、コロッケ等 

株式会社グルメデリカ 弁当、おにぎり等 

株式会社菜デリカ 弁当、おにぎり等 

株式会社ファミリーシェフ 惣菜、サラダ等 

株式会社菜華 漬 物 

株式会社サラダクラブ カット野菜 

物流事業 

株式会社キユーソー流通システム 食品の運送、保管等 

株式会社エスワイプロモーション 

ワイエムキユーソー株式会社 
食品の運送等 



［ 事業系統図 ］ 

  
 

  



４【関係会社の状況】 

(1）親会社 

 該当ありません。 

  

(2) 連結子会社 

名称 住所 
資本金又
は出資金 

主要な事業の内容

議決権
の所有
割合 
（％） 

関係内容 

役員の兼任 資金援助 営業上の取引 設備の賃貸借

キユーピータマゴ㈱ 
※3 

東京都 
調布市 

百万円 
350 

液卵・凍結卵等の製
造および販売 

88.0
役員２名
従業員１０名 

百万円
4,208 

商品および原
料の仕入 

事務所の賃貸

デリア食品㈱ 
東京都 
府中市 

百万円 
50 

サラダ・惣菜等の製
造および販売 

100.0
役員２名
従業員３名 

ありません 商品の販売 事務所の賃貸

キユーピー醸造㈱ 
東京都 
府中市 

百万円 
450 

食酢の製造および販
売 

88.0
役員２名
従業員３名 

百万円
2,422 

原料の仕入 事務所の賃貸

㈱キユーソー流通シ
ステム 
※1,2,3,4,5 

東京都 
調布市 

百万円 
4,063 

倉庫業および運送取
扱業 

44.9
(0.3)
[5.8]

役員３名
  

ありません

グループの商
品、原料等の
保管および運
送取扱委託 

土地および倉
庫の賃貸 

三英食品販売㈱ 
東京都 
渋谷区 

百万円 
57 

業務用製品の販売 51.3
役員２名
従業員２名 

ありません
商品の販売お
よび原料の仕
入 

事務所の賃貸

コープ食品㈱ 
東京都 
渋谷区 

百万円 
250 

缶詰類の製造および
販売 

51.0
役員２名
従業員３名 

百万円
1,140 

商品の仕入 事務所の賃貸

㈱カナエフーズ 
東京都 
府中市 

百万円 
50 

タマゴスプレッド・
厚焼卵・錦糸卵等の
卵加工品の製造およ
び販売 

88.0
役員１名
従業員５名 

百万円
2,338 

商品の仕入 
事務所および
工場の賃貸 

㈱全農・キユーピ
ー・エツグステーシ
ヨン 

茨城県猿島
郡五霞町 

百万円 
105 

乾燥卵その他卵加工
製品の製造 

51.4
役員２名
従業員２名 

百万円
65 

商品の仕入 工場の賃貸

KIFUKI U.S.A. 
CO.,INC. 

米国デラウ
ェア州 

米ドル 
7.17 

米国関係会社の株式
保有および統轄管理 

100.0
役員２名
従業員１名 

ありません
米国の関係会
社を統轄管理 

ありません

Q&B FOODS,INC. 
米国カリフ
ォルニア州 

千米ドル 
4,800 

マヨネーズ・ドレッ
シングの製造および
販売 

100.0
(100.0)

役員１名
従業員４名 

ありません 商品の仕入 ありません

HENNINGSEN 
FOODS,INC. 

米国ニュー
ヨーク州 

千米ドル 
1.92 

鶏卵加工品・乾燥肉
の製造および販売 

100.0
(100.0)

役員１名
従業員３名 

保証債務
2,019百万円 

商品の仕入 ありません

HENNINGSEN 
NEDERLAND B.V. 

オランダバ
ールバイク 

千ユーロ 
359.39 

乾燥肉の製造および
販売 

100.0
(100.0)

従業員１名 ありません 商品の仕入 ありません

HENNINGSEN FOODS, 
NETHERLANDS INC. 

米国デラウ
ェア州 

千米ドル 
2 
オランダ関係会社の
株式保有 

100.0
(100.0)

ありません ありません ありません ありません

昭島野菜加工㈱ 
東京都 
昭島市 

百万円 
20 

生鮮野菜の加工およ
び販売 

100.0
(100.0)

従業員４名 ありません 原料の仕入 ありません

㈱グルメデリカ 
埼玉県 
所沢市 

百万円 
98 

惣菜類の製造および
販売 

100.0
役員１名
従業員５名 

百万円
1,723 

原料の売上 ありません

富士山仙水㈱ 
山梨県 
富士吉田市 

百万円 
90 

ミネラルウオーター
の製造および販売 

77.7
(15.0)

役員２名
従業員１名 

百万円
392 

商品の仕入 工場の賃貸

㈱ファミリーシェフ 
神奈川県 
相模原市 

百万円 
50 

惣菜類の製造および
販売 

70.0
役員２名
従業員４名 

百万円
724 

原料の売上 工場の賃貸

㈱デイリーメイト 
東京都 
青梅市 

百万円 
20 

惣菜類の製造および
販売 

100.0
(100.0)

従業員７名
百万円
1,504 

原料の売上 ありません

光和デリカ㈱ 
茨城県 
神栖市 

百万円 
10 

缶詰類の製造 100.0
役員１名
従業員２名 

百万円
557 

保証債務 
48 

商品の仕入 ありません



名称 住所 
資本金又
は出資金 

主要な事業の内容

議決権
の所有
割合 
（％） 

関係内容 

役員の兼任 資金援助 営業上の取引 設備の賃貸借

アルブスター㈱ 
茨城県猿島
郡五霞町 

百万円 
50 

冷凍・冷蔵食品類の
製造 

100.0
(100.0)

従業員６名
百万円
618 

商品の仕入 工場の賃貸

㈱ディスペンパック
ジャパン 

東京都 
調布市 

百万円 
140 

食品類の製造販売お
よび小分包装加工 

51.0
役員２名
従業員４名 

百万円
107 

商品の仕入 工場の賃貸

㈱芝製作所 
神奈川県 
川崎市 
川崎区 

百万円 
10 

機械製造 100.0
役員１名
従業員３名 

百万円
212 

機械の購入 ありません

㈱ポテトデリカ 
長野県南安
曇郡穂高町 

百万円 
200 

冷凍・冷蔵食品類の
製造 

66.6
(0.8)

役員３名
従業員３名 

百万円
324 

保証債務 
94 

商品の仕入 工場の賃貸

㈱菜華 
東京都 
青梅市 

百万円 
50 

漬物の製造および販
売 

100.0
役員１名
従業員２名 

百万円
1,740 

商品の仕入 
土地および事
務所の賃貸 

㈱デフト 
東京都 
渋谷区 

百万円 
10 

調味料・冷食および
加工食品販売 

100.0 従業員４名 ありません 商品の販売 事務所の賃貸

ケイ・システム㈱ 
東京都 
町田市 

百万円 
50 

コンピュータによる
各種計算書の受託業
務 

80.0
役員２名
従業員４名 

百万円
369 

事務の業務委
託 

事務所の賃貸

㈱ケイパック 
茨城県猿島
郡五霞町 

百万円 
30 

調味料の製造および
販売 

100.0
役員１名
従業員６名 

百万円
1,422 

商品の仕入 事務所の賃貸

杭州丘比食品有限公
司 

中国浙江省 
杭州 
経済技術 
開発区 

百万元 
100 

食料品製造販売
60.0
(5.0)

役員１名
従業員２名 

百万円
149 

保証債務 
484 

ありません ありません

㈱エスワイプロモー
ション 

東京都 
江東区 

百万円 
200 

運送取扱業 
93.3
(51.0)

従業員２名 ありません 運送取扱委託 ありません

㈱セトデリカ 
愛知県 
瀬戸市 

百万円 
30 

惣菜類の製造および
販売 

96.6
(96.6)

従業員６名
百万円
622 

ありません ありません

㈱イシカリデリカ 
北海道 
札幌市 
手稲区 

百万円 
30 

惣菜類の製造および
販売 

100.0
(100.0)

従業員４名
百万円
366 

ありません ありません

㈱ハンシンデリカ 
兵庫県 
尼崎市 

百万円 
10 

惣菜類の製造および
販売 

100.0
(100.0)

従業員５名
百万円
250 

ありません 工場の賃貸

㈱サラダクラブ 
東京都 
府中市 

百万円 
300 

生鮮野菜の加工およ
び販売 

51.0
役員２名
従業員３名 

百万円
301 

商品の仕入 工場の賃貸

ワイエムキユーソー
㈱ 

東京都 
稲城市 

百万円 
82 

倉庫業および運送取
扱業 

52.3
(52.3)

ありません ありません ありません ありません

北京丘比食品有限公
司 

中国 
北京市 
海淀区 

百万円 
685 

食料品製造販売 65.0
役員１名
従業員４名 

百万円
101 

保証債務 
22 

ありません ありません

㈱キユーピーあい 
東京都 
町田市 

百万円 
30 

コンピュータによる
各種入力及び計算処
理業務 

100.0
役員３名
従業員２名 

ありません ありません ありません

階上キユーピー㈱ 
青森県三戸
郡階上町 

百万円 
10 

食料品の製造加工お
よび業務請負 

100.0
役員１名
従業員３名 

ありません
製造の業務委
託 

工場の賃貸

㈱サラダメイト 
東京都 
新宿区 

百万円 
10 

調味料および加工食
品販売 

100.0 従業員４名 ありません 商品の販売 ありません

鳥栖キユーピー㈱ 
佐賀県 
鳥栖市 

百万円 
10 

食料品の製造加工お
よび業務請負 

100.0
役員１名
従業員４名 

ありません
製造の業務委
託 

工場の賃貸

㈱トスデリカ 
佐賀県 
鳥栖市 

百万円 
10 

惣菜類の製造および
販売 

100.0
(100.0)

従業員４名 ありません ありません 工場の賃貸

㈱かやか 
京都府 
綾部市 

百万円 
30 

農産物の加工及び販
売 

100.0
役員１名
従業員２名 

百万円
491 

商品の仕入 工場の賃貸



 （注）１．※1 特定子会社であります。 

２．   議決権の所有割合の( )内は、間接所有割合で内数であります。  

３．※2 有価証券報告書提出会社であります。 

４．※3 キユーピータマゴ㈱は、連結売上高に占める売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く。）の割合が10％を超え

ております。 

主要な損益情報等   (1）売上高    64,870百万円 

(2）経常利益    1,168百万円 

(3）当期純利益    689百万円 

(4）純資産額    4,540百万円 

(5）総資産額   16,233百万円 

㈱キユーソー流通システムは、連結売上高に占める売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く。）の割合が10％

を超えておりますが、同社は有価証券報告書提出会社であるため、主要な損益情報等の記載を省略しております。

５．※4 持分は100分の50以下でありますが、実質的に支配しているため子会社としたものであります。 

６．※5 議決権の所有割合の[ ]内は、緊密な者または同意している者の所有割合で外数であります。 

  

(3) 持分法適用関連会社 

 （注）１．※1 持分は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関連会社としたものであります。 

２．   議決権の所有割合の( )内は、間接所有割合で内数であります。 

３．※2 有価証券報告書提出会社であります。 

  

(4) その他の関係会社 

 （注） 議決権の被所有割合の( )内は、間接被所有割合で内数であります。 

  

名称 住所 
資本金又
は出資金 

主要な事業の内容

議決権
の所有
割合 
（％） 

関係内容 

役員の兼任 資金援助 営業上の取引 設備の賃貸借

㈱キタカミデリカ 
岩手県 
北上市 

百万円 
20 

惣菜類の製造および
販売 

100.0
(100.0)

従業員６名
百万円
1,284 

ありません ありません

㈱菜デリカ 
※4,5 

佐賀県 
三養基郡 
みやき町 

百万円 
98 

惣菜類の製造および
販売 

49.0
[51.0]

役員２名
従業員４名 

百万円
1,276 

ありません ありません

名称 住所 
資本金又
は出資金 

主要な事業の内容

議決権
の所有
割合 
（％） 

関係内容 

役員の兼任 資金援助 営業上の取引 設備の賃貸借

サミット製油㈱ 
千葉県 
千葉市 

百万円 
97 

植物油脂の製造 49.0
役員１名
従業員１名 

ありません 商品の仕入 ありません

アヲハタ㈱ 
※1,2 

広島県 
竹原市 

百万円 
644 

缶詰類の製造および
販売 

16.1
(0.3)

役員３名 ありません 商品の仕入 ありません

くにみ農産加工㈲ 
※1 

大分県東国
東郡国見町 

百万円 
80 

冷凍・冷蔵食品類の
製造および販売 

17.5 従業員１名
百万円
550 

商品の仕入 ありません

HENNINGSEN VAN DEN 
BURG B.V. 

オランダバ
ールバイク 

千ユーロ 
5,127 

乾燥卵の製造および
販売 

50.0
(50.0)

ありません ありません 商品の仕入 ありません

㈱トウ・ソリューシ
ョンズ 

東京都 
新宿区 

百万円 
90 

コンピューターシス
テムの企画、開発、
販売、保守および運
用支援 

20.0 役員１名 ありません
計算事務の委
託他 

事務機器の賃
借 

名称 住所 
資本金又
は出資金 
(百万円) 

主要な事業の内容

議決権
の被所
有割合 
(％) 

関係内容 

役員の兼任 資金援助 営業上の取引 設備の賃貸借

㈱中島董商店 
東京都  
渋谷区 

50 各種加工食品の販売
20.5
(3.2)

役員４名 ありません 商品の仕入等 事務所の賃借



５【従業員の状況】 

(1) 連結会社の状況 

 （注）１．従業員数は就業人員（当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへの出向者を含む

ほか、嘱託を含む）であり、臨時雇用者数は（ ）内に年間の平均人員を外数で記載しております。 

２．連結子会社の従業員数は、株式会社キユーソー流通システムを除き、平成17年９月30日現在のものを用いております。 

  

(2) 提出会社の状況 

 （注）１．従業員数は就業人員（当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含むほか、嘱託を含む）であり、臨

時雇用者（パートタイマー、アルバイトおよび季節社員）の人数は（ ）内に年間の平均人員を外数で記載しておりま

す。 

２．平均年間給与は税込み実績であり、基準外賃金及び賞与を含めております。 

  

(3) 労働組合の状況 

 キユーピー労働組合は、昭和37年７月14日に結成され、東京地区の従業員の一部が加入しており、平成17年11月30日現在の

組合員は106名であります。 

 上部団体に属さない企業内組合で極めて友好的な関係にあります。 

  

  

  平成17年11月30日現在 

事業の種類別セグメントの名称 従業員数（人）

食品事業 6,560 （7,526） 

物流事業 1,988  （825） 

合計 8,548 （8,351） 

  平成17年11月30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） 

2,444 （1,035） 35.5 11.3 5,860,531 



第２【事業の状況】 

  

１【業績等の概要】 

(1) 業績 

 当連結会計年度におけるわが国経済は、企業収益の改善が続いたものの、個人消費の回復は緩やかにとどまり、原油などの

素材価格が上昇するなど、予断を許さない状況下で推移いたしました。 

 このような中で、当社グループ（当社、連結子会社および持分法適用関連会社）は食品、物流の両事業が売上げを伸ばし、

売上高4,550億７百万円と前期比312億80百万円（7.4％）の増収となりました。 

 利益面では、原料価格の影響などにより営業利益が128億30百万円と前期比28億32百万円（△18.1％）、経常利益は128億29

百万円と前期比26億78百万円（△17.3％）、当期純利益は54億65百万円と前期比15億41百万円（△22.0％）の減益となりまし

た。 

 事業活動以外では、法令遵守体制の確立に向けて、生産本部が主体となって食品製造全般に関する自主監査体制を構築した

ほか、ＣＳＲについては担当役員を新たに設け、取り組みの強化を進めました。 

 環境関連では、新たに10事業所がISO14001認証を取得し、これにより当連結会計年度末までに当社グループの40事業所が認

証を取得しています。また、アヲハタ55ジャムの瓶の軽量化など、環境負荷の低減に向けた活動を継続して推進しました。 

 なお、平成６年６月発行の当社第４回無担保転換社債（発行総額200億円）が平成17年11月30日に満期を迎え、残存額186億

29百万円を償還いたしました。 

 事業の種類別セグメントの概況は、以下のとおりであります。 

  

(2) 事業の種類別セグメントの概況 

＜食品事業＞ 

 食品業界では、成熟市場の商品群が多い中、安全・安心は当然のこととして、健康訴求や原料へのこだわりなどの付加価値

で差別化を図る環境となりました。 

 このような状況の下、当社グループはマヨネーズ・ドレッシング事業では野菜の旬に合わせたメニュー提案型の購買促進活

動で用途拡大を図ったほか、タマゴ事業においては鶏卵相場の変動に対応した販売力の強化に注力しました。また、各事業に

おいて健康訴求タイプを含む高付加価値商品の育成と拡大を図ることにより、需要の喚起に努めました。 

 購買面では、鶏卵価格は主に稼動羽数の減少から概ね高値で推移し、食油価格も中国での需要の堅調さや海上運賃高などか

ら高水準での値動きとなりました。 

 それらの結果、食品事業の売上高は、ドレッシングの順調な拡大や惣菜新工場が軌道に乗ったことに加え、前期のタマゴ事

業が当社から連結子会社への営業譲渡による決算期調整（２か月分）の影響で減収になっていたことから、3,677億74百万円と

前期比270億61百万円（7.9％）の増収となりました。 

 営業利益につきましては、主要原料である鶏卵価格の上昇などにより143億57百万円と前期比23億37百万円（△14.0％）の減

益となりました。 

 食品事業における商品分類別の業績は、次のとおりであります。 

①マヨネーズ・ドレッシング 

 キユーピーマヨネーズ発売80周年記念キャンペーンなどで需要の喚起に努めたこと、「深煎りごまドレッシング」や健康志

向に沿ったノンオイルドレッシングなどが更に拡大したことにより、売上高は1,152億11百万円と前期比36億53百万円

（3.3％）の増収となりました。平成17年10月には、マヨネーズタイプの「キユーピーディフェ」（コレステロールが高めの方

に。カロリーも半分。厚生労働省許可特定保健用食品）を発売しました。 

②フルーツ加工・調理食品 

 20年ぶりに全面リニューアルしたアヲハタ55ジャム、積極的な広告宣伝を行った「あえるパスタソース」シリーズやミネラ

ルウォーターなどが伸長したものの、業務用食品の不振を補うには至らず、売上高は502億56百万円と前期比４億19百万円（△

0.8％）の減収となりました。 

③タマゴ 

 主にコンビニエンスストア向けの「まるオムレツ」や「とろっとたまご」などの付加価値品が引き続き順調だったほか、

ファインケミカル分野でヒアルロン酸が売上げを伸ばしました。売上高は、鶏卵相場が概ね高値で推移したことに加え、前期

の決算期調整の影響もあり、901億97百万円と前期比139億83百万円（18.3％）の増収となりました。 

④ヘルスケア 

 ベビーフードやダイエット志向食品が伸び悩んだものの、容器の使いやすさと衛生面での安心感から評価をいただいている

流動食や製薬関連設備などが好調に推移し、売上高は149億52百万円と前期比６億61百万円（4.6％）の増収となりました。 

⑤野菜とサラダ 

 コンビニエンスストア向け惣菜新工場が軌道に乗ったことに加え、取扱店の拡大を進めたカット野菜、生春巻きサラダやサ



ラダ麺などの量販店向けのサラダが伸長し、売上高は971億55百万円と前期比91億81百万円（10.4％）の増収となりました。惣

菜分野では、販売先の中心である量販店における調達方法が変化し、また専門店との競合が激化する状況の中、新規商材の投

入を進めました。 

  

＜物流事業＞ 

 食品物流業界では、物流のアウトソーシングの需要が高まり受託が増加する一方で、他社との価格競争による収受料金の低

下に加え、燃料価格の上昇、品質管理や環境にかかわるコストの上昇など厳しい状況が続きました。 

 このような情勢の下、当社グループはアセット型サードパーティーロジスティクス（専用物流、共同物流、全国物流、複合

一貫物流）の営業の強化を継続し、保管貨物を中心とした共同物流と専用物流の新規顧客獲得および既存顧客の領域拡大（取

扱地域と受託業務の拡大）を推し進めるとともに、新規事業として顧客の受注センター業務の請負を開始しました。 

 また、松戸営業所の冷凍冷蔵庫増設（平成17年12月稼動）への着手や、倉庫作業支援システムの導入による効率向上、運送

車両への全地球測位システム（ＧＰＳ）とデジタル式タコメーター（運行記録計）の搭載などによる機能の拡充とコスト低減

を推進しました。更に、将来の事業基盤確立に向けてキユーソースルー便のリニューアルを進めたほか、協力運送会社組織の

「キユーソー会」のISO9001の認証取得による物流品質の統一化と、グリーン経営の認証取得に取り組みました。 

 それらの結果、物流事業の売上高は872億33百万円と前期比42億19百万円（5.1％）の増収となりましたが、営業利益は燃料

価格の上昇などにより40億21百万円と前期比３億78百万円（△8.6％）の減益となりました。 

  

(3) キャッシュ・フロー 

 当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益が120億24百万円、減価償却費が122億79

百万円となり、一方、法人税等の支払額が50億１百万円となったことなどから、156億86百万円の収入（前連結会計年度は173

億77百万円の収入）となりました。 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、設備投資のための支出（107億７百万円）などにより、116億25百万円の支出（前連

結会計年度は128億６百万円の支出）となりました。 

 財務活動によるキャッシュ・フローは、転換社債の満期償還による支出が186億29百万円、配当金の支払いが20億66百万円と

なり、一方、社債の発行による収入が99億37百万円、借入金の増加額が37億10百万円となったことなどから、74億15百万円の

支出（前連結会計年度は81億９百万円の支出）となりました。 

 以上の合計に現金及び現金同等物の換算差額30百万円を加えた結果、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高

は131億27百万円となり、前連結会計年度末に比べて33億24百万円減少いたしました。 

  

 （注） 「第２ 事業の状況」における文章および作表などの金額には、消費税等は含めておりません。 

  



２【生産、受注及び販売の状況】 

(1）生産実績 

 当連結会計年度の生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 （注）１.「物流事業」では生産活動を行っておりません。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

(2）商品仕入実績 

 当連結会計年度の商品仕入実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 （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 

 当社グループ（当社及び連結子会社。以下同じ）は受注生産を行っておりません。 

  

(4）販売実績 

 当連結会計年度の販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

  

３【対処すべき課題】 

 当社グループは、平成15年12月１日から平成18年11月30日までの３年間を対象とする中期経営計画を策定しております。 

 この中期経営計画においては、前中期経営計画で掲げた「コア事業の拡充と周辺事業の拡大」を更に推し進めながら、ナン

バーワン・オンリーワン商品の拡大と創出に集中し、事業価値（技術力やブランド力、コスト競争力などを総合した事業毎の市

場競争力）の最大化を図ることを目標としています。 

事業の種類別セグメントの名称 
当連結会計年度

（自 平成16年12月１日 
至 平成17年11月30日） 

前年同期比（％） 

食品事業（百万円） 216,650 107.6 

合計（百万円） 216,650 107.6 

事業の種類別セグメントの名称 
当連結会計年度

（自 平成16年12月１日 
至 平成17年11月30日） 

前年同期比（％） 

食品事業（百万円） 53,544 100.3 

物流事業（百万円） 6,727 115.7 

合計（百万円） 60,272 101.8 

事業の種類別セグメン
トの名称 

区分 
当連結会計年度

（自 平成16年12月１日 
至 平成17年11月30日） 

前年同期比（％）

食品事業（百万円） マヨネーズ・ドレッシング 115,211 103.3 

  フルーツ加工・調理食品 50,256 99.2 

  タマゴ 90,197 118.3 

  ヘルスケア 14,952 104.6 

  野菜とサラダ 97,155 110.4 

  小計 367,774 107.9 

物流事業（百万円）   87,233 105.1 

合計（百万円） 455,007 107.4 



(1) 中期経営計画の基本方針・重点戦略 

 当社グループの事業領域を明確にし、得意な分野に経営資源を集中することにより、経営の安定と成長を同時に実現させる

という前中期経営計画からの基本方針を一層強く推し進め、ナンバーワン・オンリーワン商品の拡大と創出に集中することで

事業価値の最大化を図ることをめざしてまいります。 

 また、これを具体的に実践していくために、企業体質の強化戦略として①お客様視点の追求、②グループ経営の強化、③人

材の育成に取り組むとともに、事業戦略では①コア事業の拡充、②周辺事業の発展、③育成分野の軌道化に力を注いでまいり

ます。更に、企業にとって欠かすことのできない社会的責任に関しては、特に環境への貢献とコンプライアンスの徹底を進め

てまいります。 

  

(2) 目標達成に向けた各事業の基本戦略 

①マヨネーズ・ドレッシング 

 お客様の志向に沿った商品の開発・育成と積極的なメニュー提案活動の継続により、市場の活性化と拡大を図り、当社グ

ループの基盤事業として今後も安定成長を図ってまいります。 

 中期的な育成分野としては、今後の市場成長が見込まれる中国での事業展開のほか、年々拡大を続ける中食分野に向けた小

袋製品市場の開拓を推し進めてまいります。 

②フルーツ加工・調理食品 

 既存のナンバーワン・オンリーワン商品への集中特化を進めていくとともに、これまで培ってきたフルーツ加工技術やソー

スのブレンド技術、原料の調達力などを活かし、より付加価値の高い差別化商品を生み出していくことにより、市場競争力を

高めてまいります。 

③タマゴ 

 独自技術に裏打ちされた差別化商品の拡大と創出に努めるとともに、家庭用ルートや料飲店等の業務用市場への展開を推進

し、売上げと利益の拡大を図ってまいります。 

 液卵、凍結卵および乾燥卵等のタマゴ素材品分野については、製販一体化で強化された機動力と価格競争力を武器に、市場

の変化に即応した迅速な事業展開を進めてまいります。 

④ヘルスケア 

 医療用食品を当事業の中核と位置づけて流動食などの拡大に注力するほか、調理加工技術を活かしたユニットカロリー食な

どの積極的展開や、幼児向け、高齢者・シニア向け商品の拡充を進めることにより、売上げと利益の拡大を図ってまいりま

す。 

 販売面では、病院・施設やドラッグストア、量販店、給食ルートなど、商品別の販路の開拓を進めてまいります。 

⑤野菜とサラダ 

 当事業が対象とする惣菜市場は今後も安定した成長が見込まれますが、デリア食品株式会社（連結子会社）を中心に積極的

な提案型の営業活動を継続し、事業拡大と収益向上を図ってまいります。 

 中核となる惣菜およびカット野菜では、広域対応が可能な生産体制に加え、製販一体化で強化された地域密着でのスピー

ディな展開力を武器に、新たな市場を開拓してまいります。 

⑥物流システム 

 全国規模で４温度帯の展開力を備えている強みを活かし、地域毎の市場環境に合った物流システムの提案営業を推進すると

ともに、グループ再編や情報システムの再構築など、事業効率の向上のための施策を適宜講じてまいります。 

  

４【事業等のリスク】 

 この有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性の

あるものには、以下のようなものがあります。 

 なお、当社グループは、これらのリスク発生（顕在化）の可能性を認識した上で、発生の抑制・回避に努めております。ま

た、以下の内容は、当社グループに係るすべてのリスクを網羅したものではありません。 

 文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末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）マヨネーズ・ドレッシング類の市場動向など 

 当社グループの主幹事業はマヨネーズ・ドレッシング類の製造販売であり、売上高・利益の両面において貢献度が最も高い

事業となっております。 

 従って、マヨネーズ・ドレッシング類の需要が減退するなどでその国内市場が縮小した場合、また市場競争の結果として当

社製品の市場占有率が大きく下落した場合には、当社グループの業績および財政状態に大きな影響を及ぼす可能性がありま

す。なお、マヨネーズ・ドレッシング類の消費量は、短期的には野菜の価格変動などの影響を受けます。 

 当社グループとしては、上記リスクの存在も認識した上で、マヨネーズ・ドレッシング類以外の事業の育成・拡大に努めて

おり、現にマヨネーズ・ドレッシング事業の売上高および利益が全体に占める割合は徐々に低下してきております。（当連結

会計年度の売上高構成比は25.3％） 

 また、マヨネーズ・ドレッシング事業においては、お客様の志向に沿った商品の開発と育成に努めるとともに、新しい食生

活やメニューの提案を心掛け、加えて各部門が連携したコスト削減を継続することにより、市場の活性化による需要の掘り起

こしと市場競争力の強化を推し進めております。更には、将来の成長が期待できる中国市場においても、マヨネーズ・ドレッ

シング類を中心に事業の拡大を図っております。 

  

(2）主要原料の価格変動 

 当社グループは、主要原料として鶏卵および食油を使用しております。 

 鶏卵については大手生産者との年間数量契約、一定価格契約、相場でのスポット契約や海外からの輸入を併用することなど

により、食油については製造者との信頼関係を基本に、期近の手配ではなく余裕をもった先物での手当てを行うことなどによ

り、それぞれ必要数量の確保および購買価格の安定化に努めております。 

 しかしながら、それらの市況が著しく高騰した場合には、当社グループの業績および財政状態に大きな影響を与える可能性

があります。 

 なお、鶏卵の相場は産卵鶏の羽数変動による生産量の多寡および家計消費量の動向など、食油の相場はその原料である大豆

や菜種の相場、為替相場および需給環境などの影響を受けます。 

  

(3）製品事故、食品の安全性・衛生問題 

 当社グループでは、創業以来の品質第一主義を基本に置いた上で、ＨＡＣＣＰの実践、グループを横断した品質監査の実

施、ＦＡ（ファクトリー・オートメーション）を活用した製品保証やトレーサビリティ、調達原料の品質規格管理システムの

構築など、制度・システム面から品質保証の充実を推進いたしております。 

 その一方で、従業員の品質に対する意識と理解が最も重要であるとの考えから、ＯＪＴや勉強会など様々な機会を通じて知

識・技術の習得はもちろん、品質第一主義の浸透にも努めており、永続的な企業発展の基盤となる「安全・安心で高品質な食

品の提供」を担保するために、万全の体制を組んでおります。 

 しかしながら、当社グループにおいても、偶発的な事由によるものを含めて、異物混入や誤表示など、消費者に健康被害を

及ぼすおそれのある製品事故が発生する可能性があるほか、近年のＢＳＥ（牛海綿状脳症）や鳥インフルエンザといった社会

全般にわたる重大な品質問題など、当社グループの取り組みの範囲を超えた事象が発生した場合には、当社グループの業績お

よび財政状態に大きな影響を及ぼす可能性があります。 

  

(4)関連当事者（株式会社中島董商店）との関係 

 株式会社中島董商店（その他の関係会社）は当社議決権の20.5％（間接保有分を含む）を所有する筆頭株主であり、また営

業取引上も重要な関係を有していることから、同社との関係の変化によっては、当社グループの業績および財政状態に大きな

影響を及ぼす可能性があります。 

 但し、目下のところ、株式会社中島董商店との間で特に懸念される問題はなく、今後も安定的な営業取引を含めて良好な関

係が維持されるものと考えております。 

 なお、株式会社中島董商店の概要およびと同社との取引その他の関係については、「５ 経営上の重要な契約等」および

「第５ 経理の状況 １ 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項（関連当事者との取引）」に記載いたしております。

  

(5)連結子会社（株式会社キユーソー流通システム）との関係 

 当社グループの物流事業は、当連結会計年度の売上高が872億33百万円（全体に占める割合は19.2％）、営業利益が40億21百

万円（同21.9％）という規模に成長していますが、これはすべて株式会社キユーソー流通システム（連結子会社）およびその

子会社によるものであります。 

 現在、当社が所有する株式会社キユーソー流通システム株式の議決権比率は44.9％（間接所有分を含む。緊密な者または同

意している者の議決権比率まで含めると50.7％）であり、将来においてこの比率が更に低下し、または同社との人的・取引関

係が変化するなどした結果、同社が連結対象から外れた場合には、当社グループの業績および財政状態に大きく影響すること

が予想されます。 



 当社は、当社グループが今後も成長・発展を続けるためには、高品位で競争力のある食品物流サービスを提供できる体制を

備えておくことが必要であり、当社グループが全ての基本に据える「安全・安心で高品質な食品の提供」の実現にも、保管・

運送の「品質」が重要な役割を果たすものと認識しております。 

 従って、当社としては、株式会社キユーソー流通システムを今後も連結子会社として維持する方針であり、そのことが当社

グループの企業価値の向上に資するものと考えております。 

  

  



５【経営上の重要な契約等】 

 株式会社中島董商店との関係および同社との仕入れに関する基本契約の概要は次のとおりであります。 

  

(1) 株式会社中島董商店との関係 

 株式会社中島董商店は、一貫して当社の筆頭株主であるとともに、当社製品の販売を一手に行っておりました。 

 しかしながら、昭和47年12月より当社が自社製品を直接販売することとなり、よって同社との製品一括販売委託契約を終了

させ、併せて同社の得意先販売網などを引き継ぎ、かつ、同社が取り扱う瓶缶詰などの販売業務なども当社で受託することと

なり、商品の仕入れに関する基本契約を締結して現在に至っております。 

  

(2) 仕入れに関する基本契約の概要 

 当社が販売する瓶缶詰類および冷凍冷蔵食品の一部は株式会社中島董商店を経由して購入することとしております。 

 商品の仕入れに関する基本契約の締結日は昭和47年12月１日であり、１年毎の契約期間で双方異議がなければ自動延長とな

ります。 

  

６【研究開発活動】 

 当社グループは、品質と安全性は当然のこととして美味しさと食品を通しての健康を適正価格でお客様に提供するという姿勢

のもと、「マヨネーズ・ドレッシング」「フルーツ加工・調理食品」「タマゴ」「ヘルスケア」および「野菜とサラダ」の各事

業に関する研究開発に取り組んでいます。 

 研究開発は、主として当社の研究所、技術開発部、植物開発センター、更に国内連結子会社ではキユーピー醸造株式会社、株

式会社カナエフーズ、コープ食品株式会社および株式会社ポテトデリカなど、海外連結子会社ではHENNINGSEN FOODS, INC.、北

京丘比食品有限公司および杭州丘比食品有限公司などの各研究開発部門が密接に連携、協力して行っています。 

特に当社研究所は、グループの研究開発の中核として、オリジナリティのある技術や原料を提案することで、ナンバーワン・

オンリーワン商品の創出と育成に努めています。また、リーダーシップを発揮してグループの研究開発部門と連携し、商品開発

計画にもとづく独自性と競争優位性がある、お客様の視点に立った商品づくりを行っています。 

 前連結会計年度からの３年間を対象とする中期経営計画では、世界に通用する研究開発をめざして研究開発体制の強化を図っ

ています。そのため、当社の研究所の食品の基盤技術を研究する基盤技術センター、商品開発を担当する商品開発センターおよ

びタマゴ事業で世界ナンバーワンをめざすタマゴＲ＆Ｄセンターの３センターが中心となって開発力の充実を進めています。 

 食品の研究開発と並行して、技術開発部では独創的な情報技術を駆使してグループの生産効率や品質保証体制を高める生産設

備やシステムの開発を行っています。植物開発センターでは、当社が開発した植物工場「ＴＳファーム」での安定生産のための

栽培条件、エネルギーコストの削減および衛生管理の研究を行っています。 

 なお、当連結会計年度における当社グループの研究開発費は、29億42百万円です。 

 また、事業の種類別セグメントにおける研究開発活動の概要とその成果は、次のとおりです。 



(1) 食品事業 

 当連結会計年度における基盤技術研究では、容器において軟質ボトルとしては世界で初めて酸素を遮断する機能性新容器

「酸素吸収ボトル」を開発し、「キユーピーハーフ」などの健康訴求マヨネーズタイプに採用しました。また、アメリカのＩ

ＦＴ学会で「キユーピーディフェ」の製造技術に使用している、植物ステロールと卵黄複合体を形成し乳化安定させる新技術

を発表しました。さらに、日本栄養・食糧学会においては、当社の卵黄型マヨネーズとβ－カロテンを一緒に食べると、ニンジ

ンをそのまま摂取した時に比べて約4.2倍に高まること、をヒトの評価で得られたことを発表しました。 

 商品開発に関しては、「マヨネーズ・ドレッシング」では、血清コレステロールを下げたい方向けに当社としては初めての

厚生労働省許可特定保健用食品となる「キユーピーディフェ」を発売し、すべてのお客様にご満足いただけるマヨネーズタイ

プを揃えました。業務用では、応用範囲の広い「マヨネーズＳＲ」を発売しました。ドレッシングでは、家庭用として「炒め

たまねぎドレッシング」、超低カロリードレッシング「スパイス＆ハーブ」およびノンオイルドレッシング４品を商品化しま

した。旬彩ブランドではドレッシング２品、ソース２品およびチルドドレッシング４品を発売しました。たれでは「深煎りご

まのたれ」「ゆずこしょうのたれ」を発売しました。業務用としては、「焙煎ナッツドレッシング」「アンチョビードレッシ

ング」など８品、チルドドレッシングで「サウザン」「フレンチ」「たまねぎ風味」の３品を発売しました。その他、コンビ

ニエンスストア向けドレッシング18品、ファストフード向けに９品、外食産業向けに５品、惣菜産業向けに25品を開発し導入

しました。小袋ドレッシングおよびたれでは35品を商品化しました。 

「フルーツ加工・調理食品」では、新カテゴリー商品として「Let's SAND」シリーズ５品、おつまみやオードブルにぴった

りの「Deli's Bar」シリーズ８品を発売しました。その他に、「ドライカレーの素」、レトルトタイプのあえるパスタソース

５品、サラダパスタソースとして３品を発売しました。パンスプレッドの市場では、現行の３アイテムをホイップ化製法でリ

ニューアルを図り絞り出しやすくしました。業務用の新商品として、「白がゆ」「発芽玄米がゆ」を発売、大手ホテル向けに

は「玉子がゆ」「梅がゆ」を商品化しました。パスタソース類ではコンビニエンスストア向けに５品、ファストフード向けに

２品、外食産業向けに13品を商品化しました。スープ類ではファストフード向けに２品、外食産業向けに５品を商品化しまし

た。 

 「タマゴ」におけるタマゴ素材品の分野では、コンビニエンスストアの調理麺用の乾燥卵が、引き続き大手コンビニエンス

ストアに採用されました。また、ゲル化プリンベースとして「ほっとく～るプリンベース」を、茹卵ではチルドタイプの料亭

風茹卵とコンビニエンスストアのおでん向け茹卵を商品化しました。タマゴ加工品では、「冷凍やわらかたまご」がコンビニ

エンスストアや料飲店で麺や丼物のトッピングに採用されました。 

 ファインケミカル関連では、キユーピー醸造株式会社（連結子会社）において発酵法によりヒアルロン酸を製造し、化粧品

メーカーに納入しました。また、卵黄レシチンを使用した製剤化（リポソーム化）技術を応用した商品として化粧品用にコエ

ンザイムＱ10製剤、食品用にはラクトフェリン製剤を発売しました。サプリメントとしては「α－リポ酸」、「アスタキサンチ

ン＆トコトリエノール」を発売しました。 

 「ヘルスケア」では、「ダイエット宣言」を和風、洋風、エスニック風でアイテムを充実させ、玄米リゾット２品、かんて

ん麺２品を発売しました。また、家庭用介護食品の「キユーピーやさしい献立シリーズ」として容易にかめる食品１品、かま

なくてもよい素材３品を発売しました。流動食では医療従事者の操作性を考え、スタンディング、水分補給、廃棄性を向上さ

せた、新バッグの「リキッドダイエットＫ－４ＳＰ」を発売しました。育児食ではアレルギー特定原材料５品目を使わない商

品３品を発売しました。また、アレルギー特定原材料等25品目を使わない新商品５品も発売しました。グルメ赤ちゃんシリー

ズでは新商品10品を加え育児食の充実を図りました。 

 「野菜とサラダ」においては、ヒアロサプリサラダ３品、キットサラダ２品と栄養を意識したサラダ２品のほか、26品を発

売しました。大手ファストフード向けではタルタルソースおよびサウザンが採用されました。また、大手量販店およびコンビ

ニエンスストア向けに200品目を開発し導入いたしました。 

 上記の商品開発に加えて、技術開発部では、財団法人流通システム開発センターの「原材料入出荷・履歴情報遡及システム

ガイドライン」に沿った標準化２次元コードを用いて、当社のシステムにおけるトレーサビリティの実証試験を実施していま

す。 

杭州丘比食品有限公司では、家庭用のマヨネーズ、ドレッシング、ジャムおよびパスタソース、業務用のマヨネーズ、タマ

ゴスプレッドおよび厚焼きたまごなどの新商品を発売しました。 

 これらの結果、当連結会計年度の食品事業に係る研究開発費は、29億42百万円となりました。 

  



(2）物流事業 

 該当事項はありません。 

  

７【財政状態及び経営成績の分析】 

 文中の将来に関する事項は、当連結会計年度期末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）重要な会計方針及び見積り 

 当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められる企業会計基準に基づいて作成されておりま

す。 

 当社グループの連結財務諸表の作成にあたっては、決算日における資産・負債の報告金額および報告期間における収益・費

用の報告金額に影響する見積り、判断および仮定を必要としております。過去の実績や状況を踏まえ合理的と考えられる様々

な要因に基づき、継続的に見積り、判断および仮定を行っておりますが、実際の結果は、見積り特有の不確実性があるため、

これらの見積りと異なる場合があります。 

 当社グループの財務諸表で採用する重要な会計方針は、「第５ 経理の状況」に記載しておりますが、次の重要な会計方針

が財務諸表作成における重要な判断と見積りに大きな影響を及ぼすと考えております。 

①貸倒引当金の計上基準 

 当社グループは、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過年度実績率を基礎とした将来の貸倒予測率

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。将来、顧客

の財政状態が悪化し支払能力が低下した場合には、引当金の追加計上または貸倒損失が発生する可能性があります。 

②投資有価証券の減損処理 

 当社グループでは投資有価証券を保有しておりますが、評価方法は時価のある有価証券については時価法を、時価のない有

価証券については原価法を採用しております。保有する有価証券につき、時価のあるものは株式市場の価格変動リスクを負っ

ていること、時価のないものは投資先の業績状況等が悪化する可能性があること等から、合理的な基準に基づいて投資有価証

券の減損処理を行っております。 

 当社グループでは投資有価証券について必要な減損処理をこれまでに行ってきており、現状では減損すべき投資有価証券は

ありませんが、この基準に伴い、将来の市況悪化または投資先の業績不振等により、現状の簿価に反映されていない損失また

は簿価の回収不能が発生し、減損処理が必要となる可能性があります。 

③繰延税金資産の回収可能性の評価 

 当社グループは、繰延税金資産について将来の課税所得を合理的に見積り、回収可能性を十分に検討し、回収可能見込額を

計上しております。しかし、繰延税金資産の回収可能見込額に変動が生じた場合には、繰延税金資産の取崩しまたは追加計上

により利益が変動する可能性があります。 

  

(2）経営成績の分析 

①売上高 

 売上高は、前連結会計年度に比べて312億80百万円（7.4％）増収の4,550億７百万円となりました。 

 事業の種類別セグメントでは、食品事業が前連結会計年度に比べて270億61百万円（7.9％）増収の3,677億74百万円となりま

した。その主な要因は、ドレッシングの順調な拡大や惣菜新工場が軌道に乗ったことに加え、前期のタマゴ事業が当社から連

結子会社への営業譲渡による決算期調整（２か月分）の影響で減収になっていたこと、更には鶏卵価格の上昇によるタマゴ素

材品の売上増加であります。 

 物流事業は、前連結会計年度に比べて42億19百万円（5.1％）増収の872億33百万円となりました。積極的な営業の強化、新

規顧客の獲得および既存顧客の領域拡大などが寄与いたしました。 

  



②営業利益 

 営業利益は、前連結会計年度に比べて28億32百万円（△18.1％）減益の128億30百万円となりました。 

 事業の種類別セグメントでは、食品事業が前連結会計年度に比べて23億37百万円（△14.0％）減益の143億57百万円となりま

した。主要原料である鶏卵価格の上昇や新商品育成などにかかる広告宣伝費の増加などがその主な要因であります。 

 物流事業は、燃料価格の上昇や物流サービス向上のための費用増加などにより、前連結会計年度に比べて３億78百万円（△

8.6％）減益の40億21百万円となりました。 

③経常利益 

 営業外収益が、持分法による投資利益の減少などで前連結会計年度に比べて１億14百万円減少の12億76百万円、営業外費用

は資産廃棄の減少などで２億68百万円減少の12億77百万円、その結果営業外損益は１百万円の損失となりました。 

 以上により、経常利益は前連結会計年度に比べて26億78百万円（△17.3％）減益の128億29百万円となりました。 

④当期純利益 

特別利益が投資有価証券売却益などにより３億61百万円となり、厚生年金代行部分返還差額を６億10百万円計上した前連結

会計年度に比べて５億73百万円減少いたしました。特別損失は固定資産除却損などにより11億66百万円となり、海外子会社株

式の売却損などを計上した前連結会計年度に比べて３億91百万円減少いたしました。これらの結果、特別損益は８億５百万円

の損失となりました。 

 以上により、税金等調整前当期純利益は前連結会計年度に比べて28億59百万円（△19.2％）減益の120億24百万円となり、法

人税、住民及び事業税（33億88百万円）、法人税等調整額（19億10百万円）および少数株主利益（12億60百万円）を差し引い

た当期純利益は、前連結会計年度に比べて15億41百万円（△22.0％）減益の54億65百万円となりました。 

 なお、当連結会計年度の１株当たり当期純利益は35円25銭（前連結会計年度は45円18銭）、株主資本当期純利益率は4.2％

（同5.7％）となりました。 

  

(3)財政状態の分析 

①資産 

 流動資産は1,005億17百万円と、前連結会計年度末に比べて36億78百万円減少いたしました。転換社債の償還などによる「現

金及び預金」の減少39億44百万円がその主なものであります。 

 固定資産は1,647億66百万円と、前連結会計年度末に比べて74億29百万円増加いたしました。株式評価額の上昇などによる

「投資有価証券」の増加（26億98百万円）に加え、前払年金費用の増加などにより、「投資その他の資産」が80億70百万円増

加しております。 

 繰延資産では、惣菜新工場の稼動準備に伴う費用を「開業費」として４億40百万円計上いたしました。 

 以上の結果、総資産は前連結会計年度末に比べて36億２百万円増加し、2,657億24百万円となりました。 

②負債、少数株主持分及び資本 

 負債は、前連結会計年度に比べて34億21百万円減少し、1,153億91百万円となりました。社債の発行（100億円）などにより

固定負債は112億97百万円増加しましたが、流動負債が、「短期借入金」の増加（62億82百万円）はあったものの、転換社債の

償還（186億29百万円）などにより147億18百万円の減少となりました。 

 なお、有利子負債の残高は、転換社債の償還などにより、前連結会計年度末に対して47億45百万円減少し、380億42百万円と

なりました。 

 少数株主持分は、前連結会計年度末に比べて13億78百万円増加し、179億19百万円となりました。 

 資本は、「利益剰余金」の増加（33億10百万円）および「その他有価証券評価差額金」の増加（26億18百万円）などによ

り、前連結会計年度末に比べて56億44百万円増加し、1,324億12百万円となりました。 

 この結果、株主資本比率は前連結会計年度末に比べて1.4ポイント増加の49.8％となり、１株当たり株主資本は同じく38円15

銭増加の865円32銭となりました。 

③資金の流動性（キャッシュ・フロー） 

 営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益が120億24百万円（前連結会計年度は148億83百万円）と

なったことなどから、156億86百万円の収入（前連結会計年度は173億77百万円の収入）となりました。 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、設備投資のための支出（107億７百万円）などにより、116億25百万円の支出（前連

結会計年度は128億６百万円の支出）となりました。 

 財務活動によるキャッシュ・フローは、社債の発行による収入（99億37百万円）があったものの、転換社債の満期償還によ

る支出（186億29百万円）などにより、74億15百万円の支出（前連結会計年度は81億９百万円の支出）となりました。 

以上の合計に現金及び現金同等物の換算差額30百万円を加えた結果、現金及び現金同等物の当連結会計年度末残高は131億27

百万円となり、前連結会計年度末（164億51百万円）に比べて33億24百万円減少いたしました。 

 なお、当グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは、下記のとおりであります。 

  
平成15年
11月期 

平成16年
11月期 

平成17年 
11月期 



 （注）株主資本比率： 株主資本／総資産 

時価ベースの株主資本比率： 株式時価総額／総資産 

債務償還年数： 有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ： 営業キャッシュ・フロー／利払い 

※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。 

※株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。 

※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すべての負債を対象としてお

ります。 

※営業キャッシュ・フローおよび利払いは、それぞれ連結キャッシュ・フロー計算書の「営業活動によるキャッ

シュ・フロー」および「利息の支払額」を使用しております。 

  

  

株主資本比率（％） 44.7 48.4 49.8 

時価ベースの株主資本比率（％） 49.4 52.7 58.6 

債務償還年数（年） 2.7 2.5 2.4 

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 23.7 27.9 29.5 



第３【設備の状況】 

  

１【設備投資等の概要】 

 当社グループは、お客様の志向に沿った商品の開発と育成、品質の安全性の追求とコストダウン、環境対策への取組を目指

し、設備増強、更新、合理化投資を継続的に実施した結果、設備投資の金額は121億 2百万円となりました。 

 事業の種類別セグメントの設備投資は次のとおりであります。 

  

［食品事業］ 

 当連結会計年度中に行った主要な投資は、マヨネーズ製造設備の増産合理化、卵関連製品製造設備の増産合理化、品質向上・

環境対応に対する投資等に対するものであり、食品事業の設備投資は100億27百万円となりました。 

  

［物流事業］ 

 当連結会計年度中に行った主要な投資は、倉庫設備の合理化・更新等に対するものであり、物流事業の設備投資は20億74百万

円となりました。 

  

 また、生産能力に重要な影響を及ぼす設備の売却、撤去などはありません。 

 なお、文章中の金額には、消費税等は含めておりません。 

  

  



２【主要な設備の状況】 

 平成17年11月30日現在における当社グループの設備、投下資本ならびに従業員の配置状況は次のとおりであります。 

  

(1）提出会社 

  

事業所名 
(所在地) 

事業の種類別 
セグメントの
名称 

設備の内容 

帳簿価額(百万円)
従業
員数 
(人) 

建物及び
構築物 

機械装置及び
運搬具 

土地
(面積㎡) 

その他 合計 

階上工場 
(青森県三戸郡階上町) 

食品事業 
冷凍冷蔵食品 
レトルト食品 

1,085 649
553

(46,365)
13 2,300 

1
(－) 

五霞工場 
(茨城県猿島郡五霞町) 

食品事業 
マヨネーズ・ 
ドレッシング類 
卵製品 

4,831 2,989
2,473

(186,445)
57 10,352 

176
(110) 

仙川工場 
(東京都調布市) 

食品事業 
マヨネーズ・ 
ドレッシング類 
冷凍冷蔵食品 

2,119 1,926
24

(16,571)
54 4,124 

143
(120) 

中河原工場 
(東京都府中市) 

食品事業 

マヨネーズ・ 
ドレッシング類 
冷凍冷蔵食品 
缶詰類 

5,225 2,246
519

(79,848)
50 8,041 

187
(297) 

挙母工場 
(愛知県豊田市) 

食品事業 

マヨネーズ・ 
ドレッシング類 
卵製品 
冷凍冷蔵食品 

1,070 1,983
16

(37,876)
29 3,100 

217
(166) 

伊丹工場 
(兵庫県伊丹市) 

食品事業 

マヨネーズ・ 
ドレッシング類 
卵製品 
冷凍冷蔵食品 

3,074 2,840
2,113
(36,138)

42 8,070 
145
(210) 

泉佐野工場 
(大阪府泉佐野市) 

食品事業 

マヨネーズ・ 
ドレッシング類 
卵製品 
冷凍冷蔵食品 

1,085 721
663

(18,576)
10 2,481 

65
(73) 

鳥栖工場 
(佐賀県鳥栖市) 

食品事業 

マヨネーズ・ 
ドレッシング類 
卵製品 
缶詰類 
冷凍冷蔵食品 

2,015 1,999
363

(53,958)
22 4,401 

1
(－) 

本社 
(東京都渋谷区) 

本社業務 その他設備 
482

〔6,156〕
 

384
14
(433)

208 1,090 
517
(17) 

東京支店以下 
10支店 22営業所 

食品事業 その他設備 
53

〔16,260〕
1

－
(－)

46 101 
787
(23) 

研究所 
(東京都府中市) 

食品事業 
研究開発 
施設設備 

990 163
31

(7,261)
100 1,286 

202
(－) 

神戸物流センター 
(兵庫県神戸市東灘区) 

食品及び物流
事業 

物流倉庫 
設備 

1,707 348
4,555
(31,105)

2 6,613 
3
(19) 



(2）国内子会社 

会社名 
事業所名 
(所在地) 

事業の 
種類別 
セグメント
の名称 

設備の内容

帳簿価額（百万円）
従業
員数 
(人) 

建物及び
構築物 

機械装置及
び運搬具 

土地
(面積㎡)

その他 合計 

キユーピータマゴ㈱ 
新潟工場 
(新潟県新潟市) 

食品事業 食品製造設備 78 6
580

(4,648)
0 665 

36
(5) 

〃 
栗源センター 
(千葉県香取郡栗源町) 

食品事業 食品製造設備 369 24
623

(10,511)
0 1,018 

35
(12) 

〃 
西宮事業所 
(兵庫県西宮市) 

食品事業 食品製造設備 128 6
346

(4,007)
0 482 

38
(9) 

キユーピー醸造㈱ 
五霞工場 
(茨城県猿島郡五霞町) 

食品事業 食品製造設備 778 617
1,802
(29,788)

68 3,267 
65
(87) 

〃 
滋賀工場 
(滋賀県愛知郡愛荘町) 

食品事業 食品製造設備 267 490
88

(20,265)
37 883 

43
(48) 

㈱キユーソー流通 
システム 

北海道事業部 
(北海道石狩市) 

物流事業 物流倉庫設備 949 65
706

(20,530)
2 1,722 

16
(14) 

〃 
東北第一事業部 
(宮城県仙台市宮城野
区) 

物流事業 物流倉庫設備 747 104
275

(25,649)
6 1,132 

32
(13) 

〃 
東北第二事業部 
(山形県西村山郡河北
町) 

物流事業 物流倉庫設備 671 50
643

(21,777)
1 1,366 

20
(9) 

〃 
関東第一事業部 
(茨城県猿島郡五霞町) 

物流事業 物流倉庫設備 939 49
2,415
(40,754)

3 3,408 
38
(18) 

〃 
関東第二事業部 
(茨城県猿島郡五霞町) 

物流事業 物流倉庫設備 1,110 92
3,734
(39,720)

12 4,949 
29
(18) 

〃 
大阪第一事業部 
（兵庫県伊丹市） 

物流事業 物流倉庫設備 681 82
383

(3,119)
5 1,154 

55
(34) 

〃 
中四国事業部 
(広島県東広島市) 

物流事業 物流倉庫設備 447 77
580

(15,348)
7 1,113 

20
(9) 

㈱カナエフーズ 
尾張工場 
(愛知県春日井市) 

食品事業 食品製造設備 1,555 242
1,013
(22,084)

5 2,817 
34
(92) 

〃 
筑波工場 
(茨城県水海道市) 

食品事業 食品製造設備 1,390 597
796

(16,946)
10 2,795 

44
(99) 

〃 
多摩工場 
(東京都多摩市) 

食品事業 食品製造設備 131 38
154
(934)

3 326 
15
(34) 

〃 
春日井工場 
(愛知県春日井市) 

食品事業 食品製造設備 199 125
42
(486)

6 373 
25
(77) 

〃 
富士吉田工場 
(山梨県富士吉田市) 

食品事業 食品製造設備 132 129
152

(5,447)
3 417 

28
(97) 

 ㈱グルメデリカ 
草加工場 
(埼玉県草加市) 

食品事業 食品製造設備 755 110
964

(5,643)
2 1,833 

24
(255) 

㈱デイリーメイト 
本社工場 
(東京都青梅市) 

食品事業 食品製造設備 454 108
798

(10,364)
4 1,365 

50
(337) 

〃 
青梅工場 
(東京都青梅市) 

食品事業 食品製造設備 537 24
200

(4,761)
0 762 

9
(111) 

デリア食品㈱ 
キタカミデリカ 
（岩手県北上市） 

食品事業 食品製造設備 832 110
194

(11,526) 
4 1,143 

27
(127) 

コープ食品㈱ 
東北工場 
(福島県福島市) 

食品事業 食品製造設備 847 477
84

(35,593)
7 1,416 

61
(116) 

〃 
九州工場 
(熊本県熊本市) 

食品事業 食品製造設備 425 417
172

(35,689)
14 1,030 

80
(178) 

㈱ディスペンパッ
クジャパン 

南足柄工場 
(神奈川県南足柄市) 

食品事業 食品製造設備 470 579
836

(7,697)
7 1,893 

31
(41) 



(3）在外子会社 

 （注）上記(1）提出会社(2）国内子会社(3）在外子会社について 

１．帳簿価額のうち「その他」は、工具器具及び備品であり、建設仮勘定は含まれておりません。 

なお、金額には、消費税等は含まれておりません。 

２．建物の［ ］内は賃借物件の面積（㎡）であり外書きであります。 

３．従業員数の（ ）は、臨時雇用者数を外書きしております。 

４．上記の他、主要な賃借設備（リースを含む）は、次のとおりであります。 

  

  

会社名 
事業所名 
(所在地) 

事業の種類別 
セグメントの名称 

設備の内容

帳簿価額（百万円）
従業
員数 
(人) 

建物及び
構築物 

機械装置及び
運搬具 

土地
(面積㎡)

その他 合計 

Q&B FOODS,INC. 
米国 
カリフォルニア州 

食品事業 食品生産設備 177 166
92

(13,152)
0 437 

88
(17) 

HENNINGSEN 
NEDERLAND B.V. 

オランダ 
バールバイク 

食品事業 食品生産設備 297 57
30

(9,915)
11 397 

35
(-) 

HENNINGSEN 
FOODS,INC. 

米国 
ニューヨーク州 

食品事業 食品生産設備 478 538
37

(45,163)
27 1,081 

243
(1) 

  会社名 
事業の種類別 
セグメントの名称 

設備の内容 数量
賃借期間又は
リース期間 
（年） 

年間賃借料又
はリース料 
（百万円） 

  提出会社 食品事業 営業車 一式 ３ 247百万円 

  提出会社 全社及び食品事業 情報関連周辺機器 一式 ４ 389百万円 

  ㈱キユーソー流通システム 物流事業 情報関連周辺機器 一式 ４～７ 1,077百万円 

  ㈱キユーソー流通システム 物流事業 仕分機器およびラック設備 一式 ４～７ 154百万円 



３【設備の新設、除却等の計画】 

(1）重要な設備の新設等 

 当社グループの設備投資については、生産計画、業界動向、投資効率等を総合的に勘案し策定しております。 

 また、設備投資計画は、連結会社各社が個別に策定しておりますが、当社を中心に調整を図っております。 

会社名 事業所名(所在地) 
事業の種類
別セグメン
トの名称 

設備の内容

投資予定金額

資金調達
方法 

着手年月
完了予定年
月 

完了後の
増加能力 

総額
  

(百万円)

既支
払額 
(百万円)

キユーピー㈱ 
富士吉田工場 
(山梨県富士吉田市) 

食品事業 食品製造設備 2,952 1,002 社債 平成17年10月 平成18年8月   

〃 
挙母工場 
(愛知県豊田市) 

食品事業 食品製造設備 246 145 自己資金 平成16年6月 平成17年12月   

〃 
伊丹工場 
(兵庫県伊丹市) 

食品事業 食品製造設備 150 － 自己資金 平成18年2月 平成18年5月   

〃 
鳥栖工場 
(佐賀県鳥栖市) 

食品事業 食品製造設備 2,381 － 社債 平成18年12月 平成20年4月   

キユーピータ
マゴ㈱ 

成田工場 
（千葉県山武郡芝山
町） 

食品事業 
冷凍冷蔵庫設
備 

100 － 借入金 平成18年6月 平成18年8月   

〃 
青森工場 
（青森県八戸市） 

食品事業 食品製造設備 150 － 借入金 平成18年3月 平成18年3月   

キユーピー醸
造㈱ 

滋賀工場他 
(滋賀県愛知郡愛荘
町) 

食品事業 食品製造設備 2,000 210 社債 平成17年10月平成20年11月   

㈱キユーソー
流通 
システム 

関東第二事業部 
(茨城県猿島郡五霞
町) 

物流事業 倉庫設備 1,323 926
借入金及び
自己資金 

平成17年1月 平成17年12月   

〃 
中四国事業部 
(広島県東広島市) 

物流事業 倉庫設備 200 －
借入金及び
自己資金 

平成18年6月 平成18年7月   

〃 
大阪第一事業部 
（兵庫県伊丹市） 

物流事業 倉庫設備 140 －
借入金及び
自己資金 

平成18年4月 平成18年5月   

㈱デイリーメ
イト 

本社 
(東京都青梅市) 

食品事業 食品製造設備 100 － 借入金 平成18年3月 平成18年8月   

㈱ディスペン
パックジャパ
ン 

南足柄工場 
(神奈川県南足柄市) 

食品事業 食品製造設備 140 － 借入金 平成17年12月平成17年12月   

㈱ハンシンデ
リカ 

本社 
(兵庫県尼崎市) 

食品事業 食品製造設備 100 － 借入金 平成17年10月 平成18年1月   

㈱エスワイプ
ロモーション 

鹿島営業所他 
(茨城県神栖市) 

物流事業 車輌代替設備 649 －
借入金及び
自己資金 

平成17年10月 平成18年9月   

〃 
福岡営業所 
（福岡県宮若市） 

物流事業 事務所設備 132 －
借入金及び
自己資金 

平成17年12月 平成18年2月   

北京丘比食品
有限公司 

本社工場 
（北京市海淀区） 

食品事業 食品製造設備 624 467
借入金及び
自己資金 

平成16年11月平成17年12月   



 （注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２．完了後の増加能力については、生産品目が多種多様にわたっており、算定が困難であります。従って、完了後の増加能

力の記載はしておりません。 

(2）重要な設備の除却等 

 該当事項はありません。 

  

  

  



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】 

 （注） 「株式の消却が行われた場合は、これに相当する株式数を減ずる」旨定款に定めております。 

  

②【発行済株式】 

  

(2）【新株予約権等の状況】 

 該当事項はありません。 

種類 会社が発行する株式の総数（株） 

普通株式 250,004,000 

計 250,004,000 

種類 
事業年度末現在発行数 

（株） 
（平成17年11月30日） 

提出日現在発行数（株）
（平成18年２月23日） 

上場証券取引所名又
は登録証券業協会名 

内容 

普通株式 155,464,515 155,464,515
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 

計 155,464,515 155,464,515 － － 



(3）【発行済株式総数、資本金等の推移】 

 （注）１．㈱グリーンクラブ（連結子会社）との合併による増加であります。 

２．転換社債の株式への転換による増加であります。 

  

(4）【所有者別状況】 

 （注）１．「その他の法人」および「単元未満株式の状況」の欄には、証券保管振替機構名義の株式がそれぞれ63 単元および10株

含まれております。 

２．平成17年11月30日現在の自己株式数は2,478,457株であり、「個人その他」の欄に24,784単元および「単元未満株式の状

況」の欄に57株含まれております。 

  

年月日 
発行済株式総
数増減数 
（千株） 

発行済株式総
数残高 
（千株） 

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13年10月１日 
（注）１． 

－ 155,461 － 24,102 637 29,417

平成13年11月26日 
（注）２． 

1 155,463 1 24,103 0 29,418

平成14年２月22日 
（注）２． 

0 155,464 0 24,104 0 29,418

     平成17年11月30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 証券会社 
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） － 97 24 334 198 3 66,875 67,531 － 

所有株式数
（単元） 

－ 486,069 5,701 540,342 161,049 22 359,452 1,552,635 201,015

所有株式数の
割合（％） 

－ 31.30 0.37 34.81 10.37 0.00 23.15 100.00 － 



(5）【大株主の状況】 

  

(6）【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

 （注） 「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が6,300株（議決権の数63個）含まれております。

  

    平成17年11月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

株式会社中島董商店 東京都渋谷区渋谷１－４－13 26,371 16.96 

日本マスタートラスト信託銀行株式
会社（信託口） 

東京都港区浜松町２－11－３ 5,764 3.71 

株式会社董花 東京都渋谷区渋谷１－４－13 4,872 3.13 

みずほ信託 退職給付信託 みずほ銀
行口 再信託受託者資産管理サービス
信託 

東京都中央区晴海１－８－12 4,585 2.95 

日本トラスティ・サービス信託銀行
株式会社（信託口） 

東京都中央区晴海１－８－11 4,545 2.92 

財団法人旗影会 東京都渋谷区渋谷１－４－13 4,251 2.73 

全国共済農業協同組合連合会 東京都千代田区平河町２－７－９ 4,004 2.58 

株式会社三井住友銀行 東京都千代田区有楽町１－１－２ 3,208 2.06 

日本生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内１－６－６ 3,132 2.02 

第一生命保険相互会社 東京都千代田区有楽町１－13－１ 3,012 1.94 

計 － 63,744 41.00 

   平成17年11月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 － － － 

議決権制限株式（自己株式等） － － － 

議決権制限株式（その他） － － － 

完全議決権株式（自己株式等） 

普通株式（自己保有株式）
2,478,400 

普通株式（相互保有株式） 
67,300 

－
権利内容に何ら限定
のない当社における
標準となる株式 

完全議決権株式（その他） 普通株式   152,717,800 1,527,115 同上 

単元未満株式 普通株式    201,015 － 同上 

発行済株式総数 155,464,515 － － 

総株主の議決権 － 1,527,115 － 



②【自己株式等】 

  

(7）【ストックオプション制度の内容】 

 当社はストックオプション制度を採用しております。 

 当該制度は、旧商法第210条ノ２の規定に基づき、当社が自己株式を買い付ける方法により、平成13年２月23日第88回定時

株主総会の終結時に在任する取締役および在職する課長処遇以上の従業員（ただし、いずれも海外居住者を除く）で、かつ

権利付与日に在任または在籍する者に対して付与することが平成13年２月23日の定時株主総会において決議されたものであ

ります。 

 当該制度の内容（権利付与日現在）は下記のとおりであります。なお、権利付与日後の余剰株式（付与対象者の退職等に

より権利が喪失された株式）の発生により、平成17年11月30日現在の「株式の数」は、1,110,000株となっております。 

 （注） 譲渡価額を記載している。 

当社が株式の分割および時価を下回る価額で新株を発行（ただし、転換社債の転換、新株予約権の行使を除く）する場合

には、次の算式により譲渡価額を調整し、調整の結果発生する１円未満の端数は切り上げるものとする。 

  

  

    平成17年11月30日現在

所有者の氏名又
は名称 

所有者の住所
自己名義所有株
式数（株） 

他人名義所有株
式数（株） 

所有株式数の合
計（株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

（自己保有株式） 
キユーピー㈱ 

東京都渋谷区渋谷
１-４-13 

2,478,400 － 2,478,400 1.59 

（相互保有株式） 
サミット製油㈱ 

千葉市美浜区新港
38 

67,300 － 67,300 0.04 

計 － 2,545,700 － 2,545,700 1.63 

決議年月日 平成13年２月23日 

付与対象者の区分及び人数 
当社取締役21名 

課長処遇以上の従業員669名 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

株式の数 1,141,000株 

新株予約権の行使時の払込金額 1,089円 （注） 

新株予約権の行使期間 平成15年12月１日～平成18年11月30日 

新株予約権の行使の条件 

 被付与者が当社の取締役または従業員の地位を失った後も権利行使が可

能。また、被付与者が死亡した場合には、相続人による権利行使が可能。

但し、いずれの場合も、当社と被付与者との間で締結する株式譲渡請求権

付与契約に定めるところによる。 

 上記のほか、細目事項については、株式譲渡請求権付与契約に定める。 

新株予約権の譲渡に関する事項  権利の譲渡、質入その他一切の処分は認めない。 

      
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額   

  
調整後譲渡価額＝ 調整前譲渡価額× 

分割・新規発行前の株価   

  既発行株式数＋分割・新規発行による増加株式数   



２【自己株式の取得等の状況】 

(1）【定時総会決議又は取締役会決議による自己株式の買受け等の状況】 

①【前決議期間における自己株式の取得等の状況】 

 該当事項はありません。 

  

②【当定時株主総会における自己株式取得に係る決議状況】 

 該当事項はありません。 

  

(2）【資本減少、定款の定めによる利益による消却又は償還株式の消却に係る自己株式の買受け等の状況】 

①【前決議期間における自己株式の買受け等の状況】 

 該当事項はありません。 

  

②【当定時株主総会における自己株式取得に係る決議状況等】 

 該当事項はありません。 

  

３【配当政策】 

 当社は、株主への適切な利益還元を経営の重要方針としており、安定配当を継続するとともに株式分割や自己株式の消却を適

宜実施してまいりました。今後は、安定した配当を旨としつつ、業績や財政状態、経営環境等を勘案しながら株主への利益還元

を少しずつ拡充してまいりたいと存じます。 

 株主還元では配当金を最優先に位置づけ、配当性向は連結当期純利益を基準に20％以上を維持することを原則といたします。

更に、連結利益の絶対額と配当性向をともに向上させることにより、１株当たりの配当金額を少しずつ増やしていくことをめざ

してまいります。 

 また、財務体質の強化を図りながら将来の事業展開に備えるため、内部留保の充実にも努めており、内部留保資金につきまし

ては、中長期的な視野に立った設備投資や研究開発投資、競争力強化のための合理化投資などに充当していく所存であります。 

 当期の配当につきましては、上記の方針に基づき、また企業を取り巻く経営環境は依然として厳しい状況が続くものと予測さ

れることも勘案し、１株当たり13円（うち中間配当６円50銭）といたしました。この結果、当連結会計年度の連結の配当性向は

36.9％（当期の提出会社の配当性向は53.2％）となりました。 

 なお、当期の中間配当についての取締役会決議は平成17年７月11日に行っております。 

  

４【株価の推移】 

(1）【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】 

 （注） 株価は東京証券取引所市場第一部におけるものであります。 

  

(2）【最近６月間の月別最高・最低株価】 

 （注） 株価は東京証券取引所市場第一部におけるものであります。 

  

  

回次 第89期 第90期 第91期 第92期 第93期 

決算年月 平成13年11月 平成14年11月 平成15年11月 平成16年11月 平成17年11月 

最高（円） 1,192 1,110 989 955 1,103 

最低（円） 924 950 835 846 850 

月別 平成17年６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 

最高（円） 950 936 977 1,101 1,103 1,072 

最低（円） 912 905 907 956 982 1,006 



５【役員の状況】 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴
所有株式数
（千株） 

代表取締役社長   鈴木 豊 昭和24年12月６日生 

昭和48年３月 当社入社 

平成12年７月 当社大阪支店家庭用次長 

平成13年２月 当社取締役 

当社大阪支店長 

平成14年７月 当社経営企画室担当 

平成15年２月 当社常務取締役 

平成16年２月 当社代表取締役社長

（現） 

平成17年２月 株式会社中島董商店取締

役（現） 

15 

常務取締役 
グループ営業

担当 
畑中 凱夫 昭和19年４月13日生 

昭和38年３月 株式会社中島董商店入社 

昭和47年12月 当社入社 

平成６年９月 当社大阪支店長 

平成７年２月 当社取締役 

平成10年９月 当社広域営業部長 

平成11年２月 当社常務取締役（現） 

平成12年７月 当社営業部長 

平成13年７月 当社営業本部長 

平成14年７月 当社営業担当 

平成17年７月 当社グループ営業担当

（現） 

14 

常務取締役 

社会・環境推

進室長、ＣＳ

Ｒ、コンプラ

イアンスおよ

び監査室担当 

中島 周 昭和34年９月26日生 

昭和58年４月 株式会社日本興業銀行入

行 

平成５年10月 株式会社中島董商店入社 

同社経理部長 

平成７年２月 同社取締役 

平成９年２月 当社取締役 

平成12年７月 当社法務部長 

平成15年２月 株式会社中島董商店取締

役副社長 

平成17年２月 同社取締役（現） 

当社常務取締役（現） 

当社環境対策室長 

平成17年７月 当社社会・環境推進室長

（現） 

30 

常務取締役 

グループ生

産、生産本

部、海外事業

部および中国

担当 

建部 俊正 昭和19年10月31日生 

昭和38年３月 当社入社 

平成12年12月 当社生産本部副本部長 

平成13年２月 当社取締役 

平成13年７月 当社生産本部長 

平成17年２月 当社常務取締役（現） 

平成17年７月 当社グループ生産担当

（現） 

13 

取締役 

健康機能およ

びファインケ

ミカル本部担

当 

山上 英信 昭和20年10月15日生 

昭和45年３月 株式会社中島董商店入社 

昭和47年12月 当社入社 

平成11年11月 当社情報物流本部長 

平成13年２月 当社取締役（現） 

平成17年７月 当社健康・医療担当 

平成17年11月 当社健康機能担当（現） 

9 



役名 職名 氏名 生年月日 略歴
所有株式数
（千株） 

取締役 広報室長 島 家時 昭和22年３月22日生 

昭和47年３月 株式会社中島董商店入社 

 同 年12月 当社入社 

平成９年９月 当社東京支店家庭用次長 

平成13年２月 当社取締役（現） 

当社東京支店長 

平成17年２月 当社広報室長（現） 

7 

取締役 

研究所長、品

質保証本部担

当 

長谷川 峯夫 昭和22年７月29日生 

昭和45年３月 当社入社 

平成11年２月 当社研究所長（現） 

平成13年２月 当社取締役（現） 

15 

取締役 
商品開発本部

長 
遠藤 貢 昭和23年３月19日生 

昭和47年１月 三英食品販売株式会社入

社 

平成２年12月 当社入社 

平成12年７月 当社広域営業部長 

平成13年２月 当社取締役（現） 

平成14年７月 当社業務用営業本部長 

平成16年７月 当社マーケティング本部

長 

平成17年７月 当社商品開発本部長

（現） 

12 

取締役 東京支店長 三宅 峰三郎 昭和27年７月22日生 

昭和51年４月 当社入社 

平成14年７月 当社家庭用営業本部長 

平成15年２月 当社取締役（現） 

平成16年７月 当社営業統括 

平成17年２月 当社東京支店長（現） 

6 

取締役 

管理本部長、

経営企画室お

よび法務・知

的財産室担当 

佐々木 克彦 昭和21年３月８日生 

昭和39年３月 当社入社 

平成15年２月 当社管理本部長（現） 

平成16年２月 当社取締役（現） 

平成17年１月 KIFUKI U.S.A. 

CO.,INC.取締役社長

（現） 

8 

取締役 営業統括 奥村 明男 昭和26年１月14日生 

昭和48年３月 当社入社 

平成９年９月 株式会社中島董商店入社 

平成15年２月 同社取締役 

平成17年２月 当社取締役（現） 

当社営業統括（現） 

4 

取締役 人事本部長 橘 英文 昭和26年２月15日生 

昭和49年３月 当社入社 

平成16年７月 当社人事本部長（現） 

平成17年２月 当社取締役（現） 

4 

取締役   石川 邦昭 昭和21年６月６日生 

昭和45年３月 当社入社 

平成10年９月 当社海外事業本部副本部

長 

平成11年２月 当社取締役（現） 

平成16年７月 当社海外事業本部長 

平成17年２月 株式会社中島董商店常務

取締役（現） 

17 



 （注） 監査役河上和雄、石黒俊一郎および坂井一郎は、株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第18条第１項に定め

る社外監査役であります。 

  

６【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 

 当社グループは、効率的な経営によって企業価値の最大化を図るため、経営上の組織体制や仕組み・制度などを整備し、必

要な施策を適宜実施していくこと、また経営の成果を株主や消費者、取引先、従業員といったステークホルダーに適切に配分

すること、これらを経営上の最も重要な課題の一つに位置づけております。 

 また、コンプライアンスについても、企業の永続的な発展には欠かすことのできないものと認識しており、全役職員が高い

倫理感を持って法令遵守を徹底することができるよう、コンプライアンス・プログラムの策定および実施を進めてまいりま

す。 

  

(2)コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況（①および②は有価証券報告書提出日現在） 

①経営上の意思決定、執行および監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 

 当社は、経営上の最高意思決定機関である取締役会を毎月開催するほか、取締役会および社長を補佐する役割を担う経営会

議を設置し、経営の基本方針に基づいて業務上の重要事項を審議・決裁することとしております。なお、経営環境の急激な変

化に即応するため、取締役会付議事項や役職毎の決裁権限については随時見直しを実施し、意思決定と業務執行の迅速化を

図っております。 

また、当社グループの中核７社でグループ経営推進会議を構成し、グループ政策等を含めて議論するなど、グループ経営の

一層の推進に努めております。 

 当社としては目下のところ、経営上の意思決定、執行および監督に係る経営管理組織に関して、特段の問題点を認めており

ませんが、当社グループにとってより適切なコーポレート・ガバナンス体制の構築をめざし、今後とも検討を続けてまいりた

役名 職名 氏名 生年月日 略歴
所有株式数
（千株） 

監査役 

（常勤） 
  村中 修 昭和20年３月22日生 

昭和38年３月 当社入社 

平成７年２月 株式会社キユーピー流通

システム（現 株式会社

キユーソー流通システ

ム）監査役（現） 

平成８年11月 当社経理部次長 

平成10年２月 当社監査役（常勤）

（現） 

11 

監査役 

（常勤） 
  平栗 康夫 昭和23年11月18日生 

昭和47年３月 株式会社中島董商店入社 

 同 年12月 当社入社 

平成13年７月 当社情報企画部長 

平成16年２月 当社監査役（常勤）

（現） 

4 

監査役   河上 和雄 昭和８年４月26日生 

昭和33年４月 検事任官 

平成元年９月 最高検察庁公判部長 

平成３年５月 弁護士登録（第一東京弁

護士会）（現） 

平成10年２月 当社監査役（現） 

平成16年４月 駿河台大学法科大学院教

授（現） 

8 

監査役   石黒 俊一郎 昭和29年６月22日生 

昭和52年４月 株式会社中島董商店入社 

平成15年２月 同社取締役（現） 

同社管理本部長（現） 

平成16年２月 当社監査役（現） 

1 

監査役   坂井 一郎 昭和17年５月３日生 

昭和43年４月 検事任官 

平成16年６月 福岡高等検察庁検事長 

平成17年４月 弁護士登録（第一東京弁

護士会）（現） 

平成18年２月 当社監査役（現） 

- 

        計 178



いと存じます。 

当社グループのコーポレート・ガバナンス体制の概要は、下記のとおりです。 

  

 
  

・委員会等設置会社であるか監査役制度採用会社であるかの別 

当社は、監査役制度を採用しております。 

  

・経営の監視の仕組み 

当社では、取締役会が取締役の業務執行を監督し、監査役会が業務執行の監査を行っております。 

監査役会は監査の方針、業務の分担等を定め、各監査役はこれらに従って、取締役会その他重要な会議に出席するほか、

取締役等から業務の報告を聴取し、重要な決裁書類等を閲覧し、本社および主要な事業所において業務および財産の状況を

調査し、加えて子会社に対し営業の報告を求め、必要に応じて子会社へ赴き、業務および財産の状況を調査いたしておりま

す。 

なお、常勤監査役（２名）は主要な子会社の監査役を兼務しております。 

また、監査役会は社長とのミーティングも定期的に、また必要に応じて随時実施し、経営全般に係る提案を含め、意見交

換を行っております。 

  

・社外取締役・社外監査役の選任の状況 

社外取締役の選任は行っておりませんが、監査役５名のうち３名が社外監査役（専従スタッフは配置せず）であります。 

  

・内部統制システムの整備の状況 

当社は、内部監査部門として監査室を設置しております。監査室は年間監査計画に従って、または社長他の業務執行者も

しくは監査役からの指示・要請に基づき、当社グループの組織活動が法令や社内規則、経営方針に則って適正且つ効率よく

実施されているかを監査しております。なお、内部監査の活動においては、品質・環境等に関する自主監査スタッフとも適

宜連携を取っております。 



・リスク管理体制の整備の状況 

当社では、危機管理マニュアルを制定し、想定し得る突発的な経営リスクに備えるとともに、緊急事態の発生時には危機

管理委員会を直ちに発足させ、マニュアルに則って迅速且つ適切に事態に対処する体制を構築しております。 

また、法令遵守体制の確立に向けては、コンプライアンス委員会（コンプライアンス担当役員が委員長。事務局は法務

部）を中心に活動を行っております。「グループ倫理行動規範」を制定・公開し、グループ企業の尊重する価値観と取るべ

き行動を明らかにしているほか、従業員からの通報・相談を受け付けるヘルプライン（社内外に複数の受付窓口あり）や、

法令違反が疑われる行為の事実関係を調べるコンプライアンス調査会を設置しております。なお、コンプライアンス違反事

例については、再発防止のために、その処分結果を含めて全社（グループ企業を含む）に開示しております。 

情報セキュリティに関しては、情報セキュリティ委員会（統括責任者は管理本部長。事務局は情報企画部）を中心に、従

業員教育の充実などセキュリティ強化対策を進めております。 

  

・弁護士、会計監査人等その他第三者の状況 

顧問弁護士（複数名）には、法的な判断を要する案件について助言・指導を求めているほか、取締役への法務研修なども

依頼しています。 

また、会計監査人である新日本監査法人からは、通常の会計監査の一環として、会計上および経営上の問題について適宜

助言を受けております（会計監査人と社長とのディスカッションも定期的に実施）。なお、新日本監査法人およびその業務

執行社員と当社との間には、特別の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次のとおりであります。 

なお、下記３名の公認会計士のほか、公認会計士８名、会計士補６名、その他の者３名の合計17名が補助者として当期の

会計監査業務に携わっております。 

 （注）継続監査年数は７年を超える者のみ記載しております。 

  

②社外監査役と会社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係の概要 

 当社の社外監査役である河上和雄氏および坂井一郎氏は弁護士（第一東京弁護士会所属）であり、両氏とも当社との間に特

別の利害関係はありません。 

石黒俊一郎氏は、関係会社（その他の関係会社）である株式会社中島董商店の取締役であります。同社は当社議決権の

20.5％（うち直接所有分は17.3％）を所有する筆頭株主であり、当社との間には商品の継続的売買取引などがあります。ま

た、当社の役員のうち４名（石黒氏を含む）が株式会社中島董商店の役員を兼務しております。 

  

③コーポレート・ガバナンスの充実に向けた取組みの最近１年間における実施状況 

当期においては、取締役会を13回開催いたしました。社外監査役の出席率は93％となっております。 

内部監査を担当する監査室では、子会社を含む事業所にて監査を実施し、平成17年10月には、内部監査の充実を図るために

人員の増強を行いました。 

コンプライアンスに関しては、個人情報保護法および各省庁のガイドラインの趣旨に従い、個人情報保護のための管理体制

や社内規程の整備、従業員教育および委託先管理などの活動に取り組みました。 

業務を執行した公認会計士の氏名 所属する監査法人 継続監査年数 

指定社員・業務執行社員 北林 啓司 新日本監査法人 14年 

指定社員・業務執行社員 高橋 秀法 新日本監査法人 － 

指定社員・業務執行社員 竹本 啓祐 新日本監査法人 － 



(3）役員報酬等の内容 

 （注）１．株主総会決議による報酬限度額（年額）は、取締役が４億20百万円、監査役が96百万円であります。 

２．上記のほか、使用人兼務取締役の使用人分給与相当額（賞与を含む）が１億13百万円あります。 

３．当連結会計年度末の人員数は、取締役13名、監査役４名であります。 

なお、取締役は全員、社内取締役であります。 

  

(4)監査報酬の内容 

 当社の新日本監査法人への公認会計士法（昭和23年法律第103号）第２条第１項に規定する業務に基づく監査報酬額は50百万

円（税抜き）であり、当該業務以外の報酬はありません。 

区   分 

取 締 役 監 査 役 合 計 

支給人員
（人） 

支給額
（百万円） 

支給人員
（人） 

支給額
（百万円） 

支給人員 
（人） 

支給額 
（百万円） 

定款又は株主総会決議に基づく
報酬 

17 170 5 50 22 221 

利益処分による役員賞与 17 38 5 6 22 44 

株主総会決議に基づく退職慰労
金 

7 602 1 2 8 604 

合 計 － 812 － 59 － 871 



第５【経理の状況】 

  

１．連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について 

(1）当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵省令第28号。以下「連結

財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。 

 ただし、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成16年１月30日内閣府令

第５号）附則第２項のただし書きにより、改正前の連結財務諸表規則に基づいて作成しております。 

  

(2）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。以下「財務諸表等

規則」という。）に基づいて作成しております。 

 ただし、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成16年１月30日内閣府令

第５号）附則第２項のただし書きにより、改正前の財務諸表等規則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、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前連結会計年度（平成15年12月１日から平成16年11月30日まで）および当連

結会計年度（平成16年12月１日から平成17年11月30日まで）の連結財務諸表並びに第92期事業年度（平成15年12月１日から平成

16年11月30日まで）および第93期事業年度（平成16年12月１日から平成17年11月30日まで）の財務諸表について、新日本監査法

人により監査を受けております。 

  



１【連結財務諸表等】 

(1）【連結財務諸表】 

①【連結貸借対照表】 

    
前連結会計年度

（平成16年11月30日） 
当連結会計年度 

（平成17年11月30日） 

区分 
注記
番号 

金額（百万円）
構成比
（％） 

金額（百万円） 
構成比
（％） 

（資産の部）      

Ⅰ 流動資産    

１．現金及び預金 ※１  17,097 13,153 

２．受取手形及び売掛金   65,665 66,066 

３．有価証券   27 27 

４．たな卸資産   16,247 16,224 

５．繰延税金資産   1,967 1,894 

６．その他   3,804 3,758 

７．貸倒引当金   △614 △607 

流動資産合計   104,195 39.8 100,517 37.8

Ⅱ 固定資産    

(1)有形固定資産    

１．建物及び構築物 ※１ 106,980 109,040  

減価償却累計額  58,070 48,909 61,526 47,514 

２．機械装置及び運搬具 ※１ 110,495 113,280  

減価償却累計額  83,969 26,525 87,566 25,714 

３．土地 ※１  38,750 39,374 

４．建設仮勘定   2,266 3,392 

５．その他 ※１ 7,794 7,905  

減価償却累計額  5,865 1,928 6,093 1,811 

有形固定資産合計   118,381 45.1 117,807 44.3

(2)無形固定資産    

１．ソフトウェア   2,401 2,366 

２．連結調整勘定   95 63 

３．その他   557 557 

無形固定資産合計   3,054 1.2 2,986 1.1



    
前連結会計年度

（平成16年11月30日） 
当連結会計年度 

（平成17年11月30日） 

区分 
注記
番号 

金額（百万円）
構成比
（％） 

金額（百万円） 
構成比
（％） 

(3）投資その他の資産      

１．投資有価証券 ※２  20,273 22,971 

２．長期貸付金   334 514 

３．繰延税金資産   1,338 1,063 

４．その他 ※２  14,201 19,726 

５．貸倒引当金   △246 △303 

投資その他の資産合計   35,901 13.7 43,971 16.6

固定資産合計   157,337 60.0 164,766 62.0

Ⅲ 繰延資産    

１．開業費   587 440 

２．社債発行差金   0 － 

繰延資産合計   588 0.2 440 0.2

資産合計   262,122 100.0 265,724 100.0

       

（負債の部）      

Ⅰ 流動負債    

１．支払手形及び買掛金 ※１  37,395 37,133 

２．短期借入金 ※１  11,380 17,662 

３．１年以内に償還予定の
社債 

※１  200 － 

４．１年以内に償還予定の
転換社債 

  18,629 － 

５．未払金   20,471 20,042 

６．未払費用   4,908 5,479 

７．未払法人税等   2,598 1,424 

８．繰延税金負債   － 2 

９．売上割戻引当金   968 726 

10．賞与引当金   1,637 1,707 

11．その他   838 131 

流動負債合計   99,028 37.8 84,310 31.7



  

  

    
前連結会計年度

（平成16年11月30日） 
当連結会計年度 

（平成17年11月30日） 

区分 
注記
番号 

金額（百万円）
構成比
（％） 

金額（百万円） 
構成比
（％） 

Ⅱ 固定負債      

１．社債   － 10,000 

２．長期借入金 ※１  12,577 10,380 

３．繰延税金負債   1,723 5,124 

４．退職給付引当金   2,423 2,901 

５．役員退任慰労引当金   1,609 1,161 

６．その他   1,450 1,513 

固定負債合計   19,784 7.5 31,081 11.7

負債合計   118,812 45.3 115,391 43.4

     

（少数株主持分）        

少数株主持分   16,541 6.3 17,919 6.8

     

（資本の部）        

Ⅰ 資本金 ※３  24,104 9.2 24,104 9.1

Ⅱ 資本剰余金   29,418 11.2 29,418 11.1

Ⅲ 利益剰余金   75,985 29.0 79,295 29.8

Ⅳ その他有価証券評価差額
金 

  1,830 0.7 4,448 1.6

Ⅴ 為替換算調整勘定   △2,263 △0.8 △2,353 △0.9

Ⅵ 自己株式 ※４  △2,308 △0.9 △2,500 △0.9

資本合計   126,768 48.4 132,412 49.8

負債、少数株主持分及び
資本合計 

  262,122 100.0 265,724 100.0

      



②【連結損益計算書】 

    
前連結会計年度

（自 平成15年12月１日 
至 平成16年11月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成16年12月１日 
至 平成17年11月30日） 

区分 
注記
番号 

金額（百万円）
百分比
（％） 

金額（百万円） 
百分比
（％） 

Ⅰ 売上高   423,727 100.0 455,007 100.0

Ⅱ 売上原価   315,628 74.5 346,520 76.2

売上総利益   108,099 25.5 108,487 23.8

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※1,2  92,437 21.8 95,656 21.0

営業利益   15,662 3.7 12,830 2.8

Ⅳ 営業外収益    

１．受取利息  302 234  

２．受取配当金  224 231  

３．持分法による投資利益  268 183  

４．その他  594 1,390 0.3 627 1,276 0.3

Ⅴ 営業外費用    

１．支払利息  620 544  

２．たな卸資産廃棄損  399 136  

３．開業費償却  － 146  

４．その他  525 1,545 0.3 450 1,277 0.3

経常利益   15,507 3.7 12,829 2.8

Ⅵ 特別利益    

１．前期損益修正益  16 23  

２．固定資産売却益 ※３ 95 24  

３．投資有価証券売却益  156 245  

４．厚生年金代行部分返還
差額 

 610 －  

５．その他  56 934 0.2 68 361 0.1

     



  

  

    
前連結会計年度

（自 平成15年12月１日 
至 平成16年11月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成16年12月１日 
至 平成17年11月30日） 

区分 
注記
番号 

金額（百万円）
百分比
（％） 

金額（百万円） 
百分比
（％） 

Ⅶ 特別損失        

１．前期損益修正損  7 24  

２．固定資産売却損 ※４ 64 10  

３．固定資産除却損 ※５ 377 543  

４．投資有価証券売却損  159 －  

５．退職給付会計基準変更
時差異 

 382 382  

６．著作権管理費  200 －  

７．その他  367 1,557 0.4 206 1,166 0.3

税金等調整前当期純利
益 

  14,883 3.5 12,024 2.6

法人税、住民税及び事
業税 

 5,175 3,388  

法人税等調整額  1,650 6,826 1.6 1,910 5,298 1.1

少数株主利益   1,050 0.2 1,260 0.3

当期純利益   7,006 1.7 5,465 1.2

     



③【連結剰余金計算書】 

  

  

    
前連結会計年度

（自 平成15年12月１日 
至 平成16年11月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成16年12月１日 
至 平成17年11月30日） 

区分 
注記
番号 

金額（百万円） 金額（百万円） 

（資本剰余金の部）    

Ⅰ 資本剰余金期首残高   29,418  29,418 

Ⅱ 資本剰余金期末残高   29,418  29,418 

     

（利益剰余金の部）    

Ⅰ 利益剰余金期首残高   70,833  75,985 

Ⅱ 利益剰余金増加高    

１．当期純利益   7,006 5,465

２．連結子会社における合併による
増加高 

  85 7,092 － 5,465 

Ⅲ 利益剰余金減少高    

１．配当金   1,838 2,066

２．役員賞与   100 1,939 88 2,155 

Ⅳ 利益剰余金期末残高   75,985  79,295 

     



④【連結キャッシュ・フロー計算書】 

    
前連結会計年度

（自 平成15年12月１日 
至 平成16年11月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成16年12月１日 
至 平成17年11月30日） 

区分 
注記
番号 金額（百万円） 金額（百万円） 

Ⅰ 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   14,883
  

12,024 

減価償却費   12,614 12,279 

連結調整勘定償却額   32 28 

社債発行費償却額   － 62 

持分法による投資利益   △268 △183 

投資有価証券評価損   13 6 

ゴルフ会員権評価損   4 71 

退職給付引当金の増加額（減少額△）   △4,242 △3,661 

役員退任慰労引当金の増加額（減少額
△） 

  △11 △447 

売上割戻引当金の増加額（減少額△）   △158 △242 

賞与引当金の増加額（減少額△）   △228 70 

貸倒引当金の増加額（減少額△）   42 50 

受取利息及び受取配当金   △527 △465 

支払利息   620 544 

投資有価証券売却損（益△）   3 △231 

固定資産売却損益（益△）及び除却損   346 529 

売上債権の減少額（増加額△）   5,758 △374 

たな卸資産の減少額（増加額△）   △769 43 

仕入債務の増加額（減少額△）   △1,782 △353 

未払金の増加額（減少額△）   △3,308 △777 

未払消費税等の増加額（減少額△）   △771 168 

役員賞与の支払額   △100 △88 

少数株主に負担させた役員賞与の支払
額 

  △34 △29 

その他   107 1,654 

小計   22,223 20,679 

利息及び配当金の受取額   1,032 540 

利息の支払額   △622 △532 

法人税等の支払額   △5,255 △5,001 

営業活動によるキャッシュ・フロー   17,377 15,686 



  

  

  次へ 

    
前連結会計年度

（自 平成15年12月１日 
至 平成16年11月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成16年12月１日 
至 平成17年11月30日） 

区分 
注記
番号 金額（百万円） 金額（百万円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の取得による支出   △27 △27 

有価証券の売却等による収入   42 27 

有形固定資産の取得による支出   △12,601 △10,707 

無形固定資産の取得による支出   △1,082 △857 

投資有価証券の取得による支出   △2,157 △497 

投資有価証券の売却による収入   1,827 2,646 

貸付けによる支出   △799 △5,813 

貸付金の回収による収入   1,139 4,554 

定期預金の預入れによる支出   △3,036 △220 

定期預金の払戻による収入   2,690 369 

その他 ※２ 1,200 △1,100 

投資活動によるキャッシュ・フロー   △12,806 △11,625 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入   62,063 79,247 

短期借入金の返済による支出   △66,678 △72,733 

長期借入れによる収入   4,663 800 

長期借入金の返済による支出   △5,868 △3,604 

社債の発行による収入   － 9,937 

社債の満期償還による支出   △1,300 △200 

転換社債の満期償還による支出   － △18,629 

少数株主からの払込による収入   971 183 

配当金の支払額   △1,838 △2,066 

少数株主への配当金の支払額   △114 △157 

自己株式取得による支出   △7 △192 

財務活動によるキャッシュ・フロー   △8,109 △7,415 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額   △6 30 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額(減少額△)   △3,545 △3,324 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高   19,868 16,451 

Ⅶ 連結子会社の合併に伴う現金及び現金同
等物の増加額 

  128 － 

Ⅷ 現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 16,451 13,127 

    



連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

前連結会計年度
（自 平成15年12月１日 
至 平成16年11月30日） 

当連結会計年度
（自 平成16年12月１日 
至 平成17年11月30日） 

１．連結の範囲に関する事項 １．連結の範囲に関する事項 

連結子会社は44社であり、連結子会社名については

「第１企業の概況 ４.関係会社の状況」に記載し

ているため省略しております。 

当連結会計年度において、新規設立に伴う出資によ

り子会社となった株式会社キタカミデリカの1社を

追加し、株式売却によりニシフミート株式会社1社

が減少しております。 

非連結子会社は15社であり、主要な非連結子会社は

キユーソー荷役株式会社、大阪サンエー物流株式会

社であります。これらの非連結子会社の総資産、売

上高、当期純損益および利益剰余金等のうち持分に

見合う額の合計額は、いずれも連結総資産、連結売

上高、連結当期純損益および利益剰余金等に及ぼす

影響が軽微であるため連結の範囲から除外しており

ます。 

連結子会社は43社であり、連結子会社名については

「第１企業の概況 ４.関係会社の状況」に記載し

ているため省略しております。 

当連結会計年度において、清算結了により株式会社

エイド1社が減少しております。 

非連結子会社は17社であり、主要な非連結子会社は

株式会社キユーソーエルプラン（旧キユーソー荷役

株式会社より商号変更）、大阪サンエー物流株式会

社であります。これらの非連結子会社の総資産、売

上高、当期純損益および利益剰余金等のうち持分に

見合う額の合計額は、いずれも連結総資産、連結売

上高、連結当期純損益および利益剰余金等に及ぼす

影響が軽微であるため連結の範囲から除外しており

ます。 

２．持分法の適用に関する事項 ２．持分法の適用に関する事項 

非連結子会社15社、関連会社13社のうち実質的に重

要な影響をあたえていると認められる４社を持分法

適用会社としております。 

持分法適用会社名については「第１ 企業の概況 

４．関係会社の状況」に記載しているため省略して

おります。 

持分法を適用していない非連結子会社キユーソー荷

役株式会社他14社および関連会社Thai 

Q.P.CO.,Ltd.他８社については、当期純損益および

利益剰余金等のうち持分に見合う額の合計額が、い

ずれも連結当期純損益および利益剰余金等に及ぼす

影響が軽微であるため、原価法により評価しており

ます。 

非連結子会社17社、関連会社13社のうち実質的に重

要な影響をあたえていると認められる５社を持分法

適用会社としております。 

持分法適用会社名については「第１ 企業の概況 

４．関係会社の状況」に記載しているため省略して

おります。 

当連結会計年度において株式取得により関連会社と

なった株式会社トウ・ソリューションズ１社を追加

しております。 

持分法を適用していない非連結子会社株式会社キユ

ーソーエルプラン（旧キユーソー荷役株式会社より

商号変更）他16社および関連会社Thai 

Q.P.CO.,Ltd.他７社については、当期純損益および

利益剰余金等のうち持分に見合う額の合計額が、い

ずれも連結当期純損益および利益剰余金等に及ぼす

影響が軽微であるため、原価法により評価しており

ます。 



  

前連結会計年度
（自 平成15年12月１日 
至 平成16年11月30日） 

当連結会計年度
（自 平成16年12月１日 
至 平成17年11月30日） 

３．連結子会社の事業年度等に関する事項 ３．連結子会社の事業年度等に関する事項 

連結子会社のうち、株式会社キユーソー流通システ

ム(決算日は11月30日)、北京丘比食品有限公司(決

算日は12月31日)および杭州丘比食品有限公司(決算

日は12月31日)以外の子会社の決算日は９月30日で

あります。連結財務諸表の作成にあたっては、北京

丘比食品有限公司および杭州丘比食品有限公司につ

いては、連結決算日現在で実施した仮決算に基づく

財務諸表を使用しており、９月30日が決算日の子会

社については同決算日現在の財務諸表を使用してお

ります。ただし、10月１日から11月30日までの期間

に発生し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。 

前連結会計年度に同じであります。 



前連結会計年度
（自 平成15年12月１日 
至 平成16年11月30日） 

当連結会計年度
（自 平成16年12月１日 
至 平成17年11月30日） 

４．会計処理基準に関する事項 ４．会計処理基準に関する事項 

(1)重要な資産の評価基準および評価方法 (1)重要な資産の評価基準および評価方法 

(イ)有価証券 (イ)有価証券 

①満期保有目的の債券は、償却原価法（定額法）

によっております。 

①前連結会計年度に同じであります。 

②その他有価証券のうち時価のあるものは、決算

日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全

部資本直入法により処理し、売却原価は移動平

均法により算定）により、時価のないものは移

動平均法による原価法によっております。 

②前連結会計年度に同じであります。 

(ロ)デリバティブ (ロ)デリバティブ 

時価法によっております。なお、ヘッジ会計の

要件を満たす取引については、ヘッジ会計を採

用しています。 

前連結会計年度に同じであります。 

(ハ)たな卸資産 (ハ)たな卸資産 

商品、製品、原材料、仕掛品および貯蔵品は主

として原価基準による月別移動平均法により、

連産品の一部は原価基準による売価還元総平均

法によっております。 

前連結会計年度に同じであります。 

(2)重要な減価償却資産の減価償却の方法 (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 (イ)有形固定資産 

下記の資産を除き、主として定率法によってお

ります。 

建物のうち平成10年４月１日以後に取得した建

物（建物附属設備を除く）については、定額法

によっております。 

耐用年数および残存価額については、法人税法

の定めと同一の基準によっております。 

なお、主な耐用年数は以下の通りであります。 

下記の資産を除き、主として定率法によってお

ります。 

建物のうち平成10年４月１日以後に取得した建

物（建物附属設備を除く）については、定額法

によっております。 

耐用年数および残存価額については、法人税法

の定めと同一の基準によっております。 

なお、主な耐用年数は以下の通りであります。 

建物   ２～50年 建物   ２～50年 

機械装置 ２～22年 機械装置 ２～20年 

(ロ)無形固定資産 (ロ)無形固定資産 

定額法によっております。 

耐用年数については、主として法人税法の定め

と同一の基準によっております。 

ソフトウェアについては、社内における見込利

用可能期間（５年）に基づく定額法によってお

ります。 

前連結会計年度に同じであります。 

(ハ)長期前払費用 (ハ)長期前払費用 

定額法によっております。 前連結会計年度に同じであります。 

(3)重要な引当金の計上基準 (3)重要な引当金の計上基準 

(イ)売上割戻引当金 (イ)売上割戻引当金 

当連結会計年度において負担すべき割戻金の支

払に備えるため、売上高に対し各会社の基準

（売上高に対する割戻支出予想額の割合）によ

り発生主義で計算した額を計上しております。 

前連結会計年度に同じであります。 



前連結会計年度
（自 平成15年12月１日 
至 平成16年11月30日） 

当連結会計年度
（自 平成16年12月１日 
至 平成17年11月30日） 

(ロ)賞与引当金 (ロ)賞与引当金 

従業員に支給する賞与の支払に備えるため、支

給対象期間基準を基礎とし、将来の支給見込額

を加味して計上しております。 

前連結会計年度に同じであります。 

(ハ)退職給付引当金 (ハ)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および年金資産の見

込額に基づき、当連結会計年度末において発生

していると認められる額を計上しております。

また、一部の子会社においては簡便法を採用し

ております。 

なお、会計基準変更時差異は、株式公開会社

（東京証券取引所第１部上場）連結子会社株式

会社キユーソー流通システム及びワイエムキユ

ーソー株式会社の不足額については、当該連結

子会社の処理に合わせ、償却年数５年により償

却し、特別損失に計上しております。 

各連結会計年度の過去勤務債務は、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

（12年、ただし株式会社キユーソー流通システ

ムのみ10～13年）による定額法により、それぞ

れの発生連結会計年度から処理しております。 

各連結会計年度の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（12年、ただし株式会社キユーソー流通シ

ステムのみ10～13年）による定額法により、そ

れぞれの発生年度の翌連結会計年度から処理し

ております。 

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および年金資産の見

込額に基づき、当連結会計年度末において発生

していると認められる額を計上しております。

また、一部の子会社においては簡便法を採用し

ております。 

なお、会計基準変更時差異は、株式公開会社

（東京証券取引所第１部上場）連結子会社株式

会社キユーソー流通システム及びワイエムキユ

ーソー株式会社の不足額については、当該連結

子会社の処理に合わせ、償却年数５年により償

却し、特別損失に計上しております。 

各連結会計年度の過去勤務債務は、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

（12年、ただし株式会社キユーソー流通システ

ムのみ10～13年）による定額法により、それぞ

れの発生連結会計年度から処理しております。 

各連結会計年度の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（12年、ただし株式会社キユーソー流通シ

ステムのみ10～13年）による定額法により、そ

れぞれの発生年度の翌連結会計年度から処理し

ております。 

当グループの退職給付制度は、確定給付企業年

金制度（基金型および規約型）および退職一時

金制度を採用しております。 

当グループの退職給付制度は、確定給付企業年

金制度（基金型および規約型）および退職一時

金制度を採用しております。 



前連結会計年度
（自 平成15年12月１日 
至 平成16年11月30日） 

当連結会計年度
（自 平成16年12月１日 
至 平成17年11月30日） 

（追加情報） ―――――――― 

当社及び一部の連結子会社は、前々連結会計年

度（平成14年10月１日付）において、確定給付

企業年金法（平成13年６月15日公布）に基づく

厚生年金基金の代行部分の返上について、厚生

労働大臣から将来分支給義務免除の認可を受け

たため、「退職給付会計に関する実務指針（中

間報告）」（日本公認会計士協会会計制度委員

会報告第13号 平成11年９月14日（最終改正 

平成16年10月４日））第47－２項に定める経過

措置を適用し、当該認可の日において代行部分

に係る退職給付債務と返還相当額の年金資産が

消滅したものとみなして処理しております。な

お、当連結会計年度において、平成16年９月14

日に厚生労働大臣から過去分返上の認可を受

け、平成16年10月７日に国に返還額（最低責任

準備金13,623百万円）の納付を行いました。当

連結会計年度における損益に与える影響額は、

特別利益として610百万円計上しております。 

  

(ニ)役員退任慰労引当金 (ニ)役員退任慰労引当金 

将来の役員退任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。 

前連結会計年度に同じであります。 

(ホ)貸倒引当金 (ホ)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

権については過年度実績率を基礎とした将来の

貸倒予測率により、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。 

前連結会計年度に同じであります。 

(4)繰延資産の処理方法 (4)繰延資産の処理方法 

社債発行差金については７年で、開業費について

は５年（商法施行規則の規定する最長期間）で均

等償却しております。 

社債発行費については支出時に全額費用として処

理しております。社債発行差金については７年

で、開業費については５年（商法施行規則の規定

する最長期間）で均等償却しております。 

(5)重要なリース取引の処理方法 (5)重要なリース取引の処理方法 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められ

るもの以外のファイナンス・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。 

前連結会計年度に同じであります。 

(6)重要なヘッジ会計の方法 (6)重要なヘッジ会計の方法 

(イ)ヘッジ会計の方法 (イ)ヘッジ会計の方法 

ヘッジ会計の方法は、繰延ヘッジ処理を採用し

ております。なお振当処理の要件を満たす取引

については振当処理を採用しております。 

前連結会計年度に同じであります。 

(ロ)ヘッジ手段 (ロ)ヘッジ手段 

為替予約取引であります。 前連結会計年度に同じであります。 



  

前連結会計年度
（自 平成15年12月１日 
至 平成16年11月30日） 

当連結会計年度
（自 平成16年12月１日 
至 平成17年11月30日） 

(ハ)ヘッジ対象 (ハ)ヘッジ対象 

外貨建仕入取引であります。 前連結会計年度に同じであります。 

(ニ)ヘッジ方針 (ニ)ヘッジ方針 

為替相場の変動によるリスクを回避する目的で

為替予約取引を行っております。なお、投機的

な取引は行わない方針であります。 

前連結会計年度に同じであります。 

(ホ)ヘッジ有効性の評価の方法 (ホ)ヘッジ有効性の評価の方法 

管理手続は社内の管理規定に基づいて行い、ヘ

ッジ対象の時価変動額とヘッジ手段の時価変動

額を対比分析し、その有効性を評価し厳格に管

理しております。 

前連結会計年度に同じであります。 

(7)その他連結財務諸表作成のための重要な事項 (7)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方法 消費税等の会計処理方法 

税抜方式によっております。 前連結会計年度に同じであります。 

５．連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 ５．連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 

連結子会社の資産及び負債の評価については、全面

時価評価法を採用しております。 

前連結会計年度に同じであります。 

６．連結調整勘定の償却に関する事項 ６．連結調整勘定の償却に関する事項 

僅少なものは発生時の損益として処理しております

が、重要な連結調整勘定は５年間で均等償却してお

ります。 

前連結会計年度に同じであります。 

７．利益処分項目等の取扱いに関する事項 ７．利益処分項目等の取扱いに関する事項 

連結剰余金計算書は、連結会社の利益処分につい

て、連結会計年度中に確定した利益処分に基づいて

作成しております。 

前連結会計年度に同じであります。 

８．連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 ８．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

および現金同等物)は、手許現金、随時引き出し可

能な預金およ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ケ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。 

前連結会計年度に同じであります。 



表示方法の変更 

前連結会計年度
（自 平成15年12月１日 
至 平成16年11月30日） 

当連結会計年度
（自 平成16年12月１日 
至 平成17年11月30日） 

（連結損益計算書） （連結損益計算書） 

１．前連結会計年度まで特別損失の「その他」に含めて

表示していた「投資有価証券売却損」は、当連結会

計年度において特別損失の総額の100分の10を超え

ることとなったため区分掲記することに変更しまし

た。 

なお、前連結会計年度における「投資有価証券売却

損」の金額は4百万円であります。 

１．前連結会計年度まで営業外費用の「その他」に含め

て表示していた「開業費償却」は、当連結会計年度

において営業外費用の総額の100分の10を超えるこ

ととなったため区分掲記することに変更しました。 

なお、前連結会計年度における「開業費償却」の金

額は146百万円であります。 

２．前連結会計年度まで区分掲記していた「投資有価証

券評価損」は、当連結会計年度において特別損失の

総額の100分の10以下となったため、特別損失の

「その他」に含めて表示することに変更しました。 

なお、当連結会計年度における「投資有価証券評価

損」の金額は13百万円であります。 

２．前連結会計年度まで区分掲記していた「投資有価証

券売却損」は、当連結会計年度において特別損失の

総額の100分の10以下となったため、特別損失の

「その他」に含めて表示することに変更しました。 

なお、当連結会計年度における「投資有価証券売却

損」の金額は14百万円であります。 

３．前連結会計年度まで区分掲記していた「ゴルフ会員

権評価損」は、当連結会計年度において特別損失の

総額の100分の10以下となったため、特別損失の

「その他」に含めて表示することに変更しました。 

なお、当連結会計年度における「ゴルフ会員権評価

損」の金額は4百万円であります。 

３．前連結会計年度まで区分掲記していた「著作権管理

費」は、当連結会計年度において特別損失の総額の

100分の10以下となったため、特別損失の「その

他」に含めて表示することに変更しました。 

なお、当連結会計年度における「著作権管理費」の

金額は100百万円であります。 

    

（連結キャッシュ・フロー計算書） ―――――――― 

前連結会計年度において営業活動によるキャッシ

ュ・フローの「その他」に含めて表示しておりまし

た「未払金の減少額」は、当連結会計年度において

その金額的重要性が増したため、区分掲記しており

ます。 

なお、前連結会計年度において営業活動によるキャ

ッシュ・フローの「その他」に含まれている「未払

金の増加額」は485百万円であります。 

  



追加情報 

  

  

  次へ 

前連結会計年度
（自 平成15年12月１日 
至 平成16年11月30日） 

当連結会計年度
（自 平成16年12月１日 
至 平成17年11月30日） 

―――――――― 

  

法人事業税における外形標準課税部分の連結損益計算書

上の表示方法 

  

  

  

  

「地方税法等の一部を改正する法律」（平成15年法律第

9号）が平成15年3月31日に公布され、平成16年4月1日以

後に開始する連結会計年度より法人事業税の外形標準課

税制度が導入されてたことに伴い、当連結会計年度から

「法人事業税における外形標準課税部分の損益計算書上

の表示についての実務上の取扱い」（企業会計基準委員

会 実務対応報告第12号 平成16年2月13日）に従い、

法人事業税の付加価値割および資本割については、販売

費及び一般管理費に計上しております。 

これにより、販売費及び一般管理費が334百万円増加

し、営業利益及び経常利益がそれぞれ同額減少するとと

もに、税金等調整前当期純利益が同額減少しておりま

す。 

なお、セグメント情報に与える影響はセグメント情報の

注記に記載しております。 



注記事項 

（連結貸借対照表関係） 

  

前連結会計年度
（平成16年11月30日） 

当連結会計年度
（平成17年11月30日） 

１．※１．担保に供している資産 １．※１．担保に供している資産 
  

  （単位 百万円）

定期預金 150 

建物及び構築物 4,539 

機械装置及び運搬具 64 

土地 8,009 

その他（有形固定資産） 143 

計 12,907 

  （単位 百万円）

建物及び構築物 3,646 

機械装置及び運搬具 56 

土地 6,831 

その他（有形固定資産） 98 

計 10,633 

    

上記担保に対応する債務 上記担保に対応する債務 
  

買掛金 34 

短期借入金 2,541 

社債 200 

長期借入金 3,837 

計 6,612 

短期借入金 2,238 

長期借入金 3,355 

計 5,594 

    

    

２．偶発債務 ２．偶発債務 

保証債務 保証債務 

下記の債務について連帯保証しています。 下記の債務について連帯保証しています。 
  

被保証者 
保証金額
（百万円） 

被保証債務
の内容 

従業員 602 銀行借入他

THAI Q.P.CO.,LTD. 2 銀行借入 

KEWPIE(THAILAND) 
CO.,LTD. 

128 銀行借入 

(株)サンエー物流 206 銀行借入 

大阪サンエー物流(株) 132 銀行借入 

計 1,072 

被保証者
保証金額
（百万円） 

被保証債務
の内容 

従業員 521 銀行借入他 

THAI Q.P.CO.,LTD. 2 銀行借入 

KEWPIE(THAILAND) 
CO.,LTD. 

115 銀行借入 

大阪サンエー物流(株) 84 銀行借入 

計 723 
  

  
  

３．※２．非連結子会社および関連会社に対するものは

次のとおりであります。 

３．※２．非連結子会社および関連会社に対するものは

次のとおりであります。 
  

投資有価証券 3,066百万円

出資金 85百万円

投資有価証券 3,396百万円

出資金 85百万円

４．※３．当社の発行済株式総数 ４．※３．当社の発行済株式総数 
  

普通株式 155,464,515株 普通株式 155,464,515株

５．※４．連結会社および持分法適用会社が保有する自

己株式の数 

５．※４．連結会社および持分法適用会社が保有する自

己株式の数 
  

普通株式 2,313,776株 普通株式 2,527,890株

このうちストックオプション制度による

取得自己株式（普通株式） 

このうちストックオプション制度による

取得自己株式（普通株式） 
  

  1,111,000株   1,110,000株



（連結損益計算書関係） 

  

前連結会計年度
（自 平成15年12月１日 
至 平成16年11月30日） 

当連結会計年度
（自 平成16年12月１日 
至 平成17年11月30日） 

１．※１．販売費及び一般管理費のうち、主要な費目お

よび金額は次のとおりであります。 

１．※１．販売費及び一般管理費のうち、主要な費目お

よび金額は次のとおりであります。 
  

運送費及び保管料 24,485百万円

販売促進費 22,430百万円

研究開発費 2,755百万円

広告宣伝費 8,977百万円

給料手当 14,036百万円

減価償却費 1,692百万円

賞与引当金繰入額 777百万円

役員退任慰労引当金繰入額 264百万円

退職給付引当金繰入額 1,392百万円

運送費及び保管料 26,386百万円

販売促進費 22,465百万円

研究開発費 2,942百万円

広告宣伝費 9,498百万円

給料手当 14,357百万円

減価償却費 1,701百万円

賞与引当金繰入額 764百万円

役員退任慰労引当金繰入額 284百万円

退職給付引当金繰入額 1,040百万円

２．※２．研究開発費は2,755百万円であり、すべて一

般管理費に計上されております。 

２．※２．研究開発費は2,942百万円であり、すべて一

般管理費に計上されております。 

３．※３．固定資産売却益の内訳は、下記のとおりであ

ります。 

３．※３．固定資産売却益の内訳は、下記のとおりであ

ります。 
  

建物及び構築物 18百万円

機械装置及び運搬具 76百万円

その他 0百万円

計 95百万円

機械装置及び運搬具 22百万円

土地 1百万円

その他 0百万円

計 24百万円

４．※４．固定資産売却損の内訳は、下記のとおりであ

ります。 

４．※４．固定資産売却損の内訳は、下記のとおりであ

ります。 
  

建物及び構築物 17百万円

機械装置及び運搬具 22百万円

土地 23百万円

その他 0百万円

計 64百万円
  

機械装置及び運搬具 9百万円

土地 1百万円

その他 0百万円

計 10百万円

５．※５．固定資産除却損の内訳は、下記のとおりであ

ります。 

５．※５．固定資産除却損の内訳は、下記のとおりであ

ります。 
  

建物及び構築物 118百万円

機械装置及び運搬具 235百万円

その他 23百万円

計 377百万円

建物及び構築物 126百万円

機械装置及び運搬具 363百万円

その他 53百万円

計 543百万円



（連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

  

  

  次へ 

前連結会計年度
（自 平成15年12月１日 
至 平成16年11月30日） 

当連結会計年度
（自 平成16年12月１日 
至 平成17年11月30日） 

１．※１．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 

１．※１．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 

（平成16年11月30日） （平成17年11月30日） 
  
現金及び預金勘定 17,097百万円

預入期間が３か月を超える定期預金 △646百万円

現金及び現金同等物 16,451百万円

現金及び預金勘定 13,153百万円

預入期間が３か月を超える定期預金 △26百万円

現金及び現金同等物 13,127百万円

    

２．※２．当連結会計年度に株式の売却により連結子会

社でなくなった会社の資産及び負債の主な内

訳 

２．※２     ―――――――― 

株式売却によりニシフミート㈱が連結子会社

でなくなったことに伴う同社の株式売却時の

資産及び負債の主な内訳は次のとおりであり

ます。 

  

  
流動資産 5,166百万円

固定資産 40百万円

流動負債 △5,114百万円

固定負債 △34百万円

投資有価証券売却損 △7百万円

株式売却価額 50百万円

現金及び現金同等物 △183百万円

差引：投資活動によるキャッ
シュフロー（その他） 

△133百万円

  



（リース取引関係） 

  

  

  次へ 

前連結会計年度
（自 平成15年12月１日 
至 平成16年11月30日） 

当連結会計年度
（自 平成16年12月１日 
至 平成17年11月30日） 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額および期末残高相当額 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額および期末残高相当額 
  

  
取得価額
相当額 
（百万円） 

減価償却
累計額相
当額 
（百万円） 

期末残高
相当額 
（百万円）

機械装置及び
運搬具 

13,448 5,743 7,704

有形固定資産
その他 

8,851 4,279 4,572

ソフトウェア 199 128 70

合計 22,498 10,151 12,347

取得価額
相当額 
（百万円）

減価償却
累計額相
当額 
（百万円） 

期末残高
相当額 
（百万円） 

機械装置及び
運搬具 

14,731 6,805 7,926 

有形固定資産
その他 

7,661 3,390 4,271 

ソフトウェア 107 60 46 

合計 22,501 10,256 12,245 

(2）未経過リース料期末残高相当額 (2）未経過リース料期末残高相当額 
  

１年内 4,003百万円 

１年超 8,923百万円 

合計 12,926百万円 

１年内 4,147百万円 

１年超 8,514百万円 

合計 12,662百万円 

(3）支払リース料、減価償却費相当額および支払利息

相当額 

(3）支払リース料、減価償却費相当額および支払利息

相当額 
  

支払リース料 4,175百万円 

減価償却費相当額 3,916百万円 

支払利息相当額 255百万円 

支払リース料 4,785百万円 

減価償却費相当額 4,449百万円 

支払利息相当額 305百万円 

(4）減価償却費相当額の算定方法 (4）減価償却費相当額の算定方法 

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。 

前連結会計年度に同じであります。 

(5）利息相当額の算定方法 (5）利息相当額の算定方法 

リース料総額とリース物件の取得価額相当額との

差額を利息相当額とし、各連結会計年度への配分

方法については、利息法によっております。 

前連結会計年度に同じであります。 

２．オペレーティング・リース取引 ２．オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 未経過リース料 
  

１年内 101百万円 

１年超 315百万円 

合計 417百万円 

１年内 88百万円 

１年超 196百万円 

合計 285百万円 



（有価証券関係） 

有価証券 

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの 

  

２．その他有価証券で時価のあるもの 

 （注） 前連結会計年度において減損処理を行ない、投資有価証券評価損13百万円(内時価のあるもの5百万円)を計上しておりま

す。当連結会計年度において減損処理を行ない、投資有価証券評価損6百万円(内時価のあるもの5百万円)を計上しており

ます。 

  

  種類 

前連結会計年度（平成16年11月30日現在） 当連結会計年度（平成17年11月30日現在） 

連結貸借対照
表計上額 
（百万円） 

時価
（百万円） 

差額
（百万円） 

連結貸借対照
表計上額 
（百万円） 

時価 
（百万円） 

差額 
（百万円） 

時価が連結貸
借対照表計上
額を超えるも
の 

(1）国債・地方債
等 

－ － － － － －

(2）社債 － － － － － －

(3）その他 － － － － － －

小計 － － － － － －

時価が連結貸
借対照表計上
額を超えない
もの 

(1）国債・地方債
等 

－ － － － － －

(2）社債 － － － － － －

(3）その他 2,000 1,904 △95 1,000 810 △189

小計 2,000 1,904 △95 1,000 810 △189

合計 2,000 1,904 △95 1,000 810 △189

  種類 

前連結会計年度（平成16年11月30日現在） 当連結会計年度（平成17年11月30日現在） 

取得原価 
（百万円） 

連結貸借対照
表計上額 
（百万円） 

差額
（百万円） 

取得原価
（百万円） 

連結貸借対照
表計上額 
（百万円） 

差額 
（百万円） 

連結貸借対照
表計上額が取
得原価を超え
るもの 

(1) 株式 4,178 7,581 3,403 8,041 15,603 7,562

(2) 債券   

① 国債・地方
債等 

－ － － － － －

② 社債 － － － － － －

③ その他 388 397 8 － － －

(3) その他 12 16 4 23 32 8

小計 4,579 7,995 3,416 8,065 15,635 7,570

連結貸借対照
表計上額が取
得原価を超え
ないもの 

(1) 株式 4,404 4,086 △317 131 108 △23

(2) 債券   

① 国債・地方
債等 

－ － － － － －

② 社債 － － － － － －

③ その他 － － － － － －

(3)その他 30 28 △2 － － －

小計 4,434 4,115 △319 131 108 △23

合計 9,014 12,110 3,096 8,196 15,744 7,547



３．前連結会計年度及び当連結会計年度中に売却した満期保有目的の債券 

  

４．前連結会計年度及び当連結会計年度中に売却したその他有価証券 

  

５．時価評価されていない主な有価証券の内容 

  

６．その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額 

  

  

  次へ 

  
前連結会計年度

（自 平成15年12月１日 
至 平成16年11月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成16年12月１日 
至 平成17年11月30日） 

  
売却原価 
（百万円） 

売却額
（百万円） 

売却益
（百万円） 

売却原価
（百万円） 

売却額 
（百万円） 

売却益 
（百万円） 

その他 － － － － － －

売却理由 － － 

前連結会計年度
（自 平成15年12月１日 至 平成16年11月30日） 

当連結会計年度
（自 平成16年12月１日 至 平成17年11月30日） 

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） 

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） 

952 156 0 1,213 245 △14

種類 
前連結会計年度（平成16年11月30日現在） 当連結会計年度（平成17年11月30日現在）

連結貸借対照表計上額（百万円） 連結貸借対照表計上額（百万円） 

(1)満期保有目的の債券 

非公募の内国債券 27 27 

(2)その他有価証券 

非上場株式（店頭売買
株式を除く） 

3,095 2,830 

種類 

前連結会計年度（平成16年11月30日現在） 当連結会計年度（平成17年11月30日現在） 

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） 

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） 

１．債券    

(1）国債・地方債等 － － － － － － － －

(2）社債 － － － － － － － －

(3）その他 27 － － 2,000 27 － － 1,000

合計 27 － － 2,000 27 － － 1,000



（デリバティブ取引関係） 

１．取引の状況に関する事項 

  

前連結会計年度
（自 平成15年12月１日 
至 平成16年11月30日） 

当連結会計年度
（自 平成16年12月１日 
至 平成17年11月30日） 

１．取引の内容 １．取引の内容 

 当社ならびに連結子会社３社（株式会社ディスペ

ンパックジャパン、株式会社グルメデリカ、ワイエ

ムキユーソー株式会社）は、為替予約取引、通貨ス

ワップ取引および金利スワップ取引を利用しており

ます。 

 当社ならびに連結子会社１社（株式会社ディスペ

ンパックジャパン）は、為替予約取引および金利ス

ワップ取引を利用しております。 

２．取引に対する取組方針 ２．取引に対する取組方針 

 当社ならびに連結子会社３社が利用するデリバテ

ィブ取引について、投機的な取引は行わない方針で

す。 

 当社ならびに連結子会社１社が利用するデリバテ

ィブ取引について、投機的な取引は行わない方針で

す。 

３．取引の利用目的 ３．取引の利用目的 

 当社ならびに連結子会社３社は、為替相場の変動

および金利変動によるリスクを回避する目的で、取

引を行っております。なお、利用しているデリバテ

ィブ取引には、投機目的のものはありません。 

 当社ならびに連結子会社１社は、為替相場の変動

および金利変動によるリスクを回避する目的で、取

引を行っております。なお、利用しているデリバテ

ィブ取引には、投機目的のものはありません。 

４．取引に係るリスクの内容 ４．取引に係るリスクの内容 

 当社ならびに連結子会社３社のデリバティブ取引

の契約は、為替レートの変動によるリスクと市場金

利の変動によるリスクを有しておりますが、これら

のリスクはヘッジ対象の資産・負債に係るリスクと

相殺されます。なお、これらの契約先は信用度の高

い国内の銀行であるため、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。 

 当社ならびに連結子会社１社のデリバティブ取引

の契約は、為替レートの変動によるリスクと市場金

利の変動によるリスクを有しておりますが、これら

のリスクはヘッジ対象の資産・負債に係るリスクと

相殺されます。なお、これらの契約先は信用度の高

い国内の銀行であるため、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。 

５．取引に係るリスクの管理体制 ５．取引に係るリスクの管理体制 

 取引の実行および管理は、社内規定により生産本

部と財務部が行っており、その取引結果はすべて財

務部長に報告されております。なお、連結子会社３

社は主として管理部門が行ない、その取引結果につ

いてもすべて各子会社の担当取締役に報告されてお

ります。 

 取引の実行および管理は、社内規定により生産本

部と財務部が行っており、その取引結果はすべて財

務部長に報告されております。なお、連結子会社１

社は主として管理部門が行ない、その取引結果につ

いてもすべて各子会社の担当取締役に報告されてお

ります。 



２．取引の時価等に関する事項 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益 

 (1）金利関連 

  

  

  

  次へ 

区分 種類 

前連結会計年度（平成16年11月30日現在） 当連結会計年度（平成17年11月30日現在） 

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）

評価損益
（百万円）

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） 

評価損益
（百万円） 

市場取引
以外の取
引 

金利スワップ取引    

受取変動・支払固定 100 － △1 △1 － － － －

  合計 100 － △1 △1 － － － －

  前連結会計年度 当連結会計年度 

  （注）１．時価の算定方法   （注）１．時価の算定方法 

  
取引先金融機関から提示された価格等に

基づき算定しております。 
  

前連結会計年度に同じであります。 

  
２．ヘッジ会計が適用されているデリバティ

ブ取引は除いております。 
  

２．前連結会計年度に同じであります。 



（退職給付関係） 

１ 採用している退職給付制度の概要 

 当社および三英食品販売株式会社、デリア食品株式会社、コープ食品株式会社他12社は従業員退職金のすべてについて

確定給付型企業年金制度を採用しております。また当社は退職給付信託を設定しております。 

 キユーピータマゴ株式会社、キユーピー醸造株式会社、株式会社キユーソー流通システム、株式会社カナエフーズ、株

式会社全農・キユーピー・エツグステーシヨン他15社は、従業員退職金の一部について確定給付型企業年金制度または退

職一時金制度を採用しております。 

 この結果、当連結会計年度末現在、当社および連結子会社全体で退職一時金制度は20社が有しており、基金型確定給付

企業年金は１制度、規約型確定給付企業年金は２制度、厚生年金基金は２制度、適格退職年金は７制度(それぞれグループ

内基金の総合設立、年金の共同委託契約の重複分を控除後)を有しております。 

  

２ 退職給付債務及びその内訳 

  

  前連結会計年度
（平成16年11月30日） 

当連結会計年度 
（平成17年11月30日） 

(1)退職給付債務（百万円） △56,893 △57,158 

(2)年金資産（百万円） 51,171 61,919 

(3)未積立退職給付債務 (1)＋(2)
（百万円） 

△5,722 4,761 

(4)未認識年金資産（百万円） － △5,895 

(5)会計基準変更時差異の未処理額
（百万円） 

382 － 

(6)未認識数理計算上の差異（百万円） 16,565 14,491 

(7)未認識過去勤務債務（百万円） △10,024 △9,120 

(8)厚生年金基金代行部分返還差額（百万円） △610 － 

(9)連結貸借対照表計上額純額 
(3)＋(4)＋(5)＋(6)＋(7)+(8)（百万円） 

590 4,236 

(10)退職給付引当金 （百万円） △2,423 △2,901 

(11)前払年金費用 (9)-(10) 
（百万円） 

3,014 7,138 



３ 退職給付費用の内訳 

 （注） 勤務費用は従業員拠出額および出向先負担額を控除しております。 

  

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

  

  
前連結会計年度

（自 平成15年12月１日 
至 平成16年11月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成16年12月１日 
至 平成17年11月30日） 

退職給付費用 2,952 2,406 

(1)勤務費用（百万円） 2,137 1,863 

(2)利息費用（百万円） 1,181 1,168 

(3)期待運用収益（減算）（百万円） △1,484 △1,692 

(4)過去勤務債務の費用処理額（百万円） △919 △904 

(5)数理計算上の差異の費用処理額
（百万円） 

1,655 1,589 

(6)会計基準変更時差異の費用処理額 
（百万円）  

382 382 

  
前連結会計年度

（平成16年11月30日） 
当連結会計年度 

（平成17年11月30日） 

(1)割引率（％） 2.3 2.3 

(2)期待運用収益率（％） 4.0 4.0 

(3)退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 前連結会計年度に同じであ
ります。 

(4)過去勤務債務の処理年数 12年
(株式会社キユーソー流通シ
ステムのみ10年～13年) 

前連結会計年度に同じであ
ります。 

(5)数理計算上の差異の処理年数 12年
（株式会社キユーソー流通シ
ステムのみ10年～13年） 

前連結会計年度に同じであ
ります。 

  発生時の従業員の平均残存勤
務期間以内の一定の年数によ
る定額法により、それぞれの
発生年度の翌連結会計年度か
ら処理することとしておりま
す。 

(6)会時差異の処理年数計基準変更 －
（株式会社キユーソー流通シ
ステム及びワイエムキユー
ソー株式会社のみ５年均等
償却） 

前連結会計年度に同じであ
ります。 



（税効果会計関係） 

  

  

  
前連結会計年度
(平成16年11月30日) 

当連結会計年度 
(平成17年11月30日) 

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 
    

  

  

繰延税金資産 

未実現利益 

売上割戻引当金 

賞与引当金 

未払事業税 

役員退任慰労引当金 

退職給付引当金 

退職給付信託 

貸倒引当金 

ゴルフ会員権評価損 

その他 

繰延税金資産小計 

評価性引当額 

繰延税金資産合計 

繰延税金負債 

前払年金費用 

固定資産評価差額 

買換資産圧縮記帳積立金 

その他有価証券評価差額金 

その他 

繰延税金負債合計 

繰延税金資産の純額 

    

1,265 百万円 

425 百万円 

948 百万円 

219 百万円 

664 百万円 

1,237 百万円 

1,442 百万円 

116 百万円 

363 百万円 

315 百万円 

6,997 百万円 

△115 百万円 

6,881 百万円 

    

△1,560 百万円 

△965 百万円 

△1,576 百万円 

△1,141 百万円 

△53 百万円 

△5,299 百万円 

1,582 百万円 

    

1,221 百万円 

295 百万円 

707 百万円 

142 百万円 

482 百万円 

1,184 百万円 

1,442 百万円 

104 百万円 

284 百万円 

970 百万円 

6,835 百万円 

△246 百万円 

6,589 百万円 

    

△3,041 百万円 

△965 百万円 

△1,555 百万円 

△3,148 百万円 

△45 百万円 

△8,757 百万円 

△2,168 百万円 

繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の

項目に含まれております。 
  

  
流動資産－繰延税金資産 

固定資産－繰延税金資産 

流動負債－繰延税金負債 

固定負債－繰延税金負債 

1,967 百万円 

1,338 百万円 

－ 百万円 

△1,723 百万円 

1,894 百万円 

1,063 百万円 

△2 百万円 

△5,124 百万円 

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 

  

  
法定実効税率 

（調整） 

連結子会社の税効果を認識していない繰越欠
損金 

永久に損金に算入されない項目 

永久に益金に算入されない項目 

住民税均等割 

その他 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 

42.0 ％ 

    

1.6 ％ 

1.3 ％ 

△0.5 ％ 

1.2 ％ 

0.3 ％ 

45.9 ％ 

40.7 ％ 

    

0.5 ％ 

1.6 ％ 

△0.4 ％ 

1.5 ％ 

0.2 ％ 

44.1 ％ 



（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

前連結会計年度（自 平成15年12月1日 至平成16年11月30日） 

 （注）① 事業区分の方法  

事業区分の方法は、業種別に区分しております。 

② 各事業区分の主要製品 

③ 営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は、5,673百万円であり、その主なものは親会社の

管理部門及び連結子会社ケイ・システム㈱と㈱キユーピーあいに係る費用であります。 

④ 資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、30,957百万円であり、その主なものは親会社での余資運用

資金（現金及び預金）、長期投資資金（投資有価証券）管理部門及び連結子会社ケイ・システム㈱と㈱キユーピーあい

に係る資産等であります。 

⑤ 減価償却費および資本的支出には長期前払費用と同費用に係る償却額が含まれております。 

  

  
食品事業
（百万円） 

物流事業
（百万円） 

計
（百万円） 

消去又は全
社 
（百万円） 

連結 
（百万円） 

Ⅰ 売上高及び営業利益  

売上高  

(1)外部顧客に対する売上高 340,713 83,014 423,727 － 423,727

(2)セグメント間の内部売上高又は振替高 15 23,915 23,930 (23,930) －

計 340,728 106,929 447,658 (23,930) 423,727

営業費用 324,034 102,529 426,564 (18,498) 408,065

営業利益 16,694 4,399 21,094 (5,431) 15,662

Ⅱ 資産、減価償却費及び資本的支出  

資産 178,352 61,606 239,958 22,163 262,122

減価償却費 10,316 2,212 12,528 86 12,614

資本的支出 11,121 2,611 13,733 44 13,778

事業区分 主  要  製  品

食品事業 マヨネーズ・ドレッシング、フルーツ加工・調理食品、タマゴ、ヘルスケア、野菜・サラダ 等 

物流事業 運送・倉庫業 



当連結会計年度（自 平成16年12月1日 至平成17年11月30日） 

 （注）① 事業区分の方法  

事業区分の方法は、業種別に区分しております。 

② 各事業区分の主要製品 

③ 営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は、5,782百万円であり、その主なものは親会社の

管理部門及び連結子会社ケイ・システム㈱と㈱キユーピーあいに係る費用であります。 

④ 資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、33,141百万円であり、その主なものは親会社での余資運用

資金（現金及び預金）、長期投資資金（投資有価証券）管理部門及び連結子会社ケイ・システム㈱と㈱キユーピーあい

に係る資産等であります。 

⑤ 減価償却費および資本的支出には長期前払費用と同費用に係る償却額が含まれております。 

⑥ 追加情報 

（法人事業税における外形標準課税部分の連結損益計算書上の表示方法） 

「地方税法等の一部を改正する法律」（平成15年法律第９号）が平成15年３月31日に公布され、平成16年４月１日以後

に開始する連結会計年度より法人事業税の外形標準課税制度が導入されたことに伴い、当連結会計年度から「法人事業

税における外形標準課税部分の損益計算書上の表示についての実務上の取扱い」（企業会計基準委員会 実務対応報告

第12号 平成16年2月13日）に従い、法人事業税の付加価値割および資本割については、販売費及び一般管理費に計上し

ております。 

これにより、食品事業について営業費用が66百万円増加し、営業利益が同額減少するとともに、物流事業について営業

費用が51百万円増加し、営業利益が同額減少しております。また、営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不

能営業費用の金額が216百万円増加しております。 

  

  
食品事業
（百万円） 

物流事業
（百万円） 

計
（百万円） 

消去又は全
社 
（百万円） 

連結 
（百万円） 

Ⅰ 売上高及び営業利益  

売上高  

(1)外部顧客に対する売上高 367,774 87,233 455,007 － 455,007

(2)セグメント間の内部売上高又は振替高 9 24,245 24,254 (24,254) －

計 367,783 111,478 479,262 (24,254) 455,007

営業費用 353,425 107,457 460,883 (18,706) 442,176

営業利益 14,357 4,021 18,379 (5,548) 12,830

Ⅱ 資産、減価償却費及び資本的支出  

資産 178,684 62,598 241,283 24,441 265,724

減価償却費 10,155 2,043 12,198 80 12,279

資本的支出 10,027 2,074 12,102 108 12,210

事業区分 主  要  製  品

食品事業 マヨネーズ・ドレッシング、フルーツ加工・調理食品、タマゴ、ヘルスケア、野菜・サラダ 等 

物流事業 運送・倉庫業 



【所在地別セグメント情報】 

 前連結会計年度および当連結会計年度の本邦の売上高および資産の金額は、全セグメントの売上高の合計および全セグメ

ント資産の金額の合計額に占める割合がいずれも90％超であるため、所在地別セグメント情報は開示しておりません。 

  

【海外売上高】 

 前連結会計年度および当連結会計年度の海外売上高が連結売上高の10％未満であるため、海外売上高は開示しておりませ

ん。 

  

  



【関連当事者との取引】 

前連結会計年度（自平成15年12月１日 至平成16年11月30日） 

親会社及び法人主要株主等 

取引条件ないし取引条件の決定方針等 

 商品の仕入及び計算事務の委託取引については、市場価格を勘案し一般的取引条件と同様に決定しております。 

  

(注)上記の表における取引金額の内、期末残高には消費税等を含めており、取引金額等には消費税等を含めておりません。 

  

当連結会計年度（自平成16年12月１日 至平成17年11月30日） 

親会社及び法人主要株主等 

取引条件ないし取引条件の決定方針等 

１．商品の仕入及び計算事務の委託取引については、市場価格を勘案し一般的取引条件と同様に決定しております。 

２．営業取引以外の取引金額および期末残高の前連結会計年度と比較しての減少は、㈱中島董商店が同社の情報システム部門

を平成17年4月1日付で㈱トウ・ソリューションズ（持分法適用会社）として会社分割したことに伴うものであります。 

  

(注)上記の表における取引金額の内、期末残高には消費税等を含めており、取引金額等には消費税等を含めておりません。 

  

属性 
会社等
の名称 

住所 

資本金
又は出
資金 
(百万円) 

事業の内
容又は職
業 

議決権等
の被所有
割合 

関係内容

取引の内容
取引金額 
(百万円) 

科目 
期末残高
（百万円）役員の

兼任等 
事業上
の関係 

法人主
要株主
及びそ
の他の
関係会
社 

㈱中島
董商店 

東京都
渋谷区 

119 
各種加工
食品の販
売 

直接 間接
17.2% 3.1% 

兼任
３人 

商品の
仕入等 

営業取
引 

商品の
仕入 

40,178 買掛金 6,662

営業取
引以外 

計算事
務の委
託他 

2,113 未払金 290

属性 
会社等
の名称 

住所 

資本金
又は出
資金 
(百万円) 

事業の内
容又は職
業 

議決権等
の被所有
割合 

関係内容

取引の内容
取引金額 
(百万円) 

科目 
期末残高
（百万円）役員の

兼任等 
事業上
の関係 

法人主
要株主
及びそ
の他の
関係会
社 

㈱中島
董商店 

東京都
渋谷区 

50 
各種加工
食品の販
売 

直接 間接
17.3% 3.2% 

兼任
４人 

商品の
仕入等 

営業取
引 

商品の
仕入 

40,551 買掛金 6,820

営業取
引以外 

計算事
務の委
託他 

666 未払金 4



（１株当たり情報） 

 （注）１株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

  
前連結会計年度

（自 平成15年12月１日 
至 平成16年11月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成16年12月１日 
至 平成17年11月30日） 

１株当たり純資産額（円） 827.17 865.32 

１株当たり当期純利益（円） 45.18 35.25 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益（円） 41.63 32.64 

    

  
前連結会計年度

（自 平成15年12月１日 
至 平成16年11月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成16年12月１日 
至 平成17年11月30日） 

１株当たり当期純利益   

当期純利益（百万円） 7,006 5,465 

普通株主に帰属しない金額（百万円） 87 73 

（うち利益処分による役員賞与） (87) (73) 

普通株式に係る当期純利益（百万円） 6,919 5,391 

普通株式の期中平均株式数（千株） 153,154 152,957 

   

潜在株式調整後１株当たり当期純利益   

当期純利益調整額（百万円） 107 110 

（うち支払利息(税額相当額控除後)） (108) (111) 

普通株式増加数（千株） 15,619 15,619 

（うち転換社債） (15,619) (15,619) 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後
１株当たり当期純利益の算定に含めなかった
潜在株式の概要 

旧商法第210条ノ２に基づくス
トックオプション（自己株式譲
渡方式）のための普通株式。 

1,111,000株 

なお、ストックオプションの概
要は、「第４提出会社の状況、
１．株式等の状況、(７)ストッ
クオプション制度の内容」に記
載のとおりであります。 

旧商法第210条ノ２に基づくス
トックオプション（自己株式譲
渡方式）のための普通株式。 

1,110,000株 

なお、ストックオプションの概
要は、「第４提出会社の状況、
１．株式等の状況、(７)ストッ
クオプション制度の内容」に記
載のとおりであります。 



（重要な後発事象） 

  

  

前連結会計年度
（自 平成15年12月１日 
至 平成16年11月30日） 

当連結会計年度
（自 平成16年12月１日 
至 平成17年11月30日） 

自己株式の取得 該当事項はありません。 

 当社は、平成17年１月11日開催の取締役会におい

て、商法第211条ノ３第１項第２号の規定（定款授権

に基づく取締役会決議による自己株式の買受け）に基

づき、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を

遂行するため、取得の期限を平成17年２月22日開催予

定の当社第92回定時株主総会が終結する時まで、取得

する株式の総数を600,000株（上限）、取得価額の総

額を600百万円（上限）とする自己株式（当社普通株

式）の取得を決議し、次のとおりこれを実施いたしま

した。 

  

(1）取得の方法   

東京証券取引所における市場買付け   

(2）取得した株式の数   

205,500株   

(3）取得価額の総額   

184百万円   

(4）取得した時期   

平成17年１月18日から平成17年１月25日まで   



⑤【連結附属明細表】 

【社債明細表】 

 （注） １．( )内書は、１年以内の償還予定額であります。 

２．転換社債に関する記載は次のとおりであります。 

＊１：当社 

＊２：国内子会社キユーピー醸造㈱の発行しているものであります。 

連結決算日後５年内における償還予定額は以下のとおりであります。 

  

【借入金等明細表】 

 （注）１．平均利率の算定においては、利率および残高は当連結会計年度末のものを使用しております。 

２．長期借入金及び長期未払金（１年以内に返済予定のものを除く）の連結決算後５年間の返済予定額は以下のとおりで

す。 

  

  

(2）【その他】 

 該当事項はありません。 

  

  

会社名 銘柄 発行年月日 
前期末残高
（百万円） 

当期末残高
（百万円） 

利率 担保 償還期限 

＊１ 
第４回無担保転換社
債 

平成６年６月３日 
18,629
(18,629)

－
(－)

年1.0％ なし 平成17年11月30日

＊１ 第１回無担保社債 平成17年11月４日 
－
(－)

10,000
 (－)

年0.82％ なし 平成21年11月4日

＊２ 子会社普通社債 
平成９年７月１０日
～平成10年８月26日 

200
(200)

－
(－)

年2.2％～
年2.6％ 

あり
平成16年7月9日～
平成17年8月26日 

  合計   
18,829
(18,829)

10,000
(－)

  

銘柄 転換請求期間 転換価格（円） 発行株式 
資本組入額 
（円/株） 

第４回無担保転換社債 平成６年７月１日～平成17年11月29日 1,192.70 普通株式 597 

１年内（百万円） 
１年超２年以内 
（百万円） 

２年超３年以内
（百万円） 

３年超４年以内
（百万円） 

４年超５年以内 
（百万円） 

－ － － 10,000 － 

区分 
前期末残高
（百万円） 

当期末残高
（百万円） 

平均利率
（％） 

返済期限 

短期借入金 7,915 14,803 1.124% － 

１年以内に返済予定の長期借入金 3,465 2,858 1.368% － 

長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く） 12,577 10,380 1.082% 
平成18年12月～
平成26年1月 

長期未払金（１年以内に返済予定のものを含む） 298 404 4.801% 
平成17年12月～
平成22年9月 

合計 24,256 28,447 － － 

  
１年超２年以内 
（百万円） 

２年超３年以内
（百万円） 

３年超４年以内
（百万円） 

４年超５年以内 
（百万円） 

長期借入金等 1,573 2,660 4,911 946 



２【財務諸表等】 

(1）【財務諸表】 

①【貸借対照表】 

    
前事業年度

（平成16年11月30日） 
当事業年度 

（平成17年11月30日） 

区分 
注記
番号 

金額（百万円）
構成比
（％） 

金額（百万円） 
構成比
（％） 

（資産の部）      

Ⅰ 流動資産    

１．現金及び預金   10,832 10,182 

２．受取手形   663 587 

３．売掛金 ※１  35,395 34,294 

４．商品   2,700 2,228 

５．製品   2,988 3,082 

６．原材料   1,925 2,086 

７．仕掛品   92 80 

８．貯蔵品   427 354 

９．前渡金   483 49 

10．前払費用   112 170 

11．繰延税金資産   660 621 

12．従業員に対する短期 
貸付金 

  37 35 

13．関係会社短期貸付金   25,531 25,265 

14．未収入金 ※１  1,199 1,109 

15．その他 ※１  1,591 1,467 

16．貸倒引当金   △212 △208 

流動資産合計   84,430 44.7 81,407 42.9



    
前事業年度

（平成16年11月30日） 
当事業年度 

（平成17年11月30日） 

区分 
注記
番号 

金額（百万円）
構成比
（％） 

金額（百万円） 
構成比
（％） 

Ⅱ 固定資産      

(1）有形固定資産    

１．建物  54,518 55,212  

減価償却累計額  29,888 24,630 31,603 23,609 

２．構築物  6,439 6,512  

減価償却累計額  4,471 1,968 4,641 1,871 

３．機械及び装置  70,660 72,459  

減価償却累計額  53,779 16,881 56,134 16,325 

４．車両運搬具  57 55  

減価償却累計額  54 3 50 4 

５．工具器具及び備品  4,028 4,114  

減価償却累計額  3,401 627 3,469 644 

６．土地   15,822 16,171 

７．建設仮勘定   1,314 1,369 

有形固定資産合計   61,249 32.5 59,996 31.6

(2）無形固定資産    

１．特許権   4 － 

２．借地権   87 87 

３．商標権   5  0 

４．ソフトウェア   1,344 1,324 

５．電話加入権他       90     98 

無形固定資産合計   1,533 0.8 1,511 0.8



    
前事業年度

（平成16年11月30日） 
当事業年度 

（平成17年11月30日） 

区分 
注記
番号 

金額（百万円）
構成比
（％） 

金額（百万円） 
構成比
（％） 

(3）投資その他の資産      

１．投資有価証券   14,379 16,501 

２．関係会社株式   19,258 19,249 

３．出資金   10 10 

４．関係会社出資金   1,286 1,286 

５．長期貸付金   14 － 

６. 従業員に対する長期
貸付金 

  45 65 

７．前払年金費用   3,834 6,625 

８．長期前払費用   382 317 

９．差入保証金   1,503 1,459 

10．その他   1,459 2,039 

11．貸倒引当金   △613 △603 

投資その他の資産合計   41,559 22.0 46,951 24.7

固定資産合計   104,342 55.3 108,458 57.1

資産合計   188,772 100.0 189,865 100.0

（負債の部）    

Ⅰ 流動負債    

１．買掛金 ※１  22,206 21,114 

２．短期借入金 ※１  4,905 10,358 

３．１年以内に償還予定 
の転換社債 

  18,629 － 

４．未払金 ※１  8,075 8,388 

５．未払費用   3,178 3,431 

６．未払法人税等   474 447 

７．前受金   564 4 

８．預り金   157 132 

９．売上割戻引当金   968 726 

10．賞与引当金   245 258 

11．その他   42 44 

流動負債合計   59,447 31.5 44,906 23.6



  

  

    
前事業年度

（平成16年11月30日） 
当事業年度 

（平成17年11月30日） 

区分 
注記
番号 

金額（百万円）
構成比
（％） 

金額（百万円） 
構成比
（％） 

Ⅱ 固定負債      

１．社債   － 10,000 

２. 長期借入金   4,576 4,312 

３．繰延税金負債   1,859 4,852 

４．役員退任慰労引当金   948 455 

５．預り保証金 ※１  6,881 6,304 

６．その他   47 47 

固定負債合計   14,312 7.6 25,971 13.7

負債合計   73,760 39.1 70,878 37.3

（資本の部）    

Ⅰ 資本金 ※２  24,104 12.7 24,104 12.7

Ⅱ 資本剰余金    

(1)資本準備金  29,418 29,418  

資本剰余金合計   29,418 15.6 29,418 15.5

Ⅲ 利益剰余金    

(1)利益準備金  3,115 3,115  

(2)任意積立金    

１．特別償却準備金  61 49  

２．買換資産圧縮記帳積
立金 

 2,126 2,105  

３．買換資産圧縮記帳特
別勘定積立金 

 59 59  

４．別途積立金  52,200 54,700  

(3)当期未処分利益  4,736 3,927  

利益剰余金合計   62,299 33.0 63,957 33.7

Ⅳ その他有価証券評価差額
金 

  1,484 0.8 3,994 2.1

Ⅴ 自己株式 ※３  △2,294 △1.2 △2,487 △1.3

資本合計   115,012 60.9 118,987 62.7

負債及び資本合計   188,772 100.0 189,865 100.0

     



②【損益計算書】 

    
前事業年度

（自 平成15年12月１日 
至 平成16年11月30日） 

当事業年度 
（自 平成16年12月１日 
至 平成17年11月30日） 

区分 
注記
番号 

金額（百万円）
百分比
（％） 

金額（百万円） 
百分比
（％） 

Ⅰ 売上高   230,110 100.0 232,668 100.0

Ⅱ 売上原価    

１．製品・商品期首たな卸
高 

 6,396 5,688  

２．当期製品製造原価  70,348 74,165  

３．当期商品仕入高 ※２ 88,314 87,039  

計  165,059 166,893  

４．製品・商品期末たな卸
高 

 5,688 5,310  

５．他勘定へ振替高 ※１ 1,141 158,229 68.8 1,096 160,486 69.0

売上総利益   71,880 31.2 72,181 31.0

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※3.4  64,607 28.1 66,106 28.4

営業利益   7,273 3.1 6,074 2.6

Ⅳ 営業外収益    

１．受取利息 ※２ 223 248  

２．有価証券利息  93 51  

３．受取配当金 ※２ 544 446  

４．その他 ※２ 224 1,086 0.5 359 1,105 0.5

Ⅴ 営業外費用    

１．支払利息  92 90  

２．社債利息  186 192  

３．たな卸資産廃棄損  273 122  

４．その他  142 695 0.3 321 727 0.3

経常利益   7,663 3.3 6,453 2.8

Ⅵ 特別利益    

１．投資有価証券売却益  153 139  

２．貸倒引当金戻入額  2 82  

３．厚生年金代行部分返還
差額 

 412 －  

４．関係会社株式売却益  409 －  

５．その他  32 1,010 0.4 0 222 0.1

     



  

    
前事業年度

（自 平成15年12月１日 
至 平成16年11月30日） 

当事業年度 
（自 平成16年12月１日 
至 平成17年11月30日） 

区分 
注記
番号 

金額（百万円）
百分比
（％） 

金額（百万円） 
百分比
（％） 

Ⅶ 特別損失      

１．固定資産除却損 ※５ 295 363  

２．投資有価証券評価損  10 6  

３．貸倒引当金繰入額  208 19  

４．ゴルフ会員権評価損  0 56  

５．著作権管理費  200 100  

６．関係会社株式売却損  152 －  

７．関係会社株式評価損  － 79  

８．その他  118 985 0.4 38 664 0.3

税引前当期純利益   7,689 3.3 6,011 2.6

法人税、住民税及び事
業税 

 1,805 930  

法人税等調整額  1,354 3,160 1.4 1,310 2,241 1.0

当期純利益   4,529 1.9 3,769 1.6

前期繰越利益   1,126 1,151 

中間配当額   919 994 

当期未処分利益   4,736 3,927 

     



製造原価明細書 

  

  

  

    
前事業年度

（自 平成15年12月１日 
至 平成16年11月30日） 

当事業年度 
（自 平成16年12月１日 
至 平成17年11月30日） 

区分 
注記
番号 

金額（百万円）
構成比
（％） 

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

材料費  50,370 71.6 54,127 73.0

労務費  7,152 10.2 7,310 9.9

経費  12,832 18.2 12,715 17.1

当期総製造費用  70,356 100.0 74,153 100.0

期首仕掛品たな卸高  84 92 

合計  70,441 74,246 

期末仕掛品たな卸高  92 80 

当期製品製造原価  70,348 74,165 

＜注記＞      前事業年度 ＜注記＞     当事業年度

１．原価計算の方法 １．原価計算の方法 

全工場統一の組別総合標準原価計算の方法によって

おります。 

製品規格別に標準使用数、予定払出単価、標準労務

費、標準経費負担額を計算し、各製品に配賦して製

品原価を算定しております。 

なお、当期は比較的多額（総製造費用の１％超）の

原価差額が発生したため、これを売上原価と期末た

な卸資産に配賦調整しております。 

前期に同じであります。 

２．経費の主な内訳は、下記のとおりです。 ２．経費の主な内訳は、下記のとおりです。 
  

減価償却費 4,840百万円

租税公課 443 

保管運搬費 1,137 

業務委託料 2,559 

減価償却費 4,784百万円

租税公課 451 

保管運搬費 1,213 

業務委託料 2,222 

３．労務費に含まれる賞与引当金繰入額は、75百万円で

あり、退職給付引当金繰入額は、161百万円であり

ます。 

３．労務費に含まれる賞与引当金繰入額は、80百万円で

あり、退職給付引当金繰入額は、161百万円であり

ます。 



③【利益処分計算書】 

（注）特別償却準備金および買換資産圧縮記帳積立金ならびに買換資産圧縮記帳特別勘定積立金は、法人税法および租

税特別措置法の規定に基づくものであります。 

  

  

  次へ 

    
前事業年度

（株主総会承認年月日 
平成17年2月22日） 

当事業年度 
（株主総会承認年月日 

平成18年2月22日） 

区分 
注記
番号 

金額（百万円） 金額（百万円） 

Ⅰ 当期未処分利益  4,736 3,927 

Ⅱ 任意積立金取崩額  

１．特別償却準備金取崩額  18 15

２．買換資産圧縮記帳積立
金取崩額 

 20 29

３．買換資産圧縮記帳特別
勘定積立金取崩額 

 － 38 59 105 

計  4,775 4,032 

Ⅲ 利益処分額  

１．配当金  1,072 994

（普通配当１株当たり 
６.５円） 

 （－） （994）

（普通配当１株当たり 
６円） 

 （ 919） （－）

（創立85周年記念配当
１株当たり 1円） 

 （ 153） （－）

２．役員賞与金  44 30

（うち監査役賞与金）  （6） （5）

３．任意積立金  

(1)特別償却準備金  6 5

(2)買換資産圧縮記帳積立
金 

 － 60

(3）別途積立金  2,500 1,800

   3,623 2,891 

Ⅳ 次期繰越利益  1,151 1,141 

   



重要な会計方針 

  
前事業年度

（自 平成15年12月１日 
至 平成16年11月30日） 

当事業年度 
（自 平成16年12月１日 
至 平成17年11月30日） 

１．有価証券の評価基準およ

び評価方法 

  

(1) 子会社および関連会社株式は、移動

平均法による原価法によっておりま

す。 

(1) 前期に同じであります。 

  (2) その他有価証券のうち時価のあるも

のは、決算日の市場価格等に基づく

時価法(評価差額は全部資本直入法

により処理し、売却原価は移動平均

法により算定)により、時価のない

ものは、移動平均法による原価法に

よっております。 

(2) 前期に同じであります。 

２．デリバティブの評価基準

および評価方法 

時価法によっております。 

なお、ヘッジ会計の要件を満たす取引に

ついては、ヘッジ会計を採用しておりま

す。 

前期に同じであります。 

３．たな卸資産の評価基準お

よび評価方法 

（評価基準） （評価基準） 

商品、製品、原材料、仕掛品および貯蔵

品は原価基準によっております。 

前期に同じであります。 

  （評価方法） （評価方法） 

  ① 商品、製品（下記②を除く）、原材

料、仕掛品および貯蔵品は月別移動

平均法によっております。 

② 連産品の一部は売価還元総平均法に

よっております。 

前期に同じであります。 

４．固定資産の減価償却の方

法 

(1) 有形固定資産は、下記の資産を除

き、定率法によっております。 

建物のうち平成10年４月１日以降に

取得した建物（建物附属設備を除

く）については、定額法によってお

ります。 

耐用年数および残存価額について

は、法人税法の定めと同一の基準に

よっております。 

なお、主な耐用年数は以下の通りで

あります。 

建物   ３～50年 

機械装置 ２～17年 

(1) 前期に同じであります。  

  (2) 無形固定資産は、定額法によってお

ります。 

耐用年数については、法人税法の定

めと同一の基準によっております。 

ソフトウェアについては、社内にお

ける見込利用可能期間（５年）に基

づく定額法によっております。 

(2) 前期に同じであります。 

  (3) 長期前払費用は、定額法によってお

ります。 

(3) 前期に同じであります。 



  
前事業年度

（自 平成15年12月１日 
至 平成16年11月30日） 

当事業年度 
（自 平成16年12月１日 
至 平成17年11月30日） 

５．繰延資産の処理方法 ―――――――― 社債発行費

    支出時に全額費用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 (1）貸倒引当金 

  債権の貸倒損失に備えるため、一般

債権については過年度実績率を基礎

とした将来の貸倒予測率により、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。 

前期に同じであります。 

  (2) 売上割戻引当金 (2) 売上割戻引当金 

  当期において負担すべき割戻金の支

払に備えるため、売上高に対し会社

の基準（売上高に対する割戻支出予

想額の割合）により発生主義で計算

した額を計上しています。 

前期に同じであります。 

  (3) 賞与引当金 (3) 賞与引当金 

  従業員に支給する賞与の支払に備え

るため、支給対象期間基準を基礎と

し、将来の支給見込額を加味して計

上しております。 

前期に同じであります。 

  (4) 退職給付引当金 (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お

よび年金資産の見込額に基づき、当

事業年度末において発生していると

認められる額を計上しております。 

各期の過去勤務債務は、その発生時

の従業員の平均残存勤務期間以内の

一定年数（12年）による定額法によ

り、それぞれの発生事業年度から処

理しております。 

また、各期の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

期間以内の一定年数(12年)による定

額法により、それぞれの発生年度の

翌事業年度から処理しております。 

なお、当事業年度は前払年金費用と

して計上しております。 

当社の退職給付制度は、確定給付企

業年金制度（基金型および規約型）

を採用しております。 

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お

よび年金資産の見込額に基づき、当

事業年度末において発生していると

認められる額を計上しております。 

各期の過去勤務債務は、その発生時

の従業員の平均残存勤務期間以内の

一定年数（12年）による定額法によ

り、それぞれの発生事業年度から処

理しております。 

また、各期の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

期間以内の一定年数(12年)による定

額法により、それぞれの発生年度の

翌事業年度から処理しております。 

なお、当事業年度は前払年金費用と

して計上しております。 

当社の退職給付制度は、確定給付企

業年金制度（基金型および規約型）

を採用しております。 



  前事業年度
（自 平成15年12月１日 
至 平成16年11月30日） 

当事業年度 
（自 平成16年12月１日 
至 平成17年11月30日） 

  （追加情報）   

  前々期（平成14年10月１日付）にお

いて、確定給付企業年金法（平成13

年６月15日公布）に基づく厚生年金

基金の代行部分の返上について、厚

生労働大臣から将来分支給義務免除

の認可を受けたため、「退職給付会

計に関する実務指針（中間報告）」

（日本公認会計士協会会計制度委員

会報告第13号 平成11年９月14日

（最終改正 平成16年10月４日））

第47－２項に定める経過措置を適用

し、当該認可の日において代行部分

に係る退職給付債務と返還相当額の

年金資産が消滅したものとして処理

しております。なお、当事業年度に

おいて、平成16年９月14日に厚生労

働大臣から過去分返上の認可を受

け、平成16年10月７日に国に返還額

（最低責任準備金9,212百万円）の

納付を行いました。 

当事業年度における損益に与える影

響額は、特別利益として412百万円

計上しております。 

―――――――― 

  (5) 役員退任慰労引当金 (5) 役員退任慰労引当金 

  将来の役員退任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。 

前期に同じであります。 

７．リース取引の処理方法 リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・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。 

前期に同じであります。 

８．ヘッジ会計の方法 (1) 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、振当処理の要件を満たす取引

については、振当処理を採用してお

ります。 

前期に同じであります。 

  (2) ヘッジ手段とヘッジ対象 (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…外貨建仕入取引 

前期に同じであります。 



  

追加情報 

  

  

  次へ 

  前事業年度
（自 平成15年12月１日 
至 平成16年11月30日） 

当事業年度 
（自 平成16年12月１日 
至 平成17年11月30日） 

  (3) ヘッジ方針 (3) ヘッジ方針 

  為替相場の変動によるリスクを回避

する目的で為替予約取引を行ってお

ります。 

なお、投機的な取引は行わない方針

です。 

前期に同じであります。 

  (4) ヘッジ有効性評価の方法 (4) ヘッジ有効性評価の方法 

  管理手続は、社内の管理規定に基づ

いて行い、ヘッジ対象の時価変動額

とヘッジ手段の時価変動を対比分析

し、その有効性を評価し厳格に管理

しております。 

前期に同じであります。 

９．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項 

    

消費税等の会計処理 税抜方式によっております。 

未払消費税等は未払金に含めておりま

す。 

前期に同じであります。 

前事業年度 
（自 平成15年12月１日 
至 平成16年11月30日） 

当事業年度
（自 平成16年12月１日 
至 平成17年11月30日） 

―――――――― 

  

  

  

  

法人事業税における外形標準課税部分の損益計算書上の

表示方法 

「地方税法等の一部を改正する法律」（平成15年法律第

９号）が平成15年３月31日に公布され、平成16年４月１

日以後に開始する事業年度より法人事業税の外形標準課

税制度が導入されたことに伴い、当期から「法人事業税

における外形標準課税部分の損益計算書上の表示につい

ての実務上の取扱い」（企業会計基準委員会 実務対応

報告第12号 平成16年2月13日）に従い、法人事業税の付

加価値割および資本割については、販売費及び一般管理

費に計上しております。 

これにより、販売費及び一般管理費が216百万円増加

し、営業利益および経常利益がそれぞれ同額減少すると

ともに、税引前当期純利益が同額減少しております。 



注記事項 

（貸借対照表関係） 

  

前事業年度 
（平成16年11月30日） 

当事業年度
（平成17年11月30日） 

１．※１．関係会社に対する債権および債務は、区分掲

記されたもの以外で各科目に含まれているも

のは、次のとおりであります。 

１．※１．関係会社に対する債権および債務は、区分掲

記されたもの以外で各科目に含まれているも

のは、次のとおりであります。 
  

  

売掛金 4,432百万円

未収入金 626百万円

その他（流動資産） 1,367百万円

買掛金 10,982百万円

未払金 1,363百万円

預り保証金 6,497百万円

売掛金 3,993百万円

未収入金 1,008百万円

その他（流動資産） 1,269百万円

買掛金 10,728百万円

短期借入金  1,989百万円

未払金 1,475百万円

預り保証金 5,917百万円

  
２．※２．授権株式数 普通株式 250,004,000株

発行済株式総数 普通株式 155,464,515株

※３．自己株式の数   

普通株式 2,264,343株

２．※２．授権株式数 普通株式  250,004,000株 

発行済株式総数普通株式  155,464,515株 

※３．自己株式の数   

普通株式        2,478,457株 

このうちストックオプション制度による このうちストックオプション制度による 
  

取得自己株式（普通株式） 1,111,000株 取得自己株式（普通株式） 1,110,000株

３．偶発債務 ３．偶発債務 

保証債務 保証債務 

下記の債務について連帯保証しております。 下記の債務について連帯保証しております。 
  

  

被保証者 
保証金額 
（百万円） 

被保証債務の内容 

従業員 584 銀行借入他 

光和デリカ㈱ 56 銀行借入 

㈱ポテトデリカ 319 銀行借入 

HENNINGSEN FOODS,INC. 1,171 銀行借入 

  302 
ネブラスカ州ディヴ
ィット市よりの借入
に対する再保証 

THAI Q.P.CO.,LTD. 2 銀行借入 

KEWPIE(THAILAND) 
CO.,LTD. 

128 銀行借入 

杭州丘比食品有限公司 342 銀行借入 

計 2,907 

被保証者
保証金額
（百万円） 

被保証債務の内容 

従業員 504 銀行借入他 

光和デリカ㈱ 48 銀行借入 

㈱ポテトデリカ 94 銀行借入 

HENNINGSEN FOODS,INC. 1,705 銀行借入 

314
ネブラスカ州ディヴ
ィット市よりの借入
に対する再保証 

THAI Q.P.CO.,LTD. 2 銀行借入 

KEWPIE(THAILAND) 
CO.,LTD. 

115 銀行借入 

杭州丘比食品有限公司 484 銀行借入 

北京丘比食品有限公司 22 銀行借入 

計 3,290

４．配当制限 ４．配当制限 

商法施行規則第124条第３号に規定する純資産額

の増加額は1,484百万円であります。 

商法施行規則第124条第３号に規定する純資産額

の増加額は3,994百万円であります。 



（損益計算書関係） 

  

  

  次へ 

前事業年度 
（自 平成15年12月１日 
至 平成16年11月30日） 

当事業年度
（自 平成16年12月１日 
至 平成17年11月30日） 

１．※１．他勘定振替高は、見本品、贈答用等の経費使

用分および製品の原材料として使用したもの

の合計額であります。 

１．※１．前期に同じであります。 

２．※２．関係会社との取引高は、下記のとおりであり

ます。 

２．※２．関係会社との取引高は、下記のとおりであり

ます。 
  

商品及び原材料仕入高 84,149百万円

営業外収益  

受取利息 220百万円

受取配当金 384 

その他 58 

計 663百万円

商品及び原材料仕入高 86,266百万円

営業外収益  

受取利息 245百万円

受取配当金 283 

その他 137 

計 665百万円

３．※３．販売費と一般管理費のおおよその割合は、販

売費81％、一般管理費19％であります。 

販売費及び一般管理費のうち、主要な費目お

よび金額は次のとおりであります。 

３．※３．販売費と一般管理費のおおよその割合は、販

売費81％、一般管理費19％であります。 

販売費及び一般管理費のうち、主要な費目お

よび金額は次のとおりであります。 
  

運送費及び保管料 11,931百万円

広告宣伝費 8,648 

販売促進費 21,559 

研究開発費 2,159 

給料手当 8,590 

減価償却費 831 

賞与引当金繰入額 170 

退職給付引当金繰入額 657 

役員退任慰労引当金繰入額 131 

貸倒引当金繰入額 19 

運送費及び保管料 12,064百万円

広告宣伝費 9,123 

販売促進費 21,494 

研究開発費 2,271 

給料手当 8,800 

減価償却費 853 

賞与引当金繰入額 178 

退職給付引当金繰入額 477 

役員退任慰労引当金繰入額 111 

貸倒引当金繰入額 22 

４．※４．研究開発費の総額は2,159百万円であり、す

べて一般管理費に含めております。 

４．※４．研究開発費の総額は2,271百万円であり、す

べて一般管理費に含めております。 

５．※５．固定資産除却損の内訳は、下記のとおりであ

ります。 

５．※５．固定資産除却損の内訳は、下記のとおりであ

ります。 
  

建物 79百万円

機械及び装置 200 

構築物他 15 

計 295百万円

建物 44百万円

機械及び装置 293 

構築物他 25 

計 363百万円



（リース取引関係） 

  

  

  次へ 

前事業年度 
（自 平成15年12月１日 
至 平成16年11月30日） 

当事業年度
（自 平成16年12月１日 
至 平成17年11月30日） 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額および期末残高相当額 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額および期末残高相当額 
  

  
取得価額
相当額 
（百万円） 

減価償却
累計額相
当額 
（百万円） 

期末残高
相当額 
（百万円）

工具器具及び
備品 

1,668 1,137 530

車両運搬具 1,071 644 427

ソフトウェア 162 106 55

機械及び装置 213 111 101

合計 3,115 2,000 1,115

取得価額
相当額 
（百万円）

減価償却
累計額相
当額 
（百万円） 

期末残高
相当額 
（百万円） 

工具器具及び
備品 

1,131 532 599 

車両運搬具 739 337 401 

ソフトウェア 90 53 37 

機械及び装置 190 118 71 

合計 2,152 1,041 1,110 

(2）未経過リース料期末残高相当額 (2）未経過リース料期末残高相当額 
  

１年内 571百万円

１年超 559百万円

合計 1,131百万円

１年内 538百万円

１年超 586百万円

合計 1,124百万円

(3）支払リース料、減価償却費相当額および支払利息相

当額 

(3）支払リース料、減価償却費相当額および支払利息相

当額 
  
支払リース料 736百万円

減価償却費相当額 710百万円

支払利息相当額 23百万円

支払リース料 663百万円

減価償却費相当額 640百万円

支払利息相当額 21百万円

(4）減価償却費相当額の算定方法 (4）減価償却費相当額の算定方法 

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。 

前期に同じであります。 

(5）利息相当額の算定方法 (5）利息相当額の算定方法 

リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差

額を利息相当額とし、各期への配分方法について

は、利息法によっております。 

前期に同じであります。 



（有価証券関係） 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

  

種類 

前事業年度（平成16年11月30日） 当事業年度（平成17年11月30日） 

貸借対照表
計上額 
（百万円） 

時価 
（百万円） 

差額
（百万円） 

貸借対照表
計上額 
（百万円） 

時価 
（百万円） 

差額 
（百万円） 

子会社株式 3,472 8,467 4,995 3,472 9,921 6,448

関連会社株式 290 1,338 1,047 290 1,871 1,580

合計 3,763 9,806 6,043 3,763 11,792 8,029



（税効果会計関係） 

  

  
前事業年度

（平成16年11月30日） 
当事業年度 

（平成17年11月30日） 

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 

  

  
繰延税金資産(流動) 

売上割戻引当金 

賞与引当金 

未払事業税 

その他 

繰延税金資産(流動)合計 

繰延税金資産(固定) 

退職給付信託 

役員退任慰労引当金 

ゴルフ会員権評価損 

その他 

繰延税金資産(固定)小計 

評価性引当額 

繰延税金資産(固定)合計 

繰延税金資産合計 

繰延税金負債(固定) 

前払年金費用 

買換資産圧縮記帳積立金 

特別償却準備金 

その他有価証券評価差額金 

繰延税金負債(固定)計 

繰延税金負債合計 

繰延税金資産(負債)の純額 

  
     

  394百万円 

  99百万円 

  38百万円 

  127百万円 

  660百万円 

     

  1,442百万円 

  385百万円 

  134百万円 

  341百万円 

  2,303百万円 

  △62百万円 

  2,241百万円 

  2,902百万円 

     

  △1,560百万円 

  △1,486百万円 

  △34百万円 

  △1,019百万円 

  △4,100百万円 

  △4,100百万円 

  △1,198百万円 

     

  295百万円 

  105百万円 

  83百万円 

  137百万円 

  621百万円 

     

  1,442百万円 

  185百万円 

  144百万円 

  367百万円 

  2,140百万円 

  △61百万円 

  2,078百万円 

  2,700百万円 

     

  △2,696百万円 

  △1,466百万円 

  △27百万円 

  △2,741百万円 

  △6,931百万円 

  △6,931百万円 

  △4,230百万円 

  
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

内訳 

  

法定実効税率 

（調整） 

交際費等永久に損金に算入されない

項目 

受取配当金等永久に益金に算入され

ない項目 

住民税均等割 

過年度税金等 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 

  
  

     

     

     

  42.0 ％ 

      

     

  1.2 ％ 

     

  △2.5 ％ 

  1.0 ％ 

  △0.6 ％ 

  41.1 ％ 

  

     

     

     

  40.7 ％ 

      

     

  1.5 ％ 

     

  △2.4 ％ 

  1.3 ％ 

  △3.9 ％ 

  37.3 ％ 



（１株当たり情報） 

 （注） １株当たり当期純利益および潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

  
前事業年度

（自 平成15年12月１日 
至 平成16年11月30日） 

当事業年度 
（自 平成16年12月１日 
至 平成17年11月30日） 

１株当たり純資産額（円） 750.44 777.57 

１株当たり当期純利益（円） 29.27 24.44 

潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益（円） 
27.21 22.83 

  
前事業年度

(自 平成15年12月１日 
至 平成16年11月30日) 

当事業年度 
(自 平成16年12月１日 
至 平成17年11月30日) 

１株当たり当期純利益   

当期純利益（百万円） 4,529 3,769 

普通株主に帰属しない金額（百万円） 44 30 

（うち利益処分による役員賞与金） (44) (30) 

普通株式に係る当期純利益（百万円） 4,484 3,739 

普通株式の期中平均株式数（千株） 153,204 153,006 

    

潜在株式調整後１株当たり当期純利益   

当期純利益調整額（百万円） 108 111 

（うち支払利息(税額相当額控除後)） (108) (111) 

普通株式増加数（千株） 15,619 15,619 

（うち転換社債） (15,619) (15,619) 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり当期純利益の算定に含めなか

った潜在株式の概要 

旧商法第210条ノ２に基づくスト

ックオプション（自己株式譲渡方

式）のための普通株式。 

旧商法第210条ノ２に基づくスト

ックオプション（自己株式譲渡方

式）のための普通株式。 

  1,111,000株 1,110,000株 

  なお、ストックオプションの概要

は、「第４提出会社の状況、１．

株式等の状況、（７）ストックオ

プション制度の内容」に記載のと

おりであります。 

なお、ストックオプションの概要

は、「第４提出会社の状況、１．

株式等の状況、（７）ストックオ

プション制度の内容」に記載のと

おりであります。 



（重要な後発事象） 

前事業年度 
（自 平成15年12月１日 
至 平成16年11月30日） 

当事業年度
（自 平成16年12月１日 
至 平成17年11月30日） 

自己株式の取得 該当事項ありません。 

 当社は、平成17年１月11日開催の取締役会におい

て、商法第211条ノ３第１項第２号の規定（定款授権

に基づく取締役会決議による自己株式の買受け）に基

づき、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を

遂行するため、取得の期限を平成17年２月22日開催予

定の当社第92回定時株主総会が終結する時まで、取得

する株式の総数を600,000株（上限）、取得価額の総

額を600百万円（上限）とする自己株式（当社普通株

式）の取得を決議し、次のとおりこれを実施いたしま

した。 

  

(1）取得の方法   

東京証券取引所における市場買付け   

(2）取得した株式の数   

205,500株   

(3）取得価額の総額   

184百万円   

(4）取得した時期   

平成17年１月18日から平成17年１月25日まで   



④【附属明細表】 

【有価証券明細表】 

【株式】 

  

【債券】 

  

  

投資有価証
券 

その他有
価証券 

銘柄 株式数（株）
貸借対照表計上額 
（百万円） 

㈱みずほフィナンシャルグループ 2,307 2,027 

加藤産業㈱ 840,329 1,705 

㈱ニチレイ 3,109,000 1,510 

㈱三井住友フィナンシャルグループ 1,124 1,271 

キリンビール㈱ 814,500 1,046 

㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グルー
プ 

569 859 

㈱吉野家ディー・アンド・シー 2,812 618 

SAHA PATHANAPIBUL PUBLIC CO.,LTD. 13,776,500 581 

㈱セブン＆アイ・ホールディングス 118,737 498 

小野薬品工業㈱ 77,000 383 

カシオ計算機㈱ 181,000 372 

㈱いなげや 290,489 273 

㈱ホテルオークラ 他139銘柄 4,364,186 4,352 

計 23,578,555 15,501 

投資有価証
券 

  銘柄 券面総額（百万円）
貸借対照表計上額 
（百万円） 

満期保有
目的の債
券 

ロイヤルバンク・オブ・スコットラン
ド発行 
ユーロ円債 

1,000 1,000 

計 1,000 1,000 



【有形固定資産等明細表】 

 （注）１．当期における資産の増加の主なものは、次のとおりであります。 

２．当期における資産の減少の主なものは、次のとおりであります。 

３．無形固定資産の金額が資産総額の１％以下であるため、「前期末残高」、「当期増加額」および「当期減少額」の記載

を省略しております。 

資産の種類 
前期末残高 
（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 54,518 834 140 55,212 31,603 1,815 23,609

構築物 6,439 133 60 6,512 4,641 217 1,871

機械及び装置 70,660 3,955 2,156 72,459 56,134 4,251 16,325

車両運搬具 57 1 4 55 50 0 4

工具器具及び備品 4,028 207 122 4,114 3,469 184 644

土地 15,822 357 8 16,171 － － 16,171

建設仮勘定 1,314 2,753 2,698 1,369 －   － 1,369

有形固定資産計 152,843 8,244 5,192 155,895 95,899 6,468 59,996

無形固定資産   

特許権 － － － 88 88 4 －

借地権 － － － 87 － － 87

商標権 － － － 49 49 4 0

ソフトウェア － － － 3,078 1,754 523 1,324

電話加入権他 － － － 103 4 0 98

無形固定資産計 － － － 3,408 1,897 533 1,511

長期前払費用 4,266 267 95 4,438 4,120 236 317

 繰延資産   

───── － － － － － － －

繰延資産計 － － － － － － －

  資産の種類 金額（百万円） 内容

  機械及び装置 726 鳥栖工場製造設備他

    648 五霞工場製造設備他

    604 仙川工場製造設備他

  建設仮勘定 1,379 富士吉田新工場設備他

    380 研究所研究設備他

  資産の種類 金額（百万円） 内容

  機械及び装置 401 伊丹工場製造設備他

    379 中河原工場製造設備他

    329 鳥栖工場製造設備他

    310 挙母工場製造設備他



【資本金等明細表】 

 （注）１．当期増加額および当期減少額は、前期決算の利益処分によるものであります。 

２．期末における自己株式数は、前期末2,264,343株、当期末2,478,457株であります。 

  

【引当金明細表】 

 （注）１．貸倒引当金の当期減少額「その他」は、個別債権分の回収等による取崩81百万円および一般債権分の洗替による取崩38

百万円であります。 

  

  

区分 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

資本金（百万円） 24,104 － － 24,104

資本金のうち
既発行株式 

普通株式 (注)２ (株) (155,464,515) (－) (－) (155,464,515)

普通株式 (百万円) 24,104 － － 24,104

計 (株) (155,464,515) (－) (－) (155,464,515) 

計 (百万円) 24,104 － － 24,104

資本準備金及
びその他資本
剰余金 

(資本準備金)    

株式払込剰余金 (百万円) 28,268 － － 28,268

合併差益 (百万円) 1,134 － － 1,134

再評価積立金 (百万円) 16 － － 16

計 (百万円) 29,418 － － 29,418

利益準備金及
び任意積立金 

(利益準備金) (百万円) 3,115 － － 3,115

(任意積立金)    

特別償却準備金 
(注)１ 

(百万円) 61 6 18 49

買換資産圧縮記帳積立
金 (注)１ 

(百万円) 2,126 － 20 2,105

買換資産圧縮記帳特別
勘定積立金  

(百万円) 59 － － 59

別途積立金 (注)１ (百万円) 52,200 2,500 － 54,700

計 (百万円) 57,562 2,506 38 60,030

区分 
前期末残高 
（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 826 117 10 (注)  120 812

売上割戻引当金 968 726 968 － 726

賞与引当金 245 258 245 － 258

役員退任慰労引当金 948 111 604 － 455



(2）【主な資産及び負債の内容】 

 平成17年11月30日現在における、貸借対照表の主要科目の内訳は、次のとおりであります。 

資産の部 

流動資産 

① 現金及び預金 

  

② 受取手形 

(a）受取先別内訳 

  

(b）決済月別内訳 

  

区分 金額（百万円）

現金 8 

預金の種類 

当座預金 10,171 

普通預金 - 

通知預金 - 

定期預金 - 

別段預金 1 

小計 10,173 

合計 10,182 

取引先 金額（百万円）

ニプロファーマ㈱ 251 

藤川㈱ 69 

ダイト㈱ 45 

森下仁丹㈱ 33 

トオカツフーズ㈱ 26 

その他 159 

合計 587 

期日 平成17年12月期日 平成18年１月期日 ２月期日 ３月期日以降 合計 

受取手形 
（百万円） 

297 98 122 68 587



③ 売掛金 

(a）売掛先別内訳 

  

(b）売掛金滞留状況 

 （注） 売上高などの金額には、消費税等を含めております。 

  

取引先 金額（百万円）

三菱商事㈱ 3,489 

加藤産業㈱ 2,868 

キユーピータマゴ㈱ 2,691 

国分㈱ 1,843 

三井物産㈱ 1,764 

その他 21,637 

合計 34,294 

項目 金額（百万円）

Ａ．前期末売掛金残高 35,395 

Ｂ．当期売上高 244,301 

Ｃ．当期末売掛金残高 34,294 

Ｄ．当期回収高 245,403 

Ｅ．回収率（Ｄ÷（Ａ＋Ｂ）×100） 87.74％ 

Ｆ．回転率（Ｂ÷｛（Ａ＋Ｃ）÷２｝） 7.01回 

Ｇ．滞留期間（365÷Ｆ） 52.07日 



④ たな卸資産 

  

⑤ 関係会社短期貸付金 

  

区分 金額（百万円）

商品 

缶詰類 1,070 

卵製品他 1,158 

小計 2,228 

製品 

マヨネーズ・ドレッシング他 1,516 

卵製品他 1,565 

小計 3,082 

原材料 

鶏卵および卵黄 1,042 

食油他 1,044 

小計 2,086 

仕掛品 

仕掛マヨネーズ他 80 

貯蔵品 

機械部品 233 

販売用消耗品他 120 

小計 354 

合計 7,832 

関係会社名 金額（百万円）

キユーピータマゴ㈱ 4,208 

キユーピー醸造㈱ 2,422 

㈱カナエフーズ 2,338 

㈱菜華 1,740 

㈱グルメデリカ 1,723 

その他 12,832 

合計 25,265 



固定資産 

関係会社株式 

  

負債の部 

流動負債 

① 買掛金 

  

② 短期借入金 

  

銘柄 金額（百万円）

KIFUKI U.S.A CO.,INC. 9,207 

㈱キユーソー流通システム 3,472 

㈱中島董商店 1,448 

キユーピー醸造㈱ 802 

㈱ポテトデリカ 543 

その他 3,775 

合計 19,249 

取引先 金額（百万円）

㈱中島董商店 6,820 

㈱東食 1,162 

キユーピー醸造㈱ 1,116 

東洋製罐㈱ 1,053 

アヲハタ㈱ 954 

その他 10,007 

合計 21,114 

取引先 金額（百万円）

㈱三井住友銀行 3,180 

㈱みずほコーポレート銀行 2,500 

㈱東京三菱銀行 1,800 

三英食品販売㈱ 1,022 

農林中央金庫 784 

その他 1,072 

合計 10,358 



固定負債 

 社債 

  

(3）【その他】 

 該当事項はありません。 

  

  

銘柄 金額（百万円）

第１回無担保社債 10,000 

合計 10,000 



第６【提出会社の株式事務の概要】 

  

 （注）１． 平成17年11月16日開催の取締役会決議により、株式取扱規程を改訂し、株式の名義書換えおよび単元未満株式の買取り

の取次所として、大和証券株式会社の本店および全国各支店ならびに日本証券代行株式会社の本店および全国各支店を

加えることといたしました（平成18年２月22日から）。 

  

決算期 11月30日 

定時株主総会 ２月中 

基準日 11月30日 

株券の種類 
100,000株券、10,000株券、1,000株券、500株券、100株券および100株
未満の株数を表示した株券の６種類 

中間配当基準日 ５月31日 

１単元の株式数 100株 

株式の名義書換え  

取扱場所 
東京都千代田区丸の内１丁目４番４号
住友信託銀行株式会社 証券代行部 

代理人 
大阪市中央区北浜４丁目５番33号
住友信託銀行株式会社 

取次所 住友信託銀行株式会社 本店および全国各支店 （注）１． 

名義書換手数料 無料 

新券交付手数料 印紙税相当額に100円を加えた額

単元未満株式の買取り  

取扱場所 
東京都千代田区丸の内１丁目４番４号
住友信託銀行株式会社 証券代行部 

代理人 
大阪市中央区北浜４丁目５番33号
住友信託銀行株式会社 

取次所 住友信託銀行株式会社 本店および全国各支店 （注）１． 

買取手数料 （注）２． 

公告掲載新聞名 日本経済新聞 （注）３．

株主に対する特典 
毎年11月30日現在の100株以上1,000株未満保有の株主に1,000円相当、
1,000株以上保有の株主に3,000円相当の自社製品を贈呈（年１回） 



２．単元未満株式の買取手数料は、以下の算式により１単元当たりの手数料金額を算定し、これを買い取った単元未満株式

の数で按分した金額とする。 

（算式）東京証券取引所の開設する市場における最終価格による１株当たりの買取価格に１単元の株式数を乗じた合計金

額のうち 

ただし、１単元当たりの算定金額が2,500円に満たない場合には、2,500円とする。 

３．決算公告については、貸借対照表および損益計算書を当社のホームページに掲載しております。 

（ホームページアドレス http://www.kewpie.co.jp/） 

また、平成18年２月22日開催の定時株主総会において、電子公告制度を採用する定款の一部変更を決議いたしました。

ただし、電子公告をすることができない事故その他のやむをえない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載して行い

ます。 

  

  100万円以下の金額につき 1.150％

  100万円を超え500万円以下の金額につき 0.900％

  500万円を超え1,000万円以下の金額につき 0.700％

  1,000万円を超え3,000万円以下の金額につき 0.575％

  3,000万円を超え5,000万円以下の金額につき 0.375％

  （円未満の端数を生じた場合には切り捨てる。）  



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、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) 有価証券報告書およびその添付書類 

事業年度（第92期）（自 平成15年12月１日 至 平成16年11月30日）平成17年２月23日関東財務局長に提出。 

  

(2) 自己株券買付状況報告書 

報告期間（自 平成17年１月11日 至 平成17年１月31日）平成17年２月15日関東財務局長に提出。 

報告期間（自 平成17年２月１日 至 平成17年２月22日）平成17年３月15日関東財務局長に提出。 

  

(3) 半期報告書 

（第93期中）（自 平成16年12月１日 至 平成17年５月31日）平成17年８月25日関東財務局長に提出。 

  

(4) 発行登録書（社債）およびその添付書類 

平成17年９月22日関東財務局長に提出。 

  

(5) 発行登録追補書類（社債）およびその添付書類 

平成17年10月14日関東財務局長に提出。 

  



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。 

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

独立監査人の監査報告書 

    平成17年２月22日

キユーピー株式会社     

  取締役会 御中   

  新日本監査法人   

  
代表社員 

関与社員 

  
  
公認会計士 北林 啓司  印 

  
代表社員 

関与社員 
  公認会計士 高橋 秀法  印 

  関与社員   公認会計士 竹本 啓祐  印 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているキ

ユーピー株式会社の平成15年12月１日から平成16年11月30日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸

借対照表、連結損益計算書、連結剰余金計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表について監査を

行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結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、

当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試

査を基礎として行われ、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

含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のた

めの合理的な基礎を得たと判断している。 

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

キユーピー株式会社及び連結子会社の平成16年11月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の

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。 

 会社と当監査法人又は関与社員との間には、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）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。 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

独立監査人の監査報告書 

    平成18年２月22日

キユーピー株式会社     

  取締役会 御中   

  新日本監査法人   

  
指定社員 

業務執行社員

  
  
公認会計士 北林 啓司  印 

  
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 高橋 秀法  印 

  
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 竹本 啓祐  印 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているキ

ユーピー株式会社の平成16年12月１日から平成17年11月30日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸

借対照表、連結損益計算書、連結剰余金計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表について監査を

行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結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、

当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試

査を基礎として行われ、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

含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のた

めの合理的な基礎を得たと判断している。 

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

キユーピー株式会社及び連結子会社の平成17年11月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の

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。 

 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）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。 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

独立監査人の監査報告書 

    平成17年２月22日

キユーピー株式会社     

  取締役会 御中   

  新日本監査法人   

  
代表社員 

関与社員 

  
  
公認会計士 北林 啓司  印 

  
代表社員 

関与社員 
  公認会計士 高橋 秀法  印 

  関与社員   公認会計士 竹本 啓祐  印 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているキ

ユーピー株式会社の平成15年12月１日から平成16年11月30日までの第92期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照

表、損益計算書、利益処分計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、

当監査法人の責任は独立の立場から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の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を

基礎として行われ、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を含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理

的な基礎を得たと判断している。 

 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、キユ

ーピー株式会社の平成16年11月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な

点において適正に表示しているものと認める。 

 会社と当監査法人又は関与社員との間には、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）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。 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

独立監査人の監査報告書 

    平成18年２月22日

キユーピー株式会社     

  取締役会 御中   

  新日本監査法人   

  
指定社員 

業務執行社員

  
  
公認会計士 北林 啓司  印 

  
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 高橋 秀法  印 

  
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 竹本 啓祐  印 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているキ

ユーピー株式会社の平成16年12月１日から平成17年11月30日までの第93期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照

表、損益計算書、利益処分計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、

当監査法人の責任は独立の立場から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の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を

基礎として行われ、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を含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理

的な基礎を得たと判断している。 

 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、キユ

ーピー株式会社の平成17年11月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な

点において適正に表示しているものと認める。 

 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）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。 
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