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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まれておりません。 

２．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

    ３．第80期の各連結経営指標等には、当該期間に新たに連結子会社とした㈱ケイ・エスと生和糖業㈱の各経営成

績数値等が含まれております。 

    ４．第80期より、固定資産の減損に係る会計基準（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」

（企業会計審議会平成14年８月９日））及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準

適用指針第６号 平成15年10月31日）が平成16年３月31日に終了する連結会計年度に係る連結財務諸表から

適用できることになったことに伴い、同会計基準及び同適用指針を適用しております。 

    ５．第82期において、台糖株式会社及び株式会社ケイ・エス（当社連結子会社）と平成17年４月１日付で合併し

ております。    

    ６．第83期より「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準第５号 平成17年12月９

日）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号

平成17年12月９日）を適用しております。 

回次 第  79  期 第  80  期 第  81  期 第  82  期 第  83  期 

決算年月 平成15年３月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月 平成19年３月 

売上高 (百万円) 39,798 47,611 47,973 73,724 76,336 

経常利益 (百万円) 2,770 2,793 2,103 2,197 4,289 

当期純利益 (百万円) 826 6,343 1,351 1,176 2,952 

純資産額 (百万円) 27,733 34,013 34,520 40,901 43,051 

総資産額 (百万円) 44,924 57,714 55,575 71,717 70,397 

１株当たり純資産額 (円) 311.66 384.75 392.32 289.26 303.99 

１株当たり当期純利

益金額 
(円) 8.99 71.36 15.08 8.00 20.92 

潜在株式調整後１株

当たり当期純利益金

額 

(円) － － － － － 

自己資本比率 (％) 61.73 58.93 62.11 57.03 60.3 

自己資本利益率 (％) 2.98 20.55 3.92 3.12 7.09 

株価収益率 (倍) 21.36 3.95 23.87 65.63 20.94 

営業活動によるキャ

ッシュ・フロー 
(百万円) 3,541 3,552 1,416 756 6,156 

投資活動によるキャ

ッシュ・フロー 
(百万円) 2,305 3,774 △2,096 339 △223 

財務活動によるキャ

ッシュ・フロー 
(百万円) △5,717 △5,489 131 △3,332 △6,036 

現金及び現金同等物

の期末残高 
(百万円) 827 2,818 2,270 2,441 2,338 

従業員数 

(外、平均臨時雇用

者数) 

(人) 
496 

( 20) 

607 

(25) 

578 

(26) 

737 

(11) 

715 

(10) 



(2)提出会社の経営指標等 

 （注）１．売上高には消費税等は含まれておりません。 

２．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

    ３．第80期の１株当たり配当額には、特別配当３円を含んでおります。 

４．第80期より、固定資産の減損に係る会計基準（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」

（企業会計審議会平成14年８月９日））及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準

適用指針第６号 平成15年10月31日）が平成16年３月31日に終了する事業年度に係る財務諸表から適用でき

ることになったことに伴い、同会計基準及び同適用指針を適用しております。 

    ５．第82期において、台糖株式会社及び株式会社ケイ・エスと平成17年４月１日付で合併しております。 

    ６．第83期より「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準第５号 平成17年12月９

日）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号

平成17年12月９日）を適用しております。 

回次 第  79  期 第  80  期 第  81  期 第  82  期 第  83  期 

決算年月 平成15年３月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月 平成19年３月 

売上高 (百万円) 39,347 38,406 39,218 67,805 70,358 

経常利益 (百万円) 2,179 2,186 1,782 2,135 4,090 

当期純利益 (百万円) 404 5,676 1,233 803 2,796 

資本金 (百万円) 4,566 4,566 4,566 7,083 7,083 

発行済株式総数 (千株) 91,320 91,320 91,320 141,667 141,667 

純資産額 (百万円) 21,209 26,738 27,129 31,966 33,409 

総資産額 (百万円) 38,763 44,641 44,207 60,082 58,643 

１株当たり純資産額 (円) 237.79 302.97 307.83 225.73 239.01 

１株当たり配当額 

(うち１株当たり中間

配当額 

(円) 

(円)） 

5.00 

(－) 

8.00 

(－) 

5.00 

(－) 

5.00 

(－) 

6.00 

(－) 

１株当たり当期純利

益金額 
(円) 4.31 63.78 13.72 5.43 19.78 

潜在株式調整後１株

当たり当期純利益金

額 

(円) － － － － － 

自己資本比率 (％) 54.71 59.90 61.37 53.20 56.97 

自己資本利益率 (％) 1.88 23.68 4.55 2.72 8.55 

株価収益率 (倍) 44.55 4.42 26.24 96.69 22.14 

配当性向 (％) 116.01 12.54 36.44 92.15 30.33 

従業員数 

(外、平均臨時雇用

者数) 

(人) 
247 

(－) 

243 

(－) 

240 

(－) 

421 

(－) 

419 

(－) 



２【沿革】 

昭和22年９月 湘南糖化工業株式会社創立 

24年１月 商号を横浜精糖株式会社に変更 

28年12月 当社株式を東京証券取引所に上場 

36年10月 当社株式を大阪証券取引所に上場 

38年８月 大東産業株式会社設立（現・連結子会社） 

45年11月 当社（資本金10億円）、芝浦精糖株式会社（資本金13億円、昭和22年創立）及び大阪製糖株式会

社（資本金10億円、昭和15年創立）の三社が対等合併し、商号を三井製糖株式会社に変更（資本

金33億円） 

（本  社  東京都中央区八重洲１－２（大和証券ビル）） 

（主要工場  芝浦工場・川崎工場・岡山工場） 

45年10月 八千代物産株式会社設立（平成14年6月に備南産業株式会社に吸収合併） 

45年11月 スプーンシュガー株式会社設立（現・連結子会社） 

47年12月 本社を移転（東京都中央区日本橋本町３－８－３ 東硝ビル） 

48年７月 不動産事業を開始 

50年９月 備南産業株式会社設立（現・連結子会社） 

53年８月 減資 新資本金 13.2億円（株式の無償併合による６割減資） 

増資 新資本金 41.7億円（第三者割当増資 57,000千株 200円／１株） 

53年９月 芝浦、川崎及び岡山３工場施設を売却、以後賃借（賃借先 株式会社エム・エス） 

55年４月 サントーエンジニアリング株式会社設立（平成11年12月にサントーサービス株式会社に吸収合

併） 

57年１月 三井製糖食品株式会社設立 

58年10月 川崎工場精製糖生産を休止、芝浦工場の名称を東部工場に変更 

58年12月 サントーサービス株式会社設立（連結子会社、平成14年９月東部工場の閉鎖に伴い解散） 

59年11月 新甘味料パラチノースの生産・販売を開始 

63年９月 東部、川崎及び岡山３工場施設の賃借期間満了に伴い、不動産は継続賃借とし、動産は譲受 

平成４年８月 本社を現住所（東京都中央区日本橋本町２－８－２）に移転 

６年10月 三井製糖食品株式会社を吸収合併、なお同社は平成６年５月同社の子会社 株式会社エム・エス

を吸収合併 

13年４月 新名糖株式会社を吸収合併し、商号を新三井製糖株式会社に変更。当社の主要な事業所として千

葉工場が追加 

14年９月 東部工場を閉鎖 

14年10月 東部工場の生産を千葉工場に集約 

15年６月 従来、持分法適用会社であった株式会社ケイ・エスと、同社の子会社 生和糖業株式会社を連結

子会社化 

17年４月 台糖株式会社及び株式会社ケイ・エスを吸収合併し、商号を三井製糖株式会社に変更。当社の主

要な事業所として神戸工場及び福岡工場が追加 

17年10月 備南産業株式会社（連結子会社）が大東産業株式会社（連結子会社）及び甲南サービス株式会社

（連結子会社）を吸収合併し、商号をスプーンシュガーウエスト株式会社（現・連結子会社）に

変更。 



３【事業の内容】 

 当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、当社（三井製糖㈱）、子会社６社及び関連会社16社により構成され

ており、原料糖、精製糖並びに砂糖関連商品の製造販売等の砂糖事業を主体としております。その他に、天然由来の

甘味料・色素・香味料・さとうきび抽出物・寒天等の製造販売等の食品素材事業、不動産物件の賃貸業を中心とした

不動産事業、医薬品の製造販売を行うその他事業を行っております。 

 また、事業区分は事業の種類別セグメントと同一であります。 

  

   なお、前連結会計年度において、連結子会社でありました神戸トラックターミナル㈱及び㈱台糖バイオ生産研究所

は、それぞれ平成18年12月20日及び平成19年3月20日をもって清算が結了しております。 

(1)砂糖事業 

 当社の主要な事業内容は精製糖、砂糖関連商品などの製造・販売であり、関連会社のサンエイ糖化㈱は製糖及び

糖化製品等の製造販売を行っております。これらの製品は主に三井物産㈱を通じて販売しております。子会社のス

プーンシュガー㈱、スプーンシュガーウエスト㈱、㈱スプーンフーズは当社砂糖製品の加工、包装、荷役運搬及び

製袋事業等を行っており、包装資材の一部を当社が仕入れております。子会社の山王運輸㈱、関連会社の台神商運

㈱は、荷役運搬事業を行っております。 

また、子会社の生和糖業㈱及び関連会社の南西糖業㈱、北海道糖業㈱、宮古製糖㈱、㈱りゅうとう及びタイ国の

クムパワピーシュガー㈱、カセットポンシュガー㈱は主として原料糖の製造販売を行っており、その一部を当社が

仕入れております。 

その他、関連会社の箱崎ユーティリティ㈱、甲南ユーテイリテイ㈱は蒸気・電気等の供給事業を行っており、関

連会社の㈱平野屋、サクラ食品工業㈱は食品等の販売を行っております。 

(2)食品素材事業 

 食品素材事業では、当社においてはパラチノース、還元パラチノース（パラチニット）、さとうきび抽出物、食

品保存料・香味料、食品用天然色素、寒天、カラギーナンの製造・仕入・販売を行っており、子会社の㈱タイショ

ーテクノスでは当社の製品やその他の食品添加物等を販売しております。 

(3)不動産事業 

    主要な事業内容は社有地の活用による不動産物件の賃貸等であります。子会社のスプーンシュガーウエスト㈱は

当社賃貸物件の管理を行っており、関連会社の㈱レイオンは商品保管等の倉庫業を行っており、新中糖産業㈱は不

動産物件の賃貸を行っております。 

(4)その他事業 

    当社においてシゾフィラン（ＳＰＧ）の製造・販売を行っております。 



［事業の系統図］ 



４【関係会社の状況】 

名称 住所 
資本金 

（百万円） 
主要な事業の内
容 

議決権の
所有又は
被所有割
合（％） 

関係内容 

（連結子会社） 

スプーンシュガー㈱ 

栃木県 

宇都宮市 
42 砂糖事業 100.0 

二次加工製品の加工委託先であり、宇都宮施設の土

地建物を賃貸しております。 

役員の兼任１名 

スプーンシュガーウエス

ト㈱ 

岡山県 

岡山市 
50 砂糖事業 100.0 

二次加工製品の加工、荷役運搬業務及びビル管理業

務の委託先であり、包装資材の仕入先であります。 

役員の兼任２名 

生和糖業㈱ 
福岡市 

東区 
187 砂糖事業 65.0 

原材料の仕入先であります。 

役員の兼任１名 

㈱スプーンフーズ 
福岡市 

東区 
20 砂糖事業 100.0 

二次加工製品の加工委託及び荷役運搬業務委託先で

あります。 

役員の兼任１名 

山王運輸㈱ 注4 
福岡市 

東区 
50 砂糖事業 

95.0 

(67.0)

製品の運搬業務委託先であります。 

役員の兼任２名 

㈱タイショーテクノス 
東京都 

中央区 
97 食品素材事業 75.0 

製品の販売先であります。 

役員の兼任１名 

(持分法適用関連会社) 

台神商運㈱ 

神戸市 

東灘区 
12 砂糖事業 39.6 

製品の荷役運搬業務委託先であります。 

役員の兼任１名 

サクラ食品工業㈱ 注2 
大阪府 

吹田市 
90 砂糖事業 19.2 

商品の仕入先であります。 

役員の兼任２名 

㈱平野屋 
大阪市 

浪速区 
30 砂糖事業 45.2 

製品の販売先であります。 

役員の兼任１名 

サンエイ糖化㈱ 注2 
愛知県 

知多市 
1,000 砂糖事業 15.0 

製品の製造受託先であり、商品の仕入先でありま

す。 

役員の兼任 － 

南西糖業㈱ 
鹿児島県 

鹿児島市 
490 砂糖事業 49.9 

原料糖の仕入先であります。 

役員の兼任１名 

北海道糖業㈱ 注3 
東京都 

千代田区 
1,600 砂糖事業 

38.0 

[2.1]

出資先であります。 

役員の兼任 － 

宮古製糖㈱ 
沖縄県 

宮古島市 
380 砂糖事業 24.0 

同社が生産した原料糖を商社を通じて仕入れており

ます。 

役員の兼任 － 

㈱りゅうとう 

注2 注5 

沖縄県 

島尻郡 

南風原町 

152 砂糖事業 17.1 

同社出資会社の翔南製糖㈱が生産した原料糖を商社

を通じて仕入れております。 

役員の兼任１名 

箱崎ユーティリティ㈱ 
福岡市 

東区 
700 砂糖事業 24.3 

福岡工場の蒸気、電気の供給元及び排水処理委託先

であります。 

役員の兼任 - 

甲南ユーテイリテイ㈱ 
神戸市 

東灘区 
480 砂糖事業 20.3 

神戸工場の蒸気、電気の供給元及び排水処理委託先

であります。 

役員の兼任 － 

㈱レイオン 
岡山県 

岡山市 
48 不動産事業 45.8 

岡山工場内の土地建物を賃貸しております。 

役員の兼任２名 

新中糖産業㈱ 注5 

沖縄県 

中頭郡 

西原町 

457 不動産事業 20.0 

同社出資会社の翔南製糖㈱が生産した原料糖を商社

を通じて仕入れております。 

役員の兼任 － 

クムパワピーシュガー㈱ 

注3 

タイ国 

バンコク

市 

百万バーツ 

538 
砂糖事業 

43.9 

[2.2]

さとうきび一番糖の仕入、製糖技術支援、設備資金

の貸付を行っております。 

借入債務の保証を行っております。 

役員の兼任１名 

カセットポンシュガー㈱ 

注3 

タイ国 

バンコク

市 

百万バーツ 

500 
砂糖事業 

31.2 

[5.5]

製糖技術支援を行っております。 

借入債務の保証を行っております。 

役員の兼任１名 

 



 （注）１．主要な事業の内容欄には、その他の関係会社を除いて事業の種類別セグメントの名称を記載しております。

２．持分は100分の20未満であるが、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。 

３．議決権の所有割合の［ ］内は、緊密な者又は同意している者の所有割合で外数であります。 

４．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。 

５．有価証券報告書提出会社であります。 

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．全社(共通)として記載されている従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門に所属している者

であります。 

(2)提出会社の状況 

 （注）１．従業員数は就業人員であります。 

２．平均年間給与は基準内及び基準外賃金の合計額であり賞与を含んでおります。 

(3）労働組合の状況 

 並立していた旧三井製糖株式会社労働組合、旧新名糖株式会社労働組合、旧台糖株式会社労働組合、旧株式会社

ケイ・エス労働組合は、平成18年８月18日付で三井製糖労働組合に統合しております。 

  

 平成19年３月31日現在の組合員数は以下の通りであります。 

名称 住所 
資本金 

（百万円） 
主要な事業の内
容 

議決権の
所有又は
被所有割
合（％） 

関係内容 

（その他の関係会社） 

三井物産㈱ 注5 

東京都 

千代田区 
323,212 総合商社 

被所有 

31.1 

当社製品の販売代理店であり、また原料糖、商品及

び資材等を仕入れております。 

役員の兼任 － 

  平成19年３月31日現在

事業の種類別セグメントの名称 従   業   員   数 （人） 

砂糖事業 526(10) 

食品素材事業 129(－) 

不動産事業 6(－) 

全社(共通) 54(－) 

合計 715(10) 

  平成19年３月31日現在

従業員数（人） 平均年令（才） 平均勤続年数（年） 平均年間給与（円） 

419 41.97 18.97 7,155,072 

  平成19年３月31日現在

名 称 三井製糖労働組合 

人 数（人）  309 



第２【事業の状況】 

１【業績等の概要】 

(1)業績 

当連結会計年度のわが国経済は、企業収益の改善を背景に設備投資は増加し、雇用者所得も緩やかに増加を続けま

した。個人消費も緩やかな回復基調で推移しましたが、他方で原油価格や金利の動向等に依然先行き不透明感を残し

ました。企業活動においては金融、流通の更なるグループ化や大型Ｍ＆Ａが進行し、当社グループの属する食品業界

においても再編集約が加速しました。また、会社法、金融商品取引法と内部統制に関する法令が整備され、企業の社

会的責任や透明性が再認識されました。 

国際的には貿易の自由化の流れが加速し、ＷＴＯ（世界貿易機関）におけるドーハラウンドの早期決着が示唆さ

れ、一方、様々な経済領域での連携強化・協力の促進等も含めたＥＰＡ（経済連携協定）が多く結ばれました。日本

もタイと締結し、他のＡＳＥＡＮ諸国や豪州との合意を目指す等、更に経済のグローバル化の流れが進みました。こ

のような状況下、当社グループにおきましては合併２年目を迎え一層の合併効果の実現を図るべく事業基盤の強化に

取り組み、当連結会計年度を終えました。 

当社グループの事業の種類別セグメントで見ますと、次の通りとなります。 

砂糖事業 

砂糖事業におきましては、海外粗糖相場が世界的な原油高騰の影響を受け、原油に代わるバイオ燃料の原料として

サトウキビが注目されたことにより相場が喚起され、投機筋やファンドの動きも活発となり高値で推移しました。そ

の後、期末にかけては供給過多のファンダメンタルを反映して落ち着いた動きとなりました。一方、砂糖製品の国内

市中相場は下半期にやや下落し、そのままの水準で推移しました。販売面では、色濃く残るデフレ経済の影響や原料

価格の上昇、エネルギーコストの上昇などにより厳しいスタートになりましたが、自社製品に対して高い品質意識と

コスト意識を持ち、適正価格による販売と価格改善に努め、事業計画の売上高を達成することができました。連結子

会社及び持分法適用会社につきましては、甘蔗糖事業はサトウキビの品質や歩留も良く堅調に推移し、甜菜糖事業は

産糖量が前年よりも減少しましたが概ね堅調に推移しました。 

 この結果、砂糖事業の売上高は67,117百万円（前連結会計年度比4.5％増）となりました。 

食品素材事業 

食品素材事業におきましては、色素は、当社が特許を保有しているクチナシ系天然色素の大型商品への採用等で好

調に推移し、前期を大幅に上回る売上を達成しました。パラチノースは、メタボリックシンドロームへの社会的関心

が高まる中、その有効性の実証作業を進め販売増を目指しましたが、販売量は前期を若干上回るにとどまりました。

還元パラチノース（パラチニット）は、用途開発と新商品への導入を進めキャンディ、ガムを中心に概ね順調に推移

しました。開発型商品であるさとうきび抽出物の販売は堅調でしたが、寒天・ゲル化剤は、前期のブームの反動と原

料価格の高騰で低調に推移しました。食品品質改良剤等を製造販売している連結子会社は、仕入商品の販売が増加

し、前期比増収となりました。 

 この結果、食品素材事業の売上高は7,852百万円（前連結会計年度比1.7％減）となりました。 

不動産事業 

不動産事業におきましては、引き続き保有不動産の有効活用を図ってまいりましたが、当期初に賃貸物件の一部を

売却したことや仲介収入の減少等があったことを主因として、売上高は減少しました。また、平成18年９月30日をも

って神戸長田南地区再開発のために解散した連結子会社の神戸トラックターミナル㈱は、平成18年12月に清算を結了

しました。 

この結果、不動産事業の売上高は1,327百万円（前連結会計年度比10.3％減）となりました。 

その他事業 

その他事業におきましては、当連結会計年度にシゾフィラン（ＳＰＧ）の売上を計上しました。また、平成18年12

月28日をもって解散した連結子会社の㈱台糖バイオ生産研究所は、平成19年3月に清算を結了しました。 

 この結果、その他事業の売上高は38百万円（前連結会計年度比21.7％減）となりました。 

以上の結果、当連結会計年度の売上高は、76,336百万円（前連結会計年度比3.5%増）となりました。砂糖事業にお

いては、原料費、燃料費や包装材料費等が高値推移する中、適正価格による販売と価格条件の改善に努力し、適切な

原料調達とコストセーブにも取り組み大幅な増益となりました。食品素材事業では、連結子会社において商品の増加

により原価率が上昇したものの、ほぼ横ばいとなり、不動産事業では、賃貸ビルの耐震補修や土地（神戸市長田区）

の更地化工事のため経費が大幅に増加し営業減益となりました。持分法利益では、粗糖価格の上昇により国内外の持

分法適用製糖会社の業績改善が図られ増益となり、その結果、経常利益は4,289百万円（同95.2％増）となりまし

た。また、環境対策処理費用154百万円や固定資産除却損96百万円を含む特別損失258百万円を計上しましたが、土地

の売却による固定資産処分益264百万円を含む特別利益393百万円を計上した結果、当期純利益は2,952百万円（同

151.0％増）となりました。 



(2)キャッシュ・フロー 

当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、営業活動により6,156百万円増加した

一方、借入金の返済等による財務活動で6,036百万円減少したことにより、期中では前連結会計年度末に対して103百

万円減少し、2,338百万円となりました。 

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次の通りであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果得られた資金は6,156百万円（前連結会計年度は資金の増加756百万円）となりました。 

    これは主に、たな卸資産の増加950百万円など資金の減少があった一方で、税金等調整前当期純利益4,425百万

円、減価償却費2,425百万円など資金の増加があったことによるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動による資金の減少は223百万円（前連結会計年度は資金の増加339百万円）となりました。 

川崎土地等売却による有形固定資産の売却による収入1,032百万円など資金の増加があった一方で、工場設備等

の有形固定資産の取得による支出1,434百万円などがあったことによるものです。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動による資金の減少は6,036百万円（前連結会計年度は資金の減少3,332百万円）となりました。 

これは主に、コマーシャルペーパーの純減少が2,500百万円あった一方で、借入金の純減少2,066百万円、自己株

式の取得759百万円、配当金の支払707百万円など資金の減少があったことによるものです。 



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、次の通りであります。 

 （注）１．金額は販売価格によっております。 

２．上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

(2）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、次の通りであります。 

 （注） 上記金額には、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）は原則として見込み生産を行っているため、該当事項はありませ

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、次の通りであります。 

 （注）１．セグメント間の取引につきましては相殺消去しております。 

事業の種類別セグメントの名称 
当連結会計年度 

（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

前年同期比（％） 

砂糖事業（百万円） 58,019 106.8 

食品素材事業（百万円） 3,663 90.8 

合計（百万円） 61,683 105.7 

事業の種類別セグメントの名称 
当連結会計年度 

（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

前年同期比（％） 

砂糖事業（百万円） 8,875 105.0 

食品素材事業（百万円） 3,338 119.1 

合計（百万円） 12,214 108.5 

事業の種類別セグメントの名称 
当連結会計年度 

（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

前年同期比（％） 

砂糖事業（百万円） 67,117 104.5 

食品素材事業（百万円） 7,852 98.3 

不動産事業（百万円） 1,327 89.7 

その他事業（百万円） 38 78.3 

合計（百万円） 76,336 103.5 



２． 近２連結会計年度の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次の通りであ

ります。 

    ３．本表の金額には、消費税等は含まれておりません。 

相手先 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

金額（百万円） 割合（％） 金額（百万円） 割合（％） 

三井物産㈱ 39,292 53.3 41,244 54.0 

双日㈱ 9,777 13.3 10,847 14.2 



３【対処すべき課題】 

(1) 当社グループの現状認識について 

今後のわが国経済は、設備投資や雇用に底堅さが予想される反面、金利動向や米国の景気、為替動向など不透

明感もぬぐえないと思われます。主力である砂糖事業におきましては、原料粗糖の調達面で、貿易の国境措置の

低減による産業構造の変化や安全保障構造の変化により、エネルギー、金属や食糧といった戦略的な資源価格の

不透明感が懸念されております。また、国内においては少子高齢化や人口移動による市場変化も予想されます。

(2) 対処方針および具体的取組状況 

当社グループにおきましては、企業理念として「三井製糖は、安心・信頼・天然の食品素材を誠実に提供し、

豊かなくらしに貢献します。」を掲げ、合併以来の基本戦略である「コアである砂糖事業の体質強化」、「ブラ

ンド力の更なる向上（品質・付加価値の向上）」、「食品素材・不動産等の多角化部門の収益力強化」に引き続

き取り組む中、効率性を追求し継続的な事業ポートフォリオの見直しを進めてまいります。中期経営計画（３ヵ

年）につきましては、２年目となる当連結会計年度において定量目標を達成したこと、及び当社グループ、業界

を取り巻く情勢、環境の加速度的な変化等も勘案し当該中期経営計画を前倒しで終了することとしました。現

在、前中期経営計画の定性面での積み残し課題である「事業の選択と集中」、「一層の効率化」の達成と、環境

変化のスピードに対応し生産拠点の見直しを含めた体制構築を目指す新たな２ヵ年の中期経営計画を策定中であ

ります。 

砂糖事業 

砂糖事業におきましては、慎重な原料調達を行い、コストを意識した適正価格による販売を継続いたします。

生産面では、生産効率を追及し継続したコストダウンを進めながら、安心安全の品質維持向上と環境に配慮した

生産を進めてまいります。 

食品素材事業 

食品素材事業におきましては、商材のそれぞれの特質と将来性を判断しながら選択と集中を進めてまいりま

す。色素と還元パラチノース（パラチニット）は収益の極大化を追求し、寒天・ゲル化剤は採算の向上を目指し

ます。パラチノースとさとうきび抽出物は機能・用途の開発と認知度の浸透を進めてまいります。 

不動産事業 

不動産事業におきましては、神戸市長田区の土地賃貸を年度中に開始させるほか、保有不動産の個別収益の向

上と当社の資産負債のバランスを取りながら、当社の資産効率の更なる向上と収益に寄与するよう、取り組んで

まいります。 

その他事業 

その他事業におきましては、平成19年３月に清算した連結子会社で培った技術やノウハウ等の資源を当社の研

究開発で活用することを検討してまいります。 



４【事業等のリスク】 

 当社グループの事業及びその他を遂行する上でのリスクについて、投資家の判断に重要な影響を及ぼす可能性があ

ると考えられる事項を以下に記載します。なお、文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において

当社が判断したものであります。 

(1) 農業政策等の事業環境に関する事項 

 当社グループの売上高の80％以上を占める砂糖事業は、「砂糖およびでん粉の価格調整に関する法律」などの枠

組みで運営されております。ＷＴＯの動向やＥＰＡ・ＦＴＡ（自由貿易協定）の進展において砂糖の国境措置制

度、国内農業との枠組みが変更された場合、当社グループの業績及び財産状態に影響を及ぼす可能性があります。

(2) 原料及び砂糖の価格変動に関する事項  

    主力事業である砂糖事業における精製糖（砂糖）は、その原料（粗糖）の大部分を海外から調達しており、海外

粗糖相場や為替相場、原油価格等諸条件が複合的に影響することにより仕入価格が変動します。原料コストが大き

く変動し適正な価格反映ができない場合、当社グループの業績及び財産状態に影響を及ぼす可能性があります。 

(3) 食の安全性に関する事項 

    当社グループは、安全安心な製品を安定的に供給するための生産・品質管理体制を整備し万全の体制で臨んでお

りますが、購入原材料に異物や違法添加物、残留農薬等の混入、品質上の重大な欠陥がある場合や、生産・品質管

理上、予想を超える事態が発生した場合、管理体制の強化や対策のための費用の発生等、当社グループの業績及び

財産状態に影響を及ぼす可能性があります。 

(4) 法規制及び法改正における事項 

    当社グループは、会社法、金融商品取引法、法人税法等の一般的な法令に加え、食品衛生法、ＪＡＳ法、独占禁

止法等の他、環境・リサイクル関連等において法規制の適用を受けております。法規制が改正強化され当社の想定

以上の規制が実施される場合、それに対応する新たな費用の発生等、当社グループの業績及び財産状態に影響を及

ぼす可能性があります。 

(5) 調達資金の金利上昇に関する事項 

    当社グループにおきましても安定した資金調達は会社経営の重要な業務の一つでありますが、資金の調達コスト

がアップした場合、多額の金融費用（支払利息）が発生し、当社グループの業績及び財産状態に影響を及ぼす可能

性があります。 

(6) 有価証券の時価変動に関する事項  

    当社グループは積極的な有価証券投資は行っておりませんが、保有する上場株式等の有価証券が市中相場の大暴

落により含み損が発生し、減損処理が必要となる場合、当社グループの業績及び財産状態に影響を及ぼす可能性が

あります。 



５【経営上の重要な契約等】 

当連結会計年度において、新たに締結した経営上の重要な契約等はありません。 



６【研究開発活動】 

当社グループの研究開発活動は、主として食品素材事業において更なる拡大発展のための研究開発及び同事業を核とす

る新規領域への展開を目的として実施しております。 

色素関連では、明色化の検討を継続して行っております。「呈味改善」「環境消臭」「飼料」の三分野で事業展開して

いる「さとうきび抽出物」に関しましては、同分野の更なる拡大のための機能開発を進めました。「さとうきび抽出物」

の免疫調節機能に着目した「機能性食品」分野につきましても、複数の大学と連携し、近い将来の商品化に向けての研究

を進展させております。「パラチノース」につきましては、低GI機能、血糖値上昇抑制効果及び内臓脂肪蓄積抑制効果

を、メタボリックシンドロームなど生活習慣病対策の有望な甘味素材とすべく、外部研究機関と連携した開発体制にて開

発・パブリシティーを進行中であります。また、「さとうきび」を軸とする事業、砂糖および食品素材などに関連して新

規テーマを数件提案し着手しました。 

連結子会社におきましても、色素の性質改良や除菌剤・防腐剤の開発・商品化など、各種製品開発に取り組んでおりま

す。 

以上の活動により、当連結会計年度に係る研究開発費用の総額は498百万円であります。 



７【財政状態及び経営成績の分析】 

（1）重要な会計方針及び見積もり 

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ている会計基準に基づき作成されてお

ります。連結財務諸表の作成にあたり、見積もりが必要な事項につきましては、合理的な判断に基づき、会計上の

見積もりを行っております。詳細につきましては、「第5 [経理の状況] 1 [連結財務諸表等] 連結財務諸表作

成のための基本となる重要な事項」に記載しております。 

（2）財政状態 

当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末比1,319百万円減少し70,397百万円となりました。連結貸借対照

表の主要項目ごとの主な増減要因等は次の通りであります。 

①流動資産 

流動資産は、前連結会計年度末比541百万円増加し18,126百万円となりました。これは主として、原材料価格の高

騰等によりたな卸資産が増加したことによるものであります。 

②固定資産 

固定資産は、前連結会計年度末比1,860百万円減少し52,271百万円となりました。これは主として、機械装置及び

運搬具等の有形固定資産の取得による増加と、土地の売却による減少及び減価償却費によるものであります。 

③負債 

負債は、前連結会計年度末比2,893百万円減少し27,346百万円となりました。これは主として、有利子負債（短期

借入金、コマーシャルペーパー、長期借入金）の圧縮によるものであります。 

④純資産 

純資産は、前連結会計年度末の少数株主持分及び資本合計に比較して1,574百万円増加し43,051百万円となりまし

た。これは主として、当期純利益による増加と、剰余金の配当及び自己株式の取得によるものであります。 

（3）経営成績 

当連結会計年度における経営成績の概要につきましては、「1．業績等の概要 （1）業績」に記載しております。

なお、連結損益計算書の主要項目ごとの主な増減要因等は次の通りであります。 

①売上高 

 売上高は、前連結会計年度比2,612百万円増加し76,336百万円となりました。これは主として、砂糖事業の売上

高の増加によるものであります。 

②営業利益 

営業利益は、売上高の増加の一方、砂糖事業における原材料費や製造費用の増加と不動産事業における修繕維持費

用の発生等による負担増がありましたが、前連結会計年度比1,710百万円増加し3,673百万円となりました。 

③経常利益 

営業外損益では、持分法による投資利益やデリバティブ利益の増加を主因として営業外収入が増加し、これにより

経常利益は、営業利益の増加と合わせ、前連結会計年度比2,092百万円増加し4,289百万円となりました。 

④当期純利益 

特別損益では、前連結会計年度に比較して特別利益が937百万円減少した一方で、特別損失が1,231百万円減少し、

これにより税金等調整前当期純利益は、経常利益の増加と合わせ、前連結会計年度比2,385百万円増加し4,425百万

円となりました。 

法人税、住民税及び事業税、法人税等調整額及び少数株主利益を控除した当期純利益は、前連結会計年度比1,775

百万円増加し2,952百万円となりました。 



第３【設備の状況】 

１【設備投資等の概要】 

当社グループでは生産設備の老朽更新を主に併せて省力化設備近代化投資を行っております。 

砂糖事業においては当連結会計年度において、グループ全体で773百万円の設備投資を行いました。 

食品素材事業においては当連結会計年度において、グループ全体で281百万円の設備投資を行いました。 

また、不動産事業においては当連結会計年度において、グループ全体で230百万円の設備投資を行いました。 

２【主要な設備の状況】 

 当社グループにおける主要な設備は、次の通りであります。 

(1)提出会社 平成19年３月31日現在

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 

従業員数 

（人） 

土地 
建物及び

構築物 

（百万円）

機械装置

及び運搬

具 

（百万円）

工具器具

及び備品 

（百万円） 

合計 

（百万円） 面積 

(㎡) 

金額 

（百万円）

本社、東北・ 

名古屋営業所他 

（東京・名古屋

他） 

砂糖事業 

食品素材事業 

不動産事業 

その他事業 

統括・販売業

務施設 
－ － 14 0 31 46 104 

関西支社、岡山営

業所 

（大阪市中央区、

岡山市） 

砂糖事業 

食品素材事業 

不動産事業 

販売業務施

設、不動産賃

貸施設 

1,266 188 68 12 4 273 28 

総合研究所 

（茅ヶ崎市） 

砂糖事業 

食品素材事業 
研究施設 913 217 90 0 25 333 18 

寮・社宅施設 

（市川市 他） 

砂糖事業 

不動産事業 

厚生施設、不

動産賃貸施設 

7,740 

[909]

285 

[50]

286 

[72]
－ 1 

572 

[123]
－ 

第１０中央ビル 

（東京都中央区) 
不動産事業 

不動産賃貸施

設 

1,033 

[1,033]

4,794 

[4,794]

722 

[722]
－ 

25 

[25]

5,542 

[5,542]
－ 

宇都宮施設 

（宇都宮市） 

砂糖事業 

食品素材事業 

不動産事業 

不動産賃貸施

設 

25,330 

[7,563]

29 

[8]

529 

[430]
11 5 

575 

[439]
－ 

岡山工場 

（岡山市） 

砂糖事業 

食品素材事業 

不動産事業 

精製糖他生産

施設、不動産

賃貸施設 

136,611 

[52,529]

2,730 

[1,124]

2,080 

[1,264]
1,911 

19 

[0]

6,741 

[2,389]
70 

千葉工場 

（市原市） 
砂糖事業 

精製糖生産施

設 
40,244 3,754 3,240 1,936 30 8,961 61 

神戸工場 

（神戸市東灘区） 
砂糖事業 

精製糖生産施

設 
63,139 1,886 616 2,316 38 4,857 59 

福岡工場、九州支

社 

（福岡市東区） 

砂糖事業 

不動産事業 

精製糖生産施

設、不動産賃

貸施設 

43,750 

[4,600]

2,390 

[273]

326 

[0]
854 25 

3,597 

[273]
48 

食品素材製造部他 

（神戸市長田区） 

食品素材事業 

不動産事業 

食品素材生産

施設、不動産

賃貸施設 

39,589 2,604 123 124 27 2,880 31 

その他施設 

（東京都杉並区他

10箇所） 

砂糖事業 

不動産事業 

不動産賃貸施

設他 

19,962 

[5,900]

262 

[107]

596 

[596]
－ 

0 

[0]

859 

[704]
－ 



 （注）１．投下資本の金額は、有形固定資産の帳簿価額であり、建設仮勘定は含まれておりません。 

２．［ ］内は、連結会社以外の者へ賃貸中のもので内数であります。その主な貸与先は以下の通りでありま

す。 

寮・社宅施設      ㈱アイスター商事 

第１０中央ビル     三洋化成工業㈱ 

宇都宮施設       カルビー㈱ 

岡山工場        ㈱天満屋ストア、旭食品㈱、生活協同組合おかやまコープ、ロイヤルホームセン

ター㈱、大和情報サービス㈱ 

福岡工場、九州支社   日本食品化工㈱ 

その他施設       ㈱すかいらーく、三井不動産販売㈱、大和リビング㈱ 

３．従業員数の< >は、臨時従業員数であり外数であります。 

４．提出会社は下記の関係会社に対して設備を賃貸しております。 

５．上記の他、主要なリース設備として、以下のものがあります。 

提出会社 

 （注） 年間リース料の欄の（ ）書きは内数であり、事業再構築助成措置より補填される金額でありま

す。 

(2)国内子会社 平成19年３月31日現在

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 

従業員数 

（人） 

土地 
建物及び

構築物 

（百万円）

機械装置

及び運搬

具 

（百万円）

工具器具

及び備品 

（百万円） 

合計 

（百万円） 面積 

(千㎡) 

金額 

（百万円）

スプーンシュガー㈱ 

（宇都宮市） 

砂糖事業 

食品素材事

業 

二次加工製品

の製造設備 
－ － 16 152 17 187 19 

スプーンシュガーウ

エスト㈱ 

（岡山市） 

砂糖事業 

食品素材事

業 

二次加工製品

の製造設備 
－ － 9 343 10 362 92 

㈱タイショーテクノ

ス 

（静岡県小山町） 

食品素材事

業 

食品添加物製

造設備他 
10 266 440 47 20 774 77 

生和糖業㈱ 

（鹿児島県喜界町） 
砂糖事業 

原料糖生産設

備 
106 373 215 562 11 1,161 

55 

<10>

事業所名 会社名 
土  地 
（百万円） 
（面積㎡） 

建物及び構築物 
（百万円） 

宇都宮施設 
スプーンシュガー㈱ 
（連結子会社） 

20 
(17,767) 

98 

岡山工場 
スプーンシュガーウエ
スト㈱ 
（連結子会社） 

102 
(5,363) 

286 

岡山工場 
㈱レイオン 
（関連会社） 

149 
(7,833) 

162 

福岡工場 
㈱スプーンフーズ 
（連結子会社） 

260 
(4,855) 

26 

その他施設 
㈱タイショーテクノス 
（連結子会社） 

81 
(7,031) 

－ 

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 従業員数 
年間リース料 
（百万円） 

千葉工場 
（市原市） 

砂糖事業 精製糖生産設備 61 
616 

(79) 



３【設備の新設、除却等の計画】 

 重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はありません。 



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】 

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。 

(3）【ライツプランの内容】 

 該当事項はありません。 

種類 発行可能株式総数(株) 

普通株式 300,000,000 

計 300,000,000 

種類 
事業年度末現在発行数(株) 

(平成19年３月31日) 
提出日現在発行数(株) 
(平成19年６月28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 141,667,400 141,667,400 

東京証券取引所 

大阪証券取引所 

各市場第一部 

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 141,667,400 141,667,400 － － 



(4）【発行済株式総数、資本金等の推移】 

（注） 当社は平成17年４月１日に台糖株式会社、株式会社ケイ・エスと合併し、合併に際して普通株式50,347,400株

を発行し、その所有する自己の普通株式3,148,000株と合わせて合計53,495,400株を、平成17年３月31日の

終の台糖株式会社及び株式会社ケイ・エスの株主名簿に記載または記録された各株主に対して、その所有する

台糖株式会社の普通株式１株につき当社の普通株式1.05株、またその所有する株式会社ケイ・エスの普通株式

１株につき当社の普通株式394株の割合をもってこれを割り当て交付いたしました。これにより、発行済株式

の総数が141,667,400株となり、資本金が2,517百万円、資本準備金が1,123百万円、それぞれ増加しました。 

(5）【所有者別状況】 

 （注）１．自己株式1,883,613株は「個人その他」に1,883単元及び「単元未満株式の状況」に613株含まれておりま

す。 

２．上記「その他の法人」の中には証券保管振替機構名義の株式が６単元含まれております。 

年月日 
発行済株式総
数増減数(株) 

発行済株式総
数残高(株) 

資本金増減額
(百万円) 

資本金残高 
(百万円) 

資本準備金増
減額 

(百万円) 

資本準備金残
高 

(百万円) 

平成17年４月１日 

（注） 
50,347,400 141,667,400 2,517 7,083 1,123 1,177 

  平成19年３月31日現在

区分 

株式の状況（１単元の株式数 1,000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) － 42 55 193 69 3 17,592 17,954 － 

所有株式数

（単元） 
－ 22,188 2,542 57,614 7,971 8 50,251 140,574 1,093,400 

所有株式数の

割合(％) 
－ 15.78 1.81 40.98 5.67 0.01 35.75 100 － 



(6）【大株主の状況】 

 （注）１．上記三井物産株式会社（常任代理人 資産管理サービス信託銀行株式会社）の所有株式数には、三井物産株

式会社名義の株式が15,011千株含まれております。 

  平成19年３月31日現在

氏名又は名称 住所 
所有株式数 
(千株) 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合(%) 

三井物産株式会社 

(常任代理人 資産管理サービ

ス信託銀行株式会社) 

東京都千代田区大手町一丁目２－１ 

(東京都中央区晴海一丁目８－12) 
43,045 30.38 

双日食料株式会社 東京都港区赤坂二丁目14－32 3,920 2.76 

三井住友海上火災保険株式会

社 
東京都中央区新川二丁目27－２ 3,155 2.22 

豊田通商株式会社 
愛知県名古屋市中村区名駅四丁目９―

８  
3,000 2.11 

日本トラスティ・サービス信

託銀行株式会社（信託口） 
東京都中央区晴海一丁目８－11 2,734 1.92 

双日株式会社 東京都港区赤坂六丁目１－20 2,500 1.76 

株式会社三井住友銀行 東京都千代田区有楽町一丁目１－２ 2,430 1.71 

日本マスタートラスト信託銀

行株式会社（信託口） 
東京都港区浜松町二丁目11－３ 2,135 1.50 

三井製糖株式会社 東京都中央区日本橋本町二丁目８－２ 1,883 1.32 

日本トラスティ・サービス信

託銀行株式会社（三井アセッ

ト信託銀行再信託分・ＣＭＴ

Ｂエクイティインベストメン

ツ株式会社信託口） 

東京都中央区晴海一丁目８－11 1,610 1.13 

計 － 66,413 46.87 



２．クレディ・スイス証券株式会社及びその共同保有者６社から、平成19年１月15日付の大量保有報告書の写し

の送付があり、平成18年12月31日現在でそれぞれ以下のとおり株式を保有している旨の報告を受けておりま

すが、当社として期末時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めて

おりません。 

(7）【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6,000株(議決権の数６個)含まれてお

ります。 

氏名又は名称 住所 
保有株券等の数 

(株) 
株券等保有割合

(%) 

クレディ・スイス証券株式会

社 

東京都港区六本木一丁目６番

１号泉ガーデンタワー 
株式 359,000 0.25 

クレディ・スイス・セキュリ

ティーズ（ヨーロッパ）リミ

テッド 

英国 ロンドンE14 4QJ、ワ

ン・カボット・スクウェア 
 株式 1,641,000 1.16 

クレディ・スイス・インター

ナショナル 

英国 ロンドンE14 4QJ、ワ

ン・カボット・スクウェア 
 株式 19,000 0.01 

クレディ・スイス・セキュリ

ティーズ（ユーエスエー）エ

ルエルシー 

米国 ニューヨーク州 ニュ

ーヨーク マジソン・アベニ

ュー11 

 株式 1,428,000 1.01 

クレディ・スイス 
スイス国チューリッヒ、

8001、パラデプラッツ８番地 
株式 273,450 0.19 

クレディ・スイス・アセッ

ト・マネジメント・エルエル

シー 

米国 ニューヨーク州 ニュ

ーヨーク マジソン・アベニ

ュー11 

株式 596,000 0.42 

クレディ・スイス投信株式会

社 

東京都港区六本木一丁目６番

１号泉ガーデンタワー 
株式 1,965,000 1.39 

計 － 株式 6,281,450 4.43 

  平成19年３月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容 

無議決権株式 － － － 

議決権制限株式(自己株式等) － － － 

議決権制限株式(その他) － － － 

完全議決権株式(自己株式等) 普通株式 2,318,000 － 
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 138,256,000 138,256 同上 

単元未満株式 普通株式 1,093,400 － 同上 

発行済株式総数   141,667,400 － － 

総株主の議決権   － 138,256  － 



②【自己株式等】 

(8）【ストックオプション制度の内容】 

 該当事項はありません。 

  平成19年３月31日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所 
自己名義所有
株式数(株) 

他人名義所有
株式数(株) 

所有株式数
の合計(株) 

発行済株式
総数に対す
る所有株式
数の割合 

(％) 

三井製糖株式会社 
東京都中央区日本橋本町二

丁目８－２ 
1,883,000 － 1,883,000 1.32 

南西糖業株式会社 
鹿児島県鹿児島市金生町

２-15 
400,000 － 400,000 0.28 

株式会社平野屋 
大阪府大阪市浪速区桜川二

丁目14－26 
35,000 － 35,000 0.02 

計 － 2,318,000 － 2,318,000 1.63 



２【自己株式の取得等の状況】 

【株式の種類等】 会社法第155条第３号に該当する普通株式の取得並びに旧商法第221条第６項の規定に基づく単 

元未満株式の買取請求による普通株式の取得並びに会社法第155条第７号に該当する普通株式の

取得 

  

(1）【株主総会決議による取得の状況】 

   該当事項はありません。  

  

(2）【取締役会決議による取得の状況】 

(3）【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】 

（注）当期間における取得自己株式には、平成19年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取

りによる株式は含まれておりません。 

  

区分 株式数（株） 価額の総額（円） 

取締役会（平成19年２月21日）での決議状況 

（取得期間 平成19年２月22日～平成19年２月22日） 
1,500,000 750,000,000 

当事業年度前における取得自己株式 － － 

当事業年度における取得自己株式 482,000 218,828,000 

残存決議株式の総数及び価額の総額 1,018,000 531,172,000 

当事業年度の末日現在の未行使割合（％） 67.9 70.8 

当期間における取得自己株式 － － 

提出日現在の未行使割合（％） 67.9 70.8 

区分 株式数（株） 価額の総額（円） 

取締役会（平成19年３月６日）での決議状況 

（取得期間 平成19年３月７日～平成19年３月19日） 
1,200,000 600,000,000 

当事業年度前における取得自己株式 － － 

当事業年度における取得自己株式 1,163,000 527,611,000 

残存決議株式の総数及び価額の総額 37,000 72,389,000 

当事業年度の末日現在の未行使割合（％） 3.1 12.1 

当期間における取得自己株式 － － 

提出日現在の未行使割合（％） 3.1 12.1 

区分 株式数（株） 価額の総額（円） 

当事業年度における取得自己株式 31,477 13,352,044 

当期間における取得自己株式 4,267 1,798,810 



(4）【取得自己株式の処理状況及び保有状況】 

（注）当期間におけるその他には、平成19年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の売渡しによ

る株式は含まれておりません。また、当期間における保有自己株式数には、平成19年６月１日からこの有価証券

報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び売渡しによる株式は含まれておりません。 

区分 

当事業年度 当期間 

株式数（株）
処分価額の総額

（円） 
株式数（株） 

処分価額の総額
（円） 

引き受ける者の募集を行った取得自己株式 － － － － 

消却の処分を行った取得自己株式         

合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った

取得自己株式 
－ － － － 

その他 

（単元未満株式の売渡請求による売渡し） 
2,915 1,095,390 500 192,000 

保有自己株式数 1,883,613 － 1,887,380 － 



３【配当政策】 

当社は企業価値の向上を目指すため、食品事業を基盤にして事業の拡充を図っていくなかで、株主の皆様へ安定的

かつ継続的な配当と、将来の事業展開、財務体質・経営基盤の強化のため、内部留保の充実を、総合的に勘案しなが

ら決定することを基本方針としております。 

当社は、中間配当と期末配当の年２回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。 

これらの剰余金の配当の決定機関、期末配当につきましては株主総会、中間配当につきましては取締役会でありま

す。 

当社は、「取締役会の決議によって、毎年９月30日を基準日として、中間配当をすることができる。」旨を定款に

定めております。 

なお、当期の配当につきましては、平成19年６月28日に開催されました定時株主総会の決議により、１株当たり６

円の普通配当を実施しました。この結果、配当金の総額は838百万円となり、当期の配当性向は30.33％となりまし

た。 

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） 最高・最低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） 最高・最低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 79 期 第 80 期 第 81 期 第 82 期 第 83 期 

決算年月 平成15年３月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月 平成19年３月 

最高（円） 220 294 407 682 592 

最低（円） 162 181 231 283 347 

月別 平成18年10月 11月 12月 平成19年１月 ２月 ３月 

最高（円） 404 401 416 421 460 472 

最低（円） 347 352 374 387 401 413 



５【役員の状況】 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期 
所有株式数 
（千株） 

代表取締役社

長 

ＣＥＯ（最高

経営責任者） 
井原 芳隆 昭和20年10月18日生 

昭和43年４月 三井物産株式会社入社 

平成３年10月 同社食料本部糖質醗酵部粗糖

室長 

平成８年５月 同社秘書室長 

平成11年６月 同社取締役秘書室長 

平成14年５月 同社取締役参与 

平成14年６月 当社代表取締役社長（現任） 

(注)３  10 

取締役 

専務執行役

員、総合研究

所、経営戦略

本部、営業統

括本部、東部

営業本部、西

部営業本部管

掌 

倉橋 民雄 昭和23年６月29日生 

昭和46年４月 三井物産株式会社入社 

平成10年１月 同社食料本部糖質醗酵部長 

平成12年６月 当社取締役 

平成14年６月 当社常務取締役営業本部長 

平成17年４月 当社取締役常務執行役員経営

戦略本部長 

平成18年４月 当社取締役専務執行役員（現

任） 

(注)３  10 

取締役 

専務執行役員

財経本部長兼

内部監査室管

掌 

田中 敬明 昭和23年８月27日生 

昭和46年４月 三井物産株式会社入社 

平成13年７月 同社金属経理部長 

平成14年６月 当社取締役管理本部経理部長 

平成16年６月 当社常務取締役管理本部長 

平成17年４月 当社取締役常務執行役員財経

本部長 

平成18年４月 当社取締役専務執行役員財経

本部長（現任） 

(注)３  10 

取締役 
常務執行役員

生産本部長 
嵐 道文 昭和23年９月30日生 

昭和42年３月 当社入社 

平成12年４月 当社岡山工場長 

平成14年６月 当社取締役生産本部岡山工場

長 

平成16年６月 当社常務取締役生産本部長 

平成17年４月 当社取締役常務執行役員生産

本部副本部長兼神戸工場長 

平成18年４月 当社取締役常務執行役員生産

本部長（現任） 

(注)３  10 

取締役 

常務執行役員

西部営業本部

長 

田島 道孔 昭和21年７月25日生 

昭和46年５月 九州製糖株式会社入社 

平成元年９月 株式会社ケイ・エス入社 

平成12年６月 同社取締役営業部長 

平成15年６月 同社常務取締役営業部長 

平成17年４月 当社取締役常務執行役員九州

支社長 

平成19年４月 当社取締役常務執行役員西部

営業本部長（現任） 

(注)３  5 

取締役 

常務執行役員

事業開発本部

長兼事業開発

部長 

井尾 誠志 昭和24年８月29日生 

昭和47年４月 台糖株式会社入社 

平成14年６月 同社取締役管理本部長 

平成15年６月 同社常務取締役管理本部長 

平成17年４月 当社取締役常務執行役員事業

開発本部長兼事業開発部長

（現任） 

(注)３  8 

 



役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期 
所有株式数 
（千株） 

取締役 

常務執行役員

総務人事本部

長兼総務人事

部長兼事業開

発本部付 

平田 勝造 昭和25年８月22日生 

昭和45年８月 当社入社 

平成12年６月 当社企画開発部長 

平成15年４月 当社管理本部開発関連事業部

長 

平成16年６月 当社取締役管理本部副本部長

兼開発関連事業部長 

平成17年４月 当社取締役常務執行役員総務

人事本部長兼事業開発本部付 

平成17年12月 当社取締役常務執行役員総務

人事本部長兼総務人事部長兼

事業開発本部付（現任） 

(注)３  5 

取締役 

常務執行役員

食品素材事業

本部長 

伊藤 伸明 昭和23年５月８日生 

昭和46年４月 日商岩井株式会社入社 

平成12年12月 同社生活産業カンパニーシニ

アバイスプレジデント 

平成13年４月 当社取締役 

平成14年４月 日商岩井株式会社生活産業カ

ンパニーシニアバイスプレジ

デント 

平成14年６月 同社執行役員生活産業カンパ

ニープレジデント 

平成16年６月 当社取締役営業本部副本部長 

平成17年３月 当社取締役退任 

平成17年４月 当社上席執行役員食品素材事

業本部長 

平成18年４月 当社常務執行役員食品素材事

業本部長 

平成18年６月 当社取締役常務執行役員食品

素材事業本部長（現任） 

(注)３  5 

取締役   多胡 祐太郎 昭和31年６月26日生 

昭和54年４月 三井物産株式会社入社 

平成14年２月 同社関西支社食料部食糧営業

部長 

平成16年４月 同社食料・リテール本部糖質

醗酵部砂糖・澱粉製品室長 

平成18年12月 同社食料・リテール本部糖質

醗酵部長（現任） 

平成19年６月 当社取締役（現任） 

(注)３  － 

取締役   池田 高士 昭和25年４月26日生 

昭和50年４月 日商岩井株式会社入社 

平成14年８月 同社肥料部長 

平成16年４月 Thai Central Chemical Publ

ic Company Limited 代表取

締役社長 

平成19年４月 双日株式会社執行役員食料本

部長（現任） 

平成19年６月 当社取締役（現任） 

(注)３  － 

取締役   中橋 和久 昭和34年12月30日生 

昭和57年４月 株式会社トーメン入社 

平成18年４月 豊田通商株式会社食糧砂糖部

米麦グループリーダー 

平成19年４月 同社食糧部長（現任） 

平成19年６月 当社取締役（現任） 

(注)３  － 

 



 （注）１．取締役 多胡祐太郎、池田高士、中橋和久の３名は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。

２．監査役 西本昇司、滝澤英一、葛西達夫、江崎義隆の４名は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であ

ります。 

３．平成19年６月28日開催の定時株主総会選任後、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時

株主総会の終結の時までであります。 

４．平成17年６月29日開催の定時株主総会選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時

株主総会の終結の時までであります。 

５．平成16年６月29日開催の定時株主総会承認の合併契約書に基づき、平成17年４月１日就任後、４年以内に終

了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。 

６．平成18年６月29日開催の定時株主総会選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時

株主総会の終結の時までであります。 

７．平成19年６月28日開催の定時株主総会選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時

株主総会の終結の時までであります。 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期 
所有株式数 
（千株） 

監査役 

［常勤］ 
  小林 良平 昭和17年７月29日生 

昭和36年３月 当社入社 

平成10年６月 当社経理部長 

平成12年６月 当社取締役経理部長 

平成14年６月 当社常勤監査役（現任） 

(注)４  12 

監査役 

［常勤］ 
  西本 昇司 昭和22年１月１日生 

昭和44年４月 台糖株式会社入社 

平成15年６月 同社技術本部長 

平成16年３月 同社管理本部副本部長 

平成16年６月 同社常勤監査役 

平成17年４月 当社常勤監査役（現任） 

(注)５  1 

監査役 

［常勤］ 
  藤田 壽雄 昭和23年４月３日生 

昭和46年４月 三井物産株式会社入社 

平成９年10月 同社食料本部糖質醗酵部部長

代理 

平成11年６月 株式会社ケイ・エス常務取締

役 

平成17年４月 当社理事 

平成17年６月 当社常勤監査役（現任） 

(注)４ － 

監査役   滝澤 英一 昭和18年２月３日生 

昭和40年４月 株式会社三井銀行入行 

平成５年６月 株式会社さくら銀行取締役 

平成８年６月 同行常務取締役 

平成10年４月 同行専務取締役 

平成12年６月 室町殖産株式会社代表取締役

会長 

平成13年４月 三井建設株式会社顧問 

平成13年６月 同社代表取締役副社長 

平成15年４月 三井住友建設株式会社代表取

締役副社長 

平成15年10月 同社代表取締役会長 

平成17年６月 当社監査役（現任） 

(注)４  － 

監査役   葛西 達夫 昭和28年６月28日生 

昭和53年４月 北海道糖業株式会社入社 

平成12年４月 同社経理部長 

平成15年６月 当社監査役（現任） 

平成17年12月 北海道糖業株式会社取締役管

理本部長兼経理部長（現任） 

(注)６  － 

監査役   江崎 義隆 昭和27年２月15日生 

昭和50年４月 三井物産株式会社入社 

平成13年６月 同社リテール本部リテール資

材部長 

平成16年４月 同社食料・リテール本部リテ

ール営業第二部長 

平成17年４月 同社食料・リテール本部リテ

ール営業部長 

平成18年４月 同社食料・リテール本部食

料・リテール業務部長（現

任） 

平成19年６月 当社監査役（現任） 

(注)７  － 

        計   76 



６【コーポレート・ガバナンスの状況】 

コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 

当社におきましては、公正で透明な経営を大前提に、コンプライアンス重視と迅速かつ正確な情報開示を基本として

おり、企業の社会的責任と食品会社としての「食」の安全・安心に対する責任を常に意識し経営しております。 

全役職員は法令、定款の遵守はもとより、企業理念「三井製糖は、安心・信頼・天然の食品素材を誠実に提供し、豊か

な暮らしに貢献します。」の下、定められた行動基準を実践し社会の一員として節度、良識を持って行動します。更に

今後とも情報管理、リスク管理、個人情報保護などの体制、規定の整備を進めながら、ステークホルダーの信頼を得ら

れるよう絶えず努力してまいります。 

（１）コーポレート・ガバナンス体制の状況 

当社は監査役制度を採用し、次の通りコーポレート・ガバナンスに取り組んでおります。 

取締役会は、定例取締役会に加え、臨時取締役会を開催し、法令や定款で定められた事項や重要経営事項を決定して

おります。また意思決定のための協議機関として、原則として毎月２回、常勤取締役による経営会議を開催しておりま

す。 

当社では迅速な事業運営と役割責任の明確化のため、執行役員制度を導入しており、実際の業務執行にあたっては経

営戦略・財経・総務人事・営業統括・東部営業・西部営業・生産・食品素材事業・事業開発の９本部により、情報の迅

速な伝達と共有を図り、かつ部門相互間において内部牽制を働かせる一方、リスク管理担当部署として経営戦略本部、

及び管掌取締役を置きリスクの分析、統括を図るとともに、情報管理・危機管理各委員会を設置し緊急対応可能な体制

を構築しております。また適正な判断のための諮問機関として投融資、人事政策の各委員会を設置しております。 

また、子会社を含めた業務全般に関する監視、検証、提言を行い業務の適法性、有効性を確保することを目的とした

内部監査室(２名)を代表取締役直轄で設置すると共に、内部統制システムの基本方針を定めております。さらに、平成

19年４月より、三井製糖コーポレート・ガバナンスおよび内部統制原則を制定し、代表取締役を委員長とする内部統制

委員会を設置し、全役職員への啓発と浸透を図っております。 

また、全役職員が守るべき「行動基準」を設けるとともに、総務人事本部内に法務文書課及びコンプライアンス委員

会を設置しコンプライアンスの重視を徹底しております。 



当社のコーポレート・ガバナンス体制及び内部統制の模式図は下記の通りとなっております。 

（２）内部監査及び監査役監査、会計監査の状況 

代表取締役直轄の内部監査室は業務の適法性、有効性について監視、検証し、評価、報告を行っております。各監査

役は監査役会が策定した監査計画の下、上記会議への出席、報告内容の検証や各種書類の閲覧、調査等を通じて、取締

役の職務執行についてその有効性、法令遵守等の監査を実施しており、また、内部監査室と連携し、状況に応じて顧問

契約を結んでいる複数の弁護士から助言も受けております。 

会計監査人には監査法人トーマツを選任し、通常の会計監査に加え各種助言を受けております。当事業年度において

業務を執行した会計士の氏名、監査業務に係る補助者の構成は次の通りであります。 

業務を執行した会計士の氏名 

指定社員 業務執行社員  手塚 仙夫 

指定社員 業務執行社員  油谷 成恒 

監査業務に係る補助者の構成 

公認会計士  ４名 

会計士補等  ４名 

その他    １名 



（３）役員報酬等及び監査報酬 

 当事業年度における当社の取締役及び監査役に対する役員報酬等、並びに当社の会計監査人である監査法人トー

マツに対する報酬の内容は次の通りであります。 

（４）コンプライアンス及びＩＲ活動 

企業倫理の観点から、各本部長や部門長数名からなるコンプライアンス委員会を組織し、当社「行動基準」に基

づき社内及び関係会社におけるコンプライアンス研修をはじめとして当社グループ全体の遵法意識を高めるべく各

種取り組みを行っております。 

ＩＲ活動におきましては、各期毎に決算説明会を開催し、また証券アナリスト等に対するミーティングを随時開

催するなど、情報提供に努めております。 

当社の決算短信、四半期財務情報、決算説明会資料及び各種情報は当社ホームページ上で過去分を含めて開示し

ております。 

 （５）「食」の安全・安心に関する活動 

  「食」の安心・安全の確保のため、生産本部内に設置した品質保証部を中心に、関連法規、規制等を含めた製品企

画から生産、販売・サービス・物流に至る全ての工程において、より高い水準への品質向上を目指す取り組みを推進

し充実を図っております。 

（６）会社と会社の社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要 

現11名の取締役のうち３名が社外取締役であり、現６名の監査役のうち４名が社外監査役であります。社外取締

役３名は当社の主要取引先（販売代理店、原材料の仕入れ等）の従業員であり、この取引先は当社の上位株主であり

ます。社外監査役４名のうち１名は関係会社（持分法適用会社）の取締役であり、１名は当社の主要取引先（販売代

理店、原材料の仕入れ等）の従業員であり、この取引先は当社の上位株主であります。 

（７）その他 

①責任限定契約 

当社と社外取締役及び社外監査役の全員は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害

賠償責任について、同法第425条第１項に定める最低責任限度額を限度とする責任限定契約を締結しております。 

②取締役の定数 

当社の取締役は15名以内とすることを定款で定めております。 

③取締役会で決議できる株主総会決議事項 

 イ．会社法第165条第２項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得すること

ができる旨定款に定めております。これは、機動的な資本政策の遂行を可能とするためであります。 

 ロ．会社法第454条第５項の規定により、取締役会の決議によって毎年９月30日を基準日として中間配当をする

ことができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能とするためであります。

取締役に支払った報酬等 217百万円   

監査役に支払った報酬等 57百万円   

報酬等には、当事業年度に係る役員賞与引当金（取締役８名に対し50百万円、監査役３名に対し７百万円）が含

まれております。 

     

監査証明に関わる報酬（公認会計

士法第２条第１項に規定する業務

に基づく報酬） 

36百万円   



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。 

 なお、前連結会計年度（平成17年４月１日から平成18年３月31日まで）は、改正前の連結財務諸表規則に基づ

き、当連結会計年度（平成18年４月１日から平成19年３月31日まで）は、改正後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。 

 なお、前事業年度（平成17年４月１日から平成18年３月31日まで）は、改正前の財務諸表等規則に基づき、当事

業年度（平成18年４月１日から平成19年３月31日まで）は、改正後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17年４月１日から平成18年３月31日ま

で）及び前事業年度（平成17年４月１日から平成18年３月31日まで）並びに当連結会計年度（平成18年４月１日から

平成19年３月31日まで）及び当事業年度（平成18年４月１日から平成19年３月31日まで）の連結財務諸表及び財務諸

表について、監査法人トーマツ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18年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

資産の部    

Ⅰ 流動資産    

１．現金及び預金  2,447 2,341 

２．受取手形及び売掛金  ※５ 4,736 4,696 

３．有価証券  29 - 

４．たな卸資産  9,047 9,997 

５．繰延税金資産  329 551 

６．その他  1,004 551 

貸倒引当金  △10 △11 

流動資産合計  17,585 24.5 18,126 25.7

Ⅱ 固定資産    

(1）有形固定資産    

１．建物及び構築物 ※2,6 24,240 24,239   

減価償却累計額  14,679 9,560 14,860 9,379 

２．機械装置及び運搬具 ※2,6 37,250 37,450   

減価償却累計額  27,891 9,359 29,165 8,284 

３．工具器具及び備品 ※２ 1,671 1,611   

減価償却累計額  1,371 300 1,312 298 

４．土地 ※２ 20,524 19,783 

５．建設仮勘定  32 217 

有形固定資産合計  39,777 55.5 37,962 54.0

(2）無形固定資産  137 0.2 97 0.1

 



   
前連結会計年度 

（平成18年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

(3）投資その他の資産    

１．投資有価証券 ※１ 12,486 12,397 

２．長期貸付金  331 273 

３．繰延税金資産  106 116 

４．その他  1,318 1,441 

貸倒引当金  △25 △17 

投資その他の資産合計  14,217 19.8 14,211 20.2

固定資産合計  54,131 75.5 52,271 74.3

資産合計  71,717 100.0 70,397 100.0 

     

負債の部    

Ⅰ 流動負債    

１．支払手形及び買掛金 ※５ 2,996 3,300 

２．短期借入金   300 450 

３．一年内に返済予定の長
期借入金 

※2,9 3,141 2,281 

４．コマーシャルペーパー  5,000 2,500 

５．未払費用  2,734 3,569 

６．未払法人税等  74 1,404 

７．未払消費税等   213 39 

８．役員賞与引当金  - 63 

９．その他  1,345 866 

流動負債合計  15,806 22.1 14,474 20.5

Ⅱ 固定負債    

１．長期借入金 ※2,9 6,958 5,602 

２．繰延税金負債  1,191 1,140 

３．退職給付引当金  3,154 2,971 

４．役員退職給与引当金  52 43 

５．長期預り保証金  2,027 1,940 

６．その他  1,049 1,174 

固定負債合計  14,433 20.1 12,872 18.3

負債合計  30,240 42.2 27,346 38.8

     
 



   
前連結会計年度 

（平成18年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

少数株主持分    

少数株主持分  575 0.8 - -

     

資本の部    

Ⅰ 資本金 ※７ 7,083 9.9 - -

Ⅱ 資本剰余金  1,249 1.8 - -

Ⅲ 利益剰余金  32,000 44.6 - -

Ⅳ その他有価証券評価差額
金 

 957 1.3 - -

Ⅴ 為替換算調整勘定  △326 △0.5 - -

Ⅵ 自己株式 ※８ △62 △0.1 - -

資本合計  40,901 57.0 - -

負債、少数株主持分及び
資本合計 

 71,717 100.0 - - 

     

純資産の部    

Ⅰ 株主資本    

１．資本金  - - 7,083 10.1

２．資本剰余金  - - 1,254 1.8

３．利益剰余金  - - 34,202 48.6

４．自己株式  - - △821 △1.2

株主資本合計  - - 41,718 59.3

Ⅱ 評価・換算差額等    

１．その他有価証券評価差
額金 

 - - 910 1.3

２．繰延ヘッジ損益  - - 152 0.2

３．為替換算調整勘定  - - △353 △0.5

評価・換算差額等合計  - - 708 1.0

Ⅲ 少数株主持分  - - 623 0.9

純資産合計  - - 43,051 61.2

負債純資産合計  - - 70,397 100.0

     



②【連結損益計算書】 

   
前連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31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  73,724 100.0 76,336 100.0 

Ⅱ 売上原価   60,811 82.5 61,357 80.4

売上総利益  12,912 17.5 14,979 19.6

Ⅲ 販売費及び一般管理費    

１．販売口銭及び奨励費  2,333 2,231   

２．発送費及び配達費  2,096 2,461   

３．保管料及び荷役料  699 938   

４．給料及び賞与 ※１ 3,157 2,804   

５．役員賞与引当金繰入額    - 63   

６．退職給付引当金繰入額 ※１ 163 123   

７．役員退職給与引当金繰
入額 

 32 19   

８．その他 ※１ 2,467 10,949 14.8 2,664 11,306 14.8

営業利益  1,962 2.7 3,673 4.8

Ⅳ 営業外収益    

１．受取利息  7 15   

２．受取配当金  56 52   

３．保険関連収入  0 -   

４．持分法による投資利益  168 614   

５．デリバティブ利益  130 200   

６．雑収入  304 667 0.9 155 1,038 1.4

Ⅴ 営業外費用    

１．支払利息  196 150   

２．固定資産除却損  60 74   

３．設備撤去費  - 47   

４．雑損失  175 432 0.6 149 421 0.6

経常利益  2,197 3.0 4,289 5.6

 



   
前連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比 
（％） 

Ⅵ 特別利益    

１．投資有価証券売却益  130 70   

２．固定資産処分益 ※２ 308 264   

３．合理化対策事業助成金
収入 

 693 33   

５．保険解約益  172 -   

６．持分変動利益  - 18   

７．その他  27 1,331 1.8 8 393 0.5

Ⅶ 特別損失    

１．固定資産除却損 ※３ 153 96   

２．投資有価証券評価損  19 -   

３．特別退職金  379 -   

４．減損損失 ※４ 627 7   

５．退職給付費用 ※５ 216 -   

６．環境対策処理費用 ※６ - 154   

７．その他  91 1,489 2.0 - 258 0.3

税金等調整前当期純利
益 

 2,040 2.8 4,425 5.8

法人税、住民税及び事
業税 

 556 1,740   

法人税等調整額  280 837 1.2 △320 1,419 1.9

少数株主利益  26 0.0 53 0.0

当期純利益  1,176 1.6 2,952 3.9

     



③【連結剰余金計算書及び連結株主資本等変動計算書】 

連結剰余金計算書 

   
前連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 

（資本剰余金の部）  

Ⅰ 資本剰余金期首残高  54 

Ⅱ 資本剰余金増加高  

１．合併による資本剰余金
増加高 

 413 

２．自己株式処分差益  782 1,195 

Ⅲ 資本剰余金期末残高  1,249 

   

（利益剰余金の部）  

Ⅰ 利益剰余金期首残高  30,305 

Ⅱ 利益剰余金増加高  

１．当期純利益  1,176 

２．連結子会社増加による
利益剰余金増加高 

 841 

３．持分法適用会社増加に
よる利益剰余金増加高 

 1,232 3,250 

Ⅲ 利益剰余金減少高  

１．配当金  440 

２．役員賞与  28 

３．合併による利益剰余金
減少高 

 1,086 1,555

Ⅳ 利益剰余金期末残高  32,000 

   



連結株主資本等変動計算書 

当連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

  （注） 平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

 
株主資本 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成18年３月31日 残高 
（百万円） 

7,083 1,249 32,000 △62 40,270

連結会計年度中の変動額     

剰余金の配当（注）   △707   △707

役員賞与（注）   △43   △43

当期純利益   2,952   2,952

自己株式の取得   △759 △759

自己株式の処分   0 0 1

関連会社株式の売却に伴う変動
額 

  4 0 5

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額） 

    

連結会計年度中の変動額合計 
（百万円） 

－ 5 2,201 △759 1,447

平成19年３月31日 残高 
（百万円） 

7,083 1,254 34,202 △821 41,718

 

評価・換算差額等 

少数株主持分 純資産合計 
その他有価証券
評価差額金 

繰延ヘッジ損益 
為替換算調整勘
定 

評価・換算差額
等合計 

平成18年３月31日 残高 
（百万円） 

957 － △326 630 575 41,476

連結会計年度中の変動額     

剰余金の配当（注）     △707

役員賞与（注）     △43

当期純利益     2,952

自己株式の取得     △759

自己株式の処分     1

関連会社株式の売却に伴う変動
額 

    5

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額） 

△46 152 △27 78 48 126

連結会計年度中の変動額合計 
（百万円） 

△46 152 △27 78 48 1,574

平成19年３月31日 残高 
（百万円） 

910 152 △353 708 623 43,051



④【連結キャッシュ・フロー計算書】 

   
前連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31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 

 2,040 4,425

減価償却費  2,587 2,425

固定資産処分益  △313 △265

固定資産除却損  214 171

投資有価証券売却益  △148 △80

投資有価証券評価損  19 -

特別退職金  379 -

持分法による投資利益  △168 △614

持分変動利益  - △18

退職給付引当金の減少
額 

 △164 △182

貸倒引当金の増加 
（△減少）額 

 5 △6

役員賞与引当金の増加
額 

 - 63

受取利息及び受取配当
金 

 △64 △67

支払利息  196 150

合理化対策事業助成金
収入 

 △693 △33

減損損失  627 7

保険解約益  △172 -

環境対策処理費用  - 154

売上債権の減少額  33 40

たな卸資産の増加額  △1,192 △950

仕入債務の増加 
（△減少）額 

 △53 303

未払消費税等の増加
（△減少）額 

 20 △174

その他  △902 1,396

小計  2,250 6,745

 



   
前連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 金額（百万円） 

利息及び配当金の受取
額 

 64 67

合理化対策事業助成金
受取額 

 982 33

利息の支払額  △190 △150

台風被災保険金の受取
額 

 32 -

保険解約による受取額  386 -

特別退職金支払額  △52 △327

法人税等の支払額   △2,716 △470

法人税等の還付額  - 258

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 756 6,156

Ⅱ 投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

  

定期預金の払戻による
収入 

 300 3

有形固定資産の取得に
よる支出 

 △2,204 △1,434

有形固定資産の売却に
よる収入 

 1,849 1,032

有価証券の売却による
収入 

 15 29

投資有価証券の取得に
よる支出 

 △15 △206

投資有価証券の売却に
よる収入 

 484 199

投資有価証券の償還に
よる収入 

 - 100

短期貸付金の回収によ
る収入 

 2 -

長期貸付による支出  △252 -

長期貸付金の回収によ
る収入 

 286 34

連結除外による資金の
減少 

※４ △114 -

その他  △10 19

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 339 △223

 



   
前連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 金額（百万円） 

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  12,765 15,250

短期借入金の返済によ
る支出 

 △17,127 △15,100

コマーシャルペーパー
の発行による収入 

 29,000 36,500

コマーシャルペーパー
の償還による支出 

 △24,000 △39,000

長期借入れによる収入  1,042 1,000

長期借入金の返済によ
る支出 

 △3,794 △3,216

社債償還による支出  △500 -

自己株式の取得による
支出 

 △21 △759

自己株式の売却による
収入  

 - 1

配当金の支払額  △438 △707

少数株主への配当金の
支払額 

 △2 △4

合併交付金の支払額  △254 -

財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 △3,332 △6,036

Ⅳ 現金及び現金同等物の減
少額 

 △2,235 △103

Ⅴ 現金及び現金同等物の期
首残高 

 2,270 2,441

Ⅵ 合併に伴う現金及び現金
同等物の増加額 

 1,502 -

Ⅶ 連結子会社の増加に伴う
現金及び現金同等物の増
加額 

 904 -

Ⅷ 現金及び現金同等物の期
末残高 

※１ 2,441 2,338

    



（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17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

１．連結の範囲に関する事項 

全ての子会社を連結の範囲に含めております。 

連結子会社はスプーンシュガー㈱ 、スプーンシュガ

ーウエスト㈱（旧備南産業㈱）、生和糖業㈱、㈱タ

イショーテクノス、神戸トラックターミナル㈱、㈱

台糖バイオ生産研究所、㈱スプーンフーズ、山王運

輸㈱の８社であります。 

台糖㈱の連結子会社でありました㈱タイショーテク

ノス、神戸トラックターミナル㈱、台神商運㈱、㈱

台糖バイオ生産研究所の４社につきましては、台糖

㈱の当社との合併により当社の連結子会社として連

結の範囲に含めております。なお、前連結会計年度

まで連結子会社でありました㈱ケイ・エスは当社に

吸収合併され、また、前連結会計年度まで当社の非

連結子会社でありました㈱スプーンフーズ、山王運

輸㈱につきましては、合併により質的重要性が増し

たために、当連結会計年度から連結の範囲に含めて

おります。 

大東産業㈱と、台糖㈱の連結子会社でありました甲

南サービス㈱につきましては、平成17年10月に備南

産業㈱を存続会社として合併しスプーンシュガーウ

エスト㈱として発足しました。また、台糖㈱の連結

子会社でありました台神商運㈱につきましては、株

式の一部譲渡により当連結会計年度末において連結

子会社から持分法適用関連会社になっております。 

１．連結の範囲に関する事項 

全ての子会社を連結の範囲に含めております。 

連結子会社はスプーンシュガー㈱ 、スプーンシュガ

ーウエスト㈱、生和糖業㈱、㈱タイショーテクノ

ス、㈱スプーンフーズ、山王運輸㈱の６社でありま

す。 

前連結会計年度において連結子会社でありました神

戸トラックターミナル㈱及び㈱台糖バイオ生産研究

所の２社につきましては、それぞれ平成18年12月20

日及び平成19年３月20日をもって清算が結了し、連

結の範囲から除外しておりますが、清算結了までの

損益計算書につきましては連結しております。 

  

２．持分法の適用に関する事項 

(1) 持分法適用会社は14社であり、その主要な持分法

適用会社は南西糖業㈱、北海道糖業㈱、サンエイ

糖化㈱、㈱平野屋、クムパワピーシュガー㈱及び

カセットポンシュガー㈱であります。 

２．持分法の適用に関する事項 

(1) 同左 

(2）台糖㈱の関連会社でありました㈱平野屋、甲南ユ

ーテイリテイ㈱につきましては、台糖㈱の当社と

の合併により当社の関連会社として持分法の適用

範囲に含めております。また前連結会計年度まで

持分法を適用していない非連結子会社（㈱スプー

ンフーズ、山王運輸㈱）につきましては、合併に

より質的重要性が増したため、当連結会計年度か

ら連結の範囲に含めております。また前連結会計

年度まで持分法非適用の関連会社でありました箱

崎ユーティリティ㈱は、合併により質的重要性が

増したため、当連結会計年度から持分法の適用範

囲に含めております。持分法を適用していない関

連会社（㈱精糖工業会館、㈱村上商店）は当期純

損益(持分に見合う額)及び利益剰余金 (持分に見

合う額)等からみて、持分法の対象から除いても連

結財務諸表に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全

体としても重要性がないため持分法の適用範囲か

ら除外しております。 

(2）持分法を適用していない関連会社（㈱精糖工業会

館、㈱村上商店）は当期純損益(持分に見合う額)

及び利益剰余金 (持分に見合う額)等からみて、持

分法の対象から除いても連結財務諸表に及ぼす影

響が軽微であり、かつ、全体としても重要性がな

いため持分法の適用範囲から除外しております。 

 



前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

３．連結子会社の事業年度等に関する事項 

連結子会社のうち生和糖業㈱の決算日は、12月31日

であります。 

連結財務諸表の作成に当たりましては、同決算日現

在の財務諸表を使用しております。ただし、１月１

日から連結決算日までの期間に発生した重要な取引

につきましては、連結上必要な調整を行っておりま

す。 

３．連結子会社の事業年度等に関する事項 

同左 

  

４．会計処理基準に関する事項 

(1)重要な資産の評価基準及び評価方法 

イ．有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差

額は全部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） 

４．会計処理基準に関する事項 

(1)重要な資産の評価基準及び評価方法 

イ．有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差

額は全部純資産直入法により処理し、売却原

価は移動平均法により算定） 

時価のないもの 

移動平均法による原価法 

時価のないもの 

同左 

ロ．デリバティブ 

原則として、時価法 

ロ．デリバティブ 

 同左 

ハ．たな卸資産 

商品・製品・仕掛品は主として先入先出法によ

る原価法、原材料(原料)は主として総平均法に

よる原価法、原材料（副材料）・貯蔵品は主と

して移動平均法による原価法によっておりま

す。 

ハ．たな卸資産 

商品・製品・仕掛品は主として先入先出法によ

る原価法、原材料(原料)は主として総平均法に

よる原価法、原材料（副材料）・貯蔵品は主と

して移動平均法による原価法によっておりま

す。 

（会計処理方法の変更） 

従来、当社の一次砂糖部門の原材料（原料）の評価

基準及び評価方法は、先入先出法による原価法によ

っておりましたが、当連結会計年度より総平均法に

よる原価法に変更しております。この変更は平成17

年４月１日の３社合併を契機に会計処理方法の見直

しを行い、より払出実態に近い評価方法としたもの

であります。この結果、従来と同一の基準を採用し

た場合と比較して、売上原価が23百万円増加し、営

業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益は同

額減少しております。なお、セグメント情報に与え

る影響は当該箇所に記載しております。 

  

  

 



前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

(2)重要な減価償却資産の減価償却の方法 

有形固定資産 

当社は主として定額法であり、連結子会社は主と

して定率法であります。 

なお、主な耐用年数は以下の通りであります。 

建物及び構築物 

15～38年 

機械装置及び運搬具 

４～13年 

(2)重要な減価償却資産の減価償却の方法 

有形固定資産 

当社は主として定額法であり、連結子会社は主と

して定率法であります。 

なお、主な耐用年数は以下の通りであります。  

建物及び構築物  

15～38年  

機械装置及び運搬具  

４～13年  

（会計処理方法の変更） 

従来、連結子会社でありました㈱ケイ・エスは、

有形固定資産の減価償却方法につき定率法を採用

しておりましたが、当社との合併に伴い、当連結

会計年度より当社の減価償却方法である定額法を

採用することとしました。これによる損益に及ぼ

す影響は軽微であります。 

  

  

(3)重要な引当金の計上基準 

イ．貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債

権につきましては貸倒実績率により、貸倒懸念

債権等特定の債権につきましては個別に債権の

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。 

(3)重要な引当金の計上基準 

イ．貸倒引当金 

同左 

ロ．       ────── 

  

ロ．役員賞与引当金 

役員賞与の支出に備えるため、当連結会計年度

における支給見込額に基づき計上しておりま

す。 

（会計処理方法の変更） 

当連結会計年度より、「役員賞与に関する会計

基準」（企業会計基準第４号 平成17年11月29

日）を適用しております。これにより営業利

益、経常利益及び税金等調整前当期純利益は、

それぞれ63百万円減少しております。 

なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇

所に記載しております。 

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及び年金資産の見込

額に基づき計上しております。 

過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均残

存勤務期間以内の一定の年数（５年）による定

額法により損益処理しております。 

数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時

における従業員の平均残存勤務期間以内の一定

の年数（10年）による定額法により按分した額

をそれぞれ発生の翌連結会計年度から損益処理

することとしております。 

なお、連結子会社は簡便法を採用しておりま

す。 

ハ．退職給付引当金 

同左 

 



前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

ニ．役員退職給与引当金 

連結子会社は、役員退職慰労金支給に備えるた

め、内規に基づく期末要支給額の100％を計上し

ております。なお当社は、平成17年5月18日開催

の取締役会におきまして役員退職慰労金制度を

廃止することを決議し、平成17年6月29日開催の

定時株主総会におきまして役員退職慰労金の打

ち切り支給案が承認されました。これに伴い、

当連結会計年度に役員退職給与引当金を全額取

り崩しております。 

ニ．役員退職給与引当金 

連結子会社は、役員退職慰労金支給に備えるた

め、内規に基づく期末要支給額の100％を計上し

ております。 

(4）重要な外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算

基準 

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相

場により円貨に換算し、換算差額は損益として処

理しております。 

なお、在外子会社等の資産及び負債は、連結決算

日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額

は資本の部における為替換算調整勘定に含めて計

上しております。 

(4）重要な外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算

基準 

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相

場により円貨に換算し、換算差額は損益として処

理しております。 

なお、在外子会社等の資産及び負債は、連結決算

日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額

は純資産の部における為替換算調整勘定に含めて

計上しております。  

(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・リース取引につきま

しては、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。 

(5)重要なリース取引の処理方法 

  同左 

(6)重要なヘッジ会計の方法 

イ．ヘッジ会計の方法 

繰延ヘッジ処理によっております。なお、特例

処理の要件を満たしている金利スワップにつき

ましては特例処理によっております。 

(6)重要なヘッジ会計の方法 

イ．ヘッジ会計の方法 

同左 

ロ．ヘッジ手段、ヘッジ対象及びヘッジ方針 

（ヘッジ手段） （ヘッジ対象） 

商品先物取引  商品予定取引 

為替予約取引  外貨建予定取引 

金利スワップ  借入金利息 

ロ．ヘッジ手段、ヘッジ対象及びヘッジ方針 

 同左 

  

  

  

ヘッジ方針 

商品先物取引及び為替予約取引につきましては

相場変動リスクを減少させるため、輸出入取引

に係る販売計画をベースとして必要な範囲で商

品相場変動リスク及び為替変動リスクをヘッジ

しております。 

金利スワップにつきましては将来の金利上昇リ

スクをヘッジするために変動金利を固定化する

目的で行っております。 

  

  

  

 



前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

ハ．ヘッジ有効性評価の方法 

商品先物取引につきましては、同一商品、同一

時期に対してであり、為替予約取引につきまし

ては、同一通貨、同一金額に対してであるた

め、ヘッジの効果が確保されているものとみて

おります。なお、金利スワップにつきましては

特例処理の要件を満たしているため有効性の評

価を省略しております。 

ハ．ヘッジ有効性評価の方法 

 同左 

(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 

消費税等の会計処理は税抜処理によっておりま

す。 

(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 

 同左 

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きましては、

全面時価評価法を採用しております。 

５．連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 

  同左 

６．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きま

しては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。 

６．        ────── 

  

７．連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金

可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリス

クしか負わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の

到来する短期投資からなっております。 

７．連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

  同左 



（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

────── 
（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準）  

当連結会計年度より、「貸借対照表の純資産の部の表示

に関する会計基準」（企業会計基準第５号 平成17年12月

９日）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計

基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号 平成

17年12月９日）を適用しております。 

 これまでの資本の部の合計に相当する金額は42,275百万

円であります。  

なお、当連結会計年度における連結貸借対照表の純資産

の部につきましては、連結財務諸表規則の改正に伴い、改

正後の連結財務諸表規則により作成しております。  



（表示方法の変更） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

────── （連結損益計算書） 

  １．前連結会計年度まで区分掲記しておりました「保険

関連収入」（当連結会年度０百万円）は、金額的重要性

が乏しいため、営業外収益の「雑収入」に含めて表示す

ることにしました。  

２．前連結会計年度まで営業外費用の「雑損失」に含め

て表示しておりました「設備撤去費」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を超えたため

区分掲記しました。 

なお、前連結会計年度末の「雑損失」に含まれている

「設備撤去費」は33百万円であります。 



注記事項 

（連結貸借対照表関係） 

前連結会計年度 
（平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成19年３月31日） 

※１．関連会社に対するものは下記の通りであります。 ※１．関連会社に対するものは下記の通りであります。 

投資有価証券（株式） 9,391百万円 投資有価証券（株式） 9,380百万円

※２．担保提供資産及び対応債務は下記のとおりであり

ます。 

(1) 担保提供資産（うち工場財団抵当分） 

※２．担保提供資産及び対応債務は下記のとおりであり

ます。 

(1) 担保提供資産（うち工場財団抵当分） 

建物及び構築物 370百万円 

  (212百万円)

機械装置及び運搬具 458百万円 

  (458百万円)

工具器具及び備品 0百万円 

  (0百万円)

土地 312百万円 

  (312百万円)

合計 1,142百万円 

  (984百万円)

建物及び構築物 215百万円 

  (215百万円)

機械装置及び運搬具 456百万円 

  (456百万円)

工具器具及び備品 0百万円 

  (0百万円)

土地 312百万円 

  (312百万円)

合計 984百万円 

  (984百万円)

(2)対応債務（うち工場財団抵当分） (2)対応債務（うち工場財団抵当分） 

長期借入金（一年内に返済予

定の長期借入金を含む） 
14百万円 

  (0百万円)

合計 14百万円 

  (0百万円)

長期借入金（一年内に返済予

定の長期借入金を含む） 
70百万円 

  (70百万円)

合計 70百万円 

  (70百万円)

 ３．保証債務 

連結会社以外の会社の金融機関等からの借入に対

する連帯保証 

 ３．保証債務 

連結会社以外の会社の金融機関等からの借入に対

する連帯保証 

クムパワピーシュガー㈱ 246百万円

カセットポンシュガー㈱ 784百万円

計 1,031百万円

クムパワピーシュガー㈱ 211百万円

カセットポンシュガー㈱ 847百万円

計 1,058百万円

 ４．受取手形裏書譲渡高 26百万円  ４．       ────── 

※５．      ────── 

  

※５．連結会計年度末日満期手形 

連結会計年度末日満期手形の会計処理につきまし

ては、手形交換日をもって決済処理をしておりま

す。当連結会計年度の末日が金融機関の休日であ

ったため、次の連結会計年度末日満期手形が連結

会計年度末残高に含まれております。 

   

   

受取手形   116百万円

支払手形   37百万円

※６．有形固定資産の圧縮記帳額 

連結子会社生和糖業㈱において砂糖生産振興事業

補助金を受入れたことにより、取得価額より控除

した圧縮記帳額は、次のとおりであります。 

※６．有形固定資産の圧縮記帳額 

連結子会社生和糖業㈱において砂糖生産振興事業

補助金を受入れたことにより、取得価額より控除

した圧縮記帳額は、次のとおりであります。 

建物及び構築物 8百万円

機械装置及び運搬具 239百万円

建物及び構築物  8百万円

機械装置及び運搬具  239百万円

※７．当社の発行済株式総数 ※７．       ＿＿＿＿＿＿ 

普通株式 141,667,400株  

 



前連結会計年度 
（平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成19年３月31日） 

※８．連結会社及び持分法を適用した関連会社が保有す

る自己株式の数 

※８．     ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

普通株式 427,848株  

※９．財務制限条項 

一年内に返済予定の長期借入金のうち732百万円、

長期借入金のうち1,570百万円には、財務制限条項

がついており、下記の条項に一つでも抵触した場

合、借入先からの通知により借入金は該当する借

入先に対し一括返済することになっております。 

※９．財務制限条項 

一年内に返済予定の長期借入金のうち732百万円、

長期借入金のうち838百万円には、財務制限条項が

ついており、下記の条項に一つでも抵触した場

合、借入先からの通知により借入金は該当する借

入先に対し一括返済することになっております。 

（１）当連結会計年度末（当中間連結会計期間末は除

く）における資本の部の金額が前連結会計年度末

における資本の部の金額の75％未満。 

（１）当連結会計年度末（当中間連結会計期間末は除

く）における純資産の部の金額から少数株主持分

及び繰延ヘッジ損益の各金額を控除した金額が前

連結会計年度末における資本の部の金額の75％未

満。 

（２）連結会計年度（中間連結会計期間は除く）におい

て経常損失を２期連続で計上。 

（２）連結会計年度（中間連結会計期間は除く）におい

て経常損失を２期連続で計上。 

（３）各連結会計年度末（各中間連結会計期間末は除

く）における有利子負債（短期借入金、１年内に

返済予定の長期借入金、長期借入金、社債等）の

合計金額が、営業損益、受取利息・配当金及び減

価償却費の合計金額の15.0倍（小数点以下第二位

切り上げ。）を２期連続で上回ること。なお、減

価償却費とは、連結キャッシュ・フロー計算書の

「営業活動によるキャッシュ・フロー」欄に記載

される減価償却費とする。 

（３）各連結会計年度末（各中間連結会計期間末は除

く）における有利子負債（短期借入金、１年内に

返済予定の長期借入金、長期借入金、社債等）の

合計金額が、営業損益、受取利息・配当金及び減

価償却費の合計金額の15.0倍（小数点以下第二位

切り上げ。）を２期連続で上回ること。なお、減

価償却費とは、連結キャッシュ・フロー計算書の

「営業活動によるキャッシュ・フロー」欄に記載

される減価償却費とする。 



（連結損益計算書関係） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

※１．一般管理費に含まれる研究開発費 

622百万円 

※１．一般管理費に含まれる研究開発費 

498百万円 

※２．固定資産処分益の内訳 

土地の売却によるものであります。 

※２．固定資産処分益の内訳 

土地の売却によるものであります。 

※３．固定資産除却損の内訳 ※３．固定資産除却損の内訳 

建物及び構築物 124百万円

機械装置及び運搬具 26百万円

工具器具及び備品 2百万円

合計 153百万円

建物及び構築物 9百万円

機械装置及び運搬具 2百万円

設備撤去費 67百万円

その他  17百万円

合計 96百万円

※４．減損損失 

①減損損失を認識した資産グループの概要 

※４．減損損失 

①減損損失を認識した資産グループの概要 

場所 用途 種類 

千葉県 
富里市 

遊休資産 土地 

パラチノー
スグループ 
(岡山県岡
山市) 

パラチノー
ス製造設備 

機械装置及び
運搬具 

神奈川県 
横浜市 

売却予定物
件 
（旧砂糖事
業グループ
事業資産） 

土地 

その他事業
グループ 
（兵庫県神
戸市） 

ＦＴＹ720製
造設備 

建物及び構築
物、機械装置
及び運搬具、
工具器具及び
備品、土地 

場所 用途 種類 

静岡県 
駿東郡 
小山町 

遊休資産 土地 

②減損損失に至った経緯 

千葉県富里市の土地につきましては、遊休資産で

あり、将来の用途も定まっていないため、減損損

失を認識しております。 

パラチノース製造設備につきましては、営業損益

が悪化し、短期的な業績の回復が見込まれないこ

とにより、減損損失を認識しております。 

神奈川県横浜市の土地につきましては、当連結会

計年度におきまして、事業資産から売却予定物件

に保有目的を変更したことに伴い、減損損失を認

識しております。なお、当連結会計年度末では売

却済であります。 

ＦＴＹ720製造設備につきましては、投資に対する

回収可能性が見込まれないことにより、減損損失

を認識しております。 

②減損損失に至った経緯 

静岡県駿東郡小山町の土地につきましては、遊休

状態となり、将来の用途も定まっていないため、

減損損失を認識しております。 

 



前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

③減損損失の内訳 ③減損損失の内訳 

建物及び構築物 56百万円

機械装置及び運搬具 254百万円

工具器具及び備品 14百万円

土地 302百万円

計 627百万円

土地 7百万円

④グルーピングの方法 

固定資産を砂糖事業グループ、食品素材事業グルー

プ、不動産事業グループとその他事業グループとに

大区分し、さらに砂糖事業グループは工場別に区分

しております。食品素材事業グループは主としてパ

ラチノースグループ、色素グループ、ハイドロゲル

グループ、バイオグループに区分しております。不

動産事業グループは賃貸物件毎に区分しておりま

す。なお、遊休資産につきましては、個々の物件毎

に区分しております。 

④グルーピングの方法 

同左 

⑤回収可能価額の算定方法 

遊休資産につきましては、回収可能価額は正味売

却価額によっており、時価の算定方法は相続税評

価額（倍率方式）に基づいて算出しております。 

パラチノース製造設備につきましては、回収可能

価額は機械装置及び運搬具のうち一部資産の正味

売却価額のみと見積もられ、時価の算定方法は同

業種に対する見積売却可能価額によっておりま

す。 

神奈川県横浜市の土地の回収可能価額は正味売却

価額によっており、時価の算定方法は複数の購入

希望者の引合価格に基づいて算出しております。 

ＦＴＹ720製造設備につきましては、回収可能価額

は正味売却価額によっており、時価の算定方法は

土地、建物及び構築物は不動産鑑定評価額によっ

ており、機械装置及び運搬具、工具器具及び備品

は外部業者による評価額によっております。 

⑤回収可能価額の算定方法 

回収可能価額は正味売却価額によっており、時価

の算定方法は相続税評価額（倍率方式）に基づい

て算出しております。 

※５．退職給付費用 

従来、被合併会社である台糖㈱及び㈱ケイ・エス

においては従業員の退職給付債務を簡便法により

算定しておりましたが、当社との合併に伴い当社

の退職給付債務の算定方法である原則法で算定す

ることとしました。これによる期首時点の台糖㈱

及び㈱ケイ・エスから引き継いだ退職給付引当金

残高との差額を特別損失に計上しております。 

※５．        ────── 

  

※６．       ────── ※６．環境対策処理費用 

   「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進

に関する特別措置法」に基づく、ポリ塩化ビフェニ

ル（ＰＣＢ）廃棄物の処理費用であります。 



（連結株主資本等変動計算書関係） 

当連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注）１．普通株式の自己株式の株式数の増加1,676千株は、取締役会決議による自己株式の取得による増加1,645千

株、単元未満株式の買取りによる増加31千株であります。 

    ２．普通株式の自己株式の株式数の減少３千株は、単元未満株式の売却による減少２千株、関連会社株式の売却

に伴う減少１千株であります。 

  

２．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

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

 
前連結会計年度末
株式数（千株） 

当連結会計年度増
加株式数（千株） 

当連結会計年度減
少株式数（千株） 

当連結会計年度末
株式数（千株） 

発行済株式         

普通株式 141,667 － － 141,667 

合計 141,667 － － 141,667 

自己株式         

普通株式 427 1,676 3 2,100 

合計 427 1,676 3 2,100 

（決議） 
株式の種類 

配当金の総額 
（百万円） 

１株当たり配当
額（円） 

基準日 効力発生日 

平成18年６月29日 

定時株主総会 
普通株式 707 5.0 平成18年３月31日 平成18年６月29日

（決議） 
株式の種類 

配当金の総額 
（百万円） 

配当の原資 
１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日 

平成19年６月28日 

定時株主総会 
普通株式 838 利益剰余金  6.0 平成19年３月31日 平成19年６月29日



（連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

※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．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18年３月31日現在）

現金及び預金勘定 2,447百万円

預入期間が３ヶ月を越える定期預金 △6百万円

現金及び現金同等物 2,441百万円

（平成19年３月31日現在）

現金及び預金勘定 2,341百万円

預入期間が３ヶ月を越える定期預金 △3百万円

現金及び現金同等物 2,338百万円

 ２．被合併会社より引き継いだ資産及び負債 

当連結会計年度において、台糖㈱及び㈱ケイ・エ

スと合併しております。なお、㈱ケイ・エスは、

当社の連結子会社であったため、以下には、台糖

㈱より引き継いだ資産及び負債を記載しておりま

す。また、合併により増加した資本金及び資本準

備金は、それぞれ2,517百万円及び413百万円であ

ります。 

２．        ────── 

流動資産 6,014百万円

固定資産 11,807百万円

  資産合計 17,821百万円

流動負債 8,330百万円

固定負債 7,387百万円

  負債合計 15,717百万円

 

３．当連結会計年度に新規連結した子会社の資産及び負

債の主な内訳は次の通りであります。また、新規連

結により増加した少数株主持分は、359百万円であり

ます。 

３．        ────── 

流動資産 2,581百万円

固定資産 2,020百万円

  資産合計 4,602百万円

流動負債 1,477百万円

固定負債 542百万円

  負債合計 2,019百万円

 

※４．当連結会計年度に株式の譲渡により連結子会社か

ら持分法適用会社になった会社の資産及び負債の主

な内訳 

株式の譲渡により連結子会社から持分法適用会社に

なった台神商運㈱の資産及び負債の内訳ならびに同

社株式の売却価額と売却による支出（純額）との関

係は次の通りであります。 

※４．        ────── 

  

流動資産 244百万円

固定資産 95百万円

流動負債 △115百万円

固定負債 △114百万円

少数株主持分 △55百万円

当社持分 △43百万円

株式売却損 △6百万円

株式の売却価額 4百万円

現金及び現金同等物 119百万円

差引：売却による支出 △114百万円

 



（リース取引関係） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31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）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額 

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

額及び期末残高相当額 

 
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 

5,672 1,877 3,795 

工具器具及び
備品 

64 30 34 

有形固定資産
計 

5,737 1,907 3,829 

無形固定資産 14 4 10 

計 5,751 1,912 3,839 

 
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 

5,667 2,443 3,224

工具器具及び
備品 

146 36 109

有形固定資産
計 

5,813 2,480 3,333

無形固定資産 69 9 59

計 5,883 2,490 3,393

(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 554百万円( 68百万円)

１年超 3,547百万円(446百万円)

計 4,101百万円(515百万円)

１年内 599百万円( 71百万円)

１年超 3,089百万円(375百万円)

計 3,688百万円(446百万円)

（注） 上記の（ ）書きは内数であり、事業再構築

助成措置により補填される金額であります。 

（注）        同左 

(3)支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額 (3)支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額 

支払リース料 740百万円

減価償却費相当額 603百万円

支払利息相当額 191百万円

支払リース料 733百万円

減価償却費相当額 597百万円

支払利息相当額 169百万円

（注） 上記支払リース料に対する事業再構築助成措

置により補填される金額は89百万円でありま

す。 

（注） 上記支払リース料に対する事業再構築助成措

置により補填される金額は89百万円でありま

す。 

(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。 

(4)減価償却費相当額の算定方法 

同左 

 



前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

(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きまし

ては、利息法によっております。 

(5）利息相当額の算定方法 

同左 

２．オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

２．オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

１年内 2百万円

１年超 0百万円

計 3百万円

１年内 11百万円

１年超 10百万円

計 22百万円

（減損損失について） 

リース資産に配分された減損損失はないため、項目等

の記載は省略しております。 

（減損損失について） 

同左 



（有価証券関係） 

有価証券 

１．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、その他有価証券について 19百万円減損処理を行っております。なお、減損処理

にあたりましては期末における時価が取得原価に比べ30%以上下落した場合には、原則として全て減損処理を

行う方針であります。 

２．売却したその他有価証券 

３．時価評価されていない主な有価証券の内容 

  種類 

前連結会計年度（平成18年３月31日） 当連結会計年度（平成19年３月31日） 

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 1,410 2,738 1,328 1,446 2,682 1,235 

(2)債券             

国債・地方債等 － － － － － － 

社債 － － － － － － 

その他 29 29 0 － － － 

(3)その他 － － － 52 74 22 

小計 1,439 2,767 1,328 1,499 2,757 1,257 

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 － － － － － － 

(2)債券             

国債・地方債等 3 2 △0 － － － 

社債 102 101 △0 － － － 

その他 － － － － － － 

(3)その他 － － － 10 10 △0 

小計 105 104 △0 10 10 △0 

合計 1,544 2,872 1,328 1,509 2,767 1,257 

前連結会計年度 
（自平成17年４月１日 至平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（自平成18年４月１日 至平成19年３月31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） 

499 148 6 222 80 1 

 
前連結会計年度（平成18年３月31日） 当連結会計年度（平成19年３月31日） 

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） 

その他有価証券     

非上場株式 251 250 



４．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 

 

前連結会計年度（平成18年３月31日） 当連結会計年度（平成19年３月31日） 

１年以内 
（百万円） 

１年超５年
以内 
（百万円） 

５年超10年
以内 
（百万円） 

10年超 
（百万円） 

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 － － － － － － 

（２）社債 100 1 － － － － － － 

２．その他 － － － － － － － － 

合計 100 4 － － － － － － 



（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17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

１．取引の内容 

デリバティブ取引は、通貨関連では為替予約取引(先

物予約取引)、商品関連では商品先物取引、金利関連

では金利スワップであります。 

１．取引の内容 

デリバティブ取引は、通貨関連では為替予約取引(先

物予約取引)、商品関連では商品先物取引、金利関連

では金利スワップ及び金利オプション取引でありま

す。 

２．取引に対する取組方針 

デリバティブ取引は、将来の為替変動リスク、商品

相場変動リスク、市場金利上昇リスクのヘッジを目

的としており、投機的な取引は行わない方針であり

ます。 

２．取引に対する取組方針 

同左 

３．取引の利用目的 

デリバティブ取引は、通貨関連では外貨建金銭債務

の為替変動リスクの回避のためであり、商品関連で

は砂糖事業の砂糖の主原料である原料糖の市場リス

クをヘッジする目的のためであり、金利関連では借

入金の金利上昇リスクをヘッジする目的で利用して

おります。 

 なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を

行っております。 

３．取引の利用目的 

同左 

ヘッジ会計の方法 

繰延ヘッジ処理によっております。なお、特例処

理の要件を満たしている金利スワップにつきまし

ては特例処理によっております。 

  

    

ヘッジ手段とヘッジ対象 

（ヘッジ手段） （ヘッジ対象） 

商品先物取引  商品予定取引 

為替予約取引  外貨建予定取引 

金利スワップ  借入金利息 

  

ヘッジ方針 

商品先物取引及び為替予約取引につきましては相

場変動リスクを減少させるため、輸出入取引に係

る販売計画をベースとして必要な範囲で商品相場

変動リスク及び為替変動リスクをヘッジしており

ます。 

金利スワップにつきましては将来の金利上昇リス

クをヘッジするために変動金利を固定化する目的

で行っております。 

  

ヘッジ有効性評価の方法 

商品先物取引につきましては同一商品、同時期に

対してであり、為替予約取引につきましては同一

通貨、同一金額に対してであるため、ヘッジの効

果が確保されているものとみております。なお、

金利スワップにつきましては特例処理の要件を満

たしているため有効性の評価を省略しておりま

す。 

  

 



次へ 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

４．取引に係るリスクの内容 

通貨関連における為替予約取引は為替相場の変動に

よるリスクを有しております。 

商品関連における商品先物取引は市場の価格の変動

リスクを有しております。 

金利関連における金利スワップは市場金利の変動リ

スクを有しております。 

 デリバティブ取引の契約先はいずれも信用度の高

い国内の商社及び国内の金融機関であるため、相手

先の契約不履行による信用リスクはほとんどないと

判断しております。 

４．取引に係るリスクの内容 

通貨関連における為替予約取引は為替相場の変動に

よるリスクを有しております。 

商品関連における商品先物取引は市場の価格の変動

リスクを有しております。 

金利関連における金利スワップ及び金利オプション

取引は市場金利の変動リスクを有しております。 

 デリバティブ取引の契約先はいずれも信用度の高

い国内の商社及び国内の金融機関であるため、相手

先の契約不履行による信用リスクはほとんどないと

判断しております。 

５．取引に係るリスク管理体制 

為替予約取引では、期首に外貨ポジション限度額の

りん議決裁を受けており、定期的に担当部署から関

係役員に報告され、経理部門では評価損益を把握し

ております。商品先物取引ポジションは期首に売買

ポジション限度額のりん議決裁を受けており、売買

ポジションは定期的に担当部署から関係役員に報告

され、経理部門では評価損益を把握しております。 

金利スワップは取引開始時に想定元本・期間・金利

条件等の取引スキームに関し、りん議決裁を受けて

おり、定期的に担当部署から関係役員に報告され、

経理部門では評価損益を把握しております。 

５．取引に係るリスク管理体制 

為替予約取引では、期首に外貨ポジション限度額の

りん議決裁を受けており、定期的に担当部署から関

係役員に報告され、経理部門では評価損益を把握し

ております。商品先物取引ポジションは期首に売買

ポジション限度額のりん議決裁を受けており、売買

ポジションは定期的に担当部署から関係役員に報告

され、経理部門では評価損益を把握しております。 

金利スワップ及び金利オプション取引は取引開始時

に想定元本・期間・金利条件等の取引スキームに関

し、りん議決裁を受けており、定期的に担当部署か

ら関係役員に報告され、経理部門では評価損益を把

握しております。 

６．取引の時価等に関する事項についての補足説明 

取引の時価等に関する事項についての契約額等は、

あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約

額、又は計算上の想定元本であり、当該金額自体が

デリバティブ取引のリスクの大きさを示すものでは

ありません。 

６．取引の時価等に関する事項についての補足説明 

同左 



前連結会計年度（平成18年３月31日） 

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)通貨関連 

 （注）１．時価の算定方法は、当連結会計年度末の当該先物相場の終値を使用しております。 

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)商品関連 

 （注）１．時価の算定方法は、当連結会計年度末の当該先物相場の終値を使用しております。 

    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。 

(3)金利関連 

 （注）１．時価の算定方法は、主たる金融機関から提示された当連結会計年度末の価格によっております。 

    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。 

区分 種類 
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 

為替予約取引         

ユーロ（買建） 1,772 1,758 2,050 277 

米ドル（買建） 165 － 168 2 

合計 1,938 1,758 2,219 280 

区分 種類 
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 
商品先物取引         

食料・食品（買建） 25 － 32 6 

区分 種類 
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         

支払固定・受取変動 1,000 1,000 △2 △2 



当連結会計年度（平成19年３月31日） 

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)通貨関連 

 （注）１．時価の算定方法は、当連結会計年度末の当該先物相場の終値を使用しております。 

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)商品関連 

 （注）１．時価の算定方法は、当連結会計年度末の当該先物相場の終値を使用しております。 

    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。 

(3)金利関連 

 （注）１．時価の算定方法は、主たる金融機関から提示された当連結会計年度末の価格によっております。 

    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。 

区分 種類 
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 

為替予約取引         

ユーロ（買建） 1,758 1,725 2,257 498 

米ドル（買建） 60 － 63 2 

合計 1,819 1,725 2,320 501 

区分 種類 
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 
商品先物取引         

食料・食品（買建） 21 － 20 △0 

区分 種類 
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         

支払固定・受取変動 1,000 1,000 △4 △4 

金利オプション取引         

フロア（売建） 425 325 △0 △0 

  合計 1,425 1,325 △5 △5 



(退職給付関係) 

(1)採用している退職給付制度の概要 

(2)退職給付債務に関する事項 

前連結会計年度 

（平成18年３月31日） 

当連結会計年度 

（平成19年３月31日） 

  当社は退職金規則に基づく適格退職年金制度及び退

職一時金制度を採用しております。なお、当社の被合

併会社である台糖㈱及び㈱ケイ・エスの従業員につき

ましては、従来の制度を継承しております。また当社

は、三井物産連合厚生年金基金に加入しております

が、当該厚生年金基金制度につきましては、退職給付

会計実務指針33項の例外処理を行う制度であります。

連結子会社は退職金規定に基づく適格退職年金制度及

び退職一時金制度を採用しております。 

  当社は退職金規則に基づく適格退職年金制度及び退

職一時金制度を採用しております。また、当社は、三

井物産連合厚生年金基金に加入しておりますが、当該

厚生年金基金制度につきましては、退職給付会計実務

指針33項の例外処理を行う制度であります。連結子会

社は退職金規定に基づく適格退職年金制度及び退職一

時金制度を採用しております。 

  なお、当社及び連結子会社は従業員の退職等に際し

て、退職給付会計に準拠した数理計算による退職給付

債務の対象とされない割増退職金を支払う場合があり

ます。 

  なお、当社及び連結子会社は従業員の退職等に際し

て、退職給付会計に準拠した数理計算による退職給付

債務の対象とされない割増退職金を支払う場合があり

ます。 

  
前連結会計年度 

（平成18年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成19年３月31日） 

(1) 退職給付債務（百万円） △4,818 △4,950   

(2) 年金資産（百万円） 1,578 1,818   

(3) 未積立退職給付債務(1)＋(2)（百万円） △3,239 △3,131   

(4) 未認識数理計算上の差異（百万円） 85 135   

(5) 未認識過去勤務債務（百万円）（注）２ － 24   

(6)
連結貸借対照表計上額純額 

 (3)＋(4)＋(5)（百万円） 
△3,154 △2,971   

(7) 退職給付引当金（百万円） △3,154 △2,971   

前連結会計年度 

（平成18年３月31日） 

当連結会計年度 

（平成19年３月31日） 

 （注）１．連結子会社は、退職給付債務の算定にあた

り、簡便法を採用しております。 

 （注）１．      同左 

    ２．       －     ２．当社の被合併会社であります台糖㈱及び㈱

ケイ・エスの従業員につきましては、従来

の退職給付制度を継承しておりましたが、

当連結会計年度において、当社を含め制度

を統一したことに伴い発生したものであり

ます。 



(3)退職給付費用に関する事項 

  
前連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

退職給付費用（百万円） 375 320 

(1)勤務費用（百万円） 303 263 

(2)利息費用（百万円） 78 74 

(3)期待運用収益（減算）（百万円） △27 △52 

(4)数理計算上の差異の損益処理額（百万円） 59 31 

(5)過去勤務債務の損益処理額（百万円） △39 3 

前連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日） 

 （注）１．簡便法を採用している連結子会社の退職給

付費用は「(1) 勤務費用」に計上しており

ます。 

 （注）１．      同左 

    ２．従来、当社の被合併会社であります台糖㈱

及び㈱ケイ・エスにおいては従業員の退職

給付債務を簡便法により算定していました

が、当社との合併に伴い当社の退職給付債

務の算定方法である原則法で算定すること

としました。これによる期首時点の台糖㈱

及び㈱ケイ・エスから引き継いだ退職給付

引当金の残高との差額216百万円を特別損

失の「退職給付費用」に計上しておりま

す。 

    ２．      － 

    ３．上記退職給付費用以外に、割増退職金28百

万円及び特別退職金379百万円を支払って

おります。 

    ３．上記退職給付費用以外に、割増退職金13百

万円を支払っております。 

    ４．上記内訳の他、三井物産連合厚生年金基金

への掛金151百万円が発生しております。 

    ４．上記内訳の他、三井物産連合厚生年金基金

への掛金134百万円が発生しております。 



(4）退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

(5）三井物産連合厚生年金基金の年金資産 

 
前連結会計年度 

（平成18年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成19年３月31日） 

(1）退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 同左 

(2)割引率（％） 1.80 1.80 

(3)期待運用収益率（％） 2.50 3.50 

(4)数理計算上の差異の処理年数 10年 10年 

 

(各連結会計年度の発生時に

おける従業員の平均残存勤務

期間以内の一定の年数（10

年）による定額法により按分

した額をそれぞれ発生の翌連

結会計年度から損益処理する

こととしております。) 

同左 

(5)過去勤務債務の額の処理年数 5年 5年 

 

(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

よる定額法により損益処理し

ております。) 

同左 

(6)会計基準変更時差異の処理年数 5年 5年 

 
前連結会計年度 

（平成18年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成19年３月31日） 

掛金拠出割合に基づく年金資産残高 

（百万円） 
3,253 3,170 



（ストック・オプション等関係） 

 該当事項はありません。 



（税効果会計関係） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31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

内訳 

(1)流動資産 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

内訳 

(1)流動資産 

繰延税金資産  

未払賞与 300百万円

その他 158百万円

小計 458百万円

評価性引当額 △36百万円

合計 422百万円

繰延税金負債  

固定資産圧縮特別勘定積立金 80百万円

その他 11百万円

合計 92百万円

繰延税金資産の純額 329百万円

繰延税金資産  

未払賞与 336百万円

未払事業税 116百万円

その他 250百万円

合計 703百万円

繰延税金負債  

固定資産圧縮特別勘定積立金 73百万円

繰延ヘッジ損益 78百万円

合計 152百万円

繰延税金資産の純額 551百万円

(2）固定資産 (2）固定資産 

繰延税金資産  

退職給付引当金 130百万円

繰越欠損金 198百万円

減損損失 163百万円

その他 19百万円

小計 512百万円

評価性引当額 △362百万円

合計 149百万円

繰延税金負債  

固定資産圧縮積立金 40百万円

その他有価証券評価差額金 3百万円

合計 43百万円

繰延税金資産の純額 106百万円

繰延税金資産  

退職給付引当金 139百万円

その他 18百万円

小計 158百万円

評価性引当額 △0百万円

合計 157百万円

繰延税金負債  

固定資産圧縮積立金 37百万円

その他有価証券評価差額金 3百万円

合計 41百万円

繰延税金資産の純額 116百万円

 



前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

(3)固定負債 (3)固定負債 

繰延税金資産  

退職給付引当金 1,105百万円

合併受入資産評価減 1,917百万円

繰越欠損金 208百万円

投資有価証券評価減 120百万円

その他 210百万円

小計 3,562百万円

評価性引当額 △1,591百万円

合計 1,971百万円

繰延税金負債  

固定資産圧縮積立金 2,488百万円

その他有価証券評価差額金 534百万円

その他 140百万円

計 3,163百万円

繰延税金負債の純額 1,191百万円

繰延税金資産  

退職給付引当金 1,038百万円

合併受入資産評価減 1,835百万円

繰越欠損金 152百万円

投資有価証券評価減 115百万円

その他 240百万円

小計 3,382百万円

評価性引当額 △1,559百万円

合計 1,823百万円

繰延税金負債  

固定資産圧縮積立金 2,332百万円

その他有価証券評価差額金 467百万円

繰延ヘッジ損益 24百万円

その他 139百万円

計 2,963百万円

繰延税金負債の純額 1,140百万円

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 

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 

 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間の差異が法定実効税率の100分の５以下であ

るため注記を省略しております。 

法定実効税率 40.5％

（調整）  

交際費等永久に損金に算入さ

れない項目 
1.0％

受取配当金等永久に益金に算

入されない項目 
△5.9％

持分法による投資利益 △4.6％

子会社及び持分法適用関連会

社からの配当金 
4.6％

評価性引当額の減少 △2.5％

その他 △1.0％

税効果会計適用後の法人税等の

負担率 
32.1％



（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17年４月１日 至 平成18年３月31日） 

 （注）１．事業区分の方法 

当社の事業区分の方法は製品系列によって行っております。 

２．各事業区分に属する主要な製品及び商品等 

３．当連結会計年度における営業費用のうち、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2,025百

万円であり、その主なものは親会社の総務、人事、経理等の管理部門に係る費用及び基礎的研究開発費であ

ります。 

４．当連結会計年度における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4,212百万円であり、そ

の主なものは親会社での余資運用資産（現預金）、長期投資資金（投資有価証券）及び管理部門に係る資産

等であります。 

５．会計処理方法の変更 

   当連結会計年度から当社の一次砂糖部門の原材料（原料）の評価基準及び評価方法を先入先出法による原

価法から総平均法による原価法に変更しております。この結果、従来と同一の基準を採用した場合と比較し

て、砂糖事業において営業費用が23百万円増加し、営業利益が同額減少しております。 

６．台糖㈱との合併により食品素材事業の重要性が増したため、当連結会計年度より従来食品事業として区分し

ていた事業について、砂糖事業及び食品素材事業に区分しました。 

科目 
砂糖事業 
（百万円） 

食品素材 
事業 

（百万円）

不動産事業
（百万円）

その他事業
（百万円）

計 
（百万円）

消去 
又は全社 
（百万円） 

連結 
（百万円）

Ⅰ 売上高及び営業損益               

(1)売上高               

① 外部顧客に対する売

上高 
64,207 7,987 1,480 49 73,724 - 73,724 

② セグメント間の内部

売上高又は振替高 
53 0 98 - 153 △153 - 

計 64,260 7,987 1,579 49 73,877 △153 73,724 

(2)営業費用 61,262 7,564 869 192 69,888 1,872 71,761 

(3)営業利益又は 

営業損失(△) 
2,998 423 709 △142 3,988 △2,025 1,962 

Ⅱ 資産、減価償却費、減損損失及び資本的支出           

(1)資産 47,720 5,568 13,667 548 67,504 4,212 71,717 

(2)減価償却費 2,077 97 308 74 2,557 30 2,587 

(3)減損損失 - 6 - 409 415 212 627 

(4)資本的支出 1,647 46 5 - 1,698 10 1,709 

事 業 区 分 主 要 製 品 及 び 商 品 等 

砂糖事業 精製糖、液糖、砂糖二次製品 

食品素材事業 
パラチノース、還元パラチノース（パラチニット）、さとうきび抽出

物、食品保存料、食品香味料、食品用天然色素、寒天、カラギーナン 

不動産事業 土地、店舗、倉庫、オフィスの賃貸業、倉庫業 

その他事業 医薬品 



当連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

 （注）１．事業区分の方法 

当社の事業区分の方法は製品系列によって行っております。 

２．各事業区分に属する主要な製品及び商品等 

３．当連結会計年度における営業費用のうち、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1,997百

万円であり、その主なものは親会社の総務、人事、経理等の管理部門に係る費用及び基礎的研究開発費であ

ります。 

４．当連結会計年度における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4,908百万円であり、そ

の主なものは親会社での余資運用資産（現預金）、長期投資資金（投資有価証券）及び管理部門に係る資産

等であります。 

５．会計処理方法の変更 

当連結会計年度より、「役員賞与に関する会計基準」（企業会計基準第４号 平成17年11月29日）を適用し

ております。この結果、従来の方法によった場合と比較して、砂糖事業の営業費用が３百万円、食品素材事

業の営業費用が２百万円、消去または全社の営業費用が58百万円それぞれ増加し、営業利益が同額減少して

おります。 

科目 
砂糖事業 
（百万円） 

食品素材 
事業 

（百万円）

不動産事業
（百万円）

その他事業
（百万円）

計 
（百万円）

消去 
又は全社 
（百万円） 

連結 
（百万円）

Ⅰ 売上高及び営業損益               

(1)売上高               

① 外部顧客に対する売

上高 
67,117 7,852 1,327 38 76,336 - 76,336 

② セグメント間の内部

売上高又は振替高 
43 0 76 - 120 △120 - 

計 67,161 7,852 1,404 38 76,457 △120 76,336 

(2)営業費用 61,934 7,495 1,297 59 70,786 1,876 72,663 

(3)営業利益又は 

営業損失(△) 
5,227 357 107 △21 5,670 △1,997 3,673 

Ⅱ 資産、減価償却費、減損損失及び資本的支出           

(1)資産 46,414 6,268 12,786 19 65,488 4,908 70,397 

(2)減価償却費 2,016 91 273 8 2,389 36 2,425 

(3)減損損失 - - - - - 7 7 

(4)資本的支出 773 281 230 - 1,285 160 1,445 

事 業 区 分 主 要 製 品 及 び 商 品 等 

砂糖事業 精製糖、液糖、砂糖二次製品 

食品素材事業 
パラチノース、還元パラチノース（パラチニット）、さとうきび抽出

物、食品保存料、食品香味料、食品用天然色素、寒天、カラギーナン 

不動産事業 土地、店舗、倉庫、オフィスの賃貸業、倉庫業 

その他事業 医薬品 



【所在地別セグメント情報】 

前連結会計年度（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日） 

  本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないので該当事項はありません。 

当連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

  本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないので該当事項はありません。 



【海外売上高】 

前連結会計年度（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日） 

  親会社及び連結子会社の海外売上高が連結売上高の10％未満であるため記載を省略しております。 

当連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

  親会社及び連結子会社の海外売上高が連結売上高の10％未満であるため記載を省略しております。 



【関連当事者との取引】 

前連結会計年度（平成17年４月１日から平成18年３月31日まで） 

1．親会社及び法人主要株主等 

２．子会社等 

３．兄弟会社等 

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

取引条件及び取引条件の決定方針等 

１．三井物産㈱に対する当社製品の販売につきまして、価格その他の取引条件は他の代理店と同様の条件によ

っており、取引条件に劣ることはありません。また、原料糖及び商品等の仕入につきましても、価格その

他の取引条件は当社と関連を有しない他の当事者と同じ条件によっております。 

２．カセットポンシュガー㈱に対する保証債務は、カセットポンシュガー㈱の借入金795百万円につきまし

て、㈱三井住友銀行他３行他１社に対して行っております。 

３．三井物産フィナンシャルサービス㈱に対する借入金利率その他の条件につきましては、市中金利水準を参

考に交渉の上決定しております。 

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
所有（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 

その他の関係会

社 

三井物産

㈱ 

東京都 

千代田区 
295,766 総合商社 

（被所有）

直接30.8％

転籍 

３人 

原料糖、

商品等の

仕入及び

当社製品

の販売を

行う主要

な代理店 

当社製品の

売上 
38,754 売掛金 1,348 

原料糖、商

品及び資材

等の仕入 

17,143 買掛金 593 

属性 
会社等の
名称 

住所 

資本金又
は出資金 
(百万 
バーツ) 

事業の内容
又は職業 

議決権等の
所有（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 

関連会社 

カセット

ポンシュ

ガー㈱ 

タイ国 

バンコク

市 

500 製糖業 
直接31.2％

間接 4.1％

兼任 

１人 

債務の保

証等 
債務の保証 784 － － 

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
所有（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 

その他の関係会

社の子会社 

三井物産

フィナン

シャルサ

ービス㈱ 

東京都 

千代田区 
2,000 

ファイナ

ンス業 
なし なし 

資金の借

入 
借入利息 7 

長期借

入金 
800 



当連結会計年度（平成18年４月１日から平成19年３月31日まで） 

1．親会社及び法人主要株主等 

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

取引条件及び取引条件の決定方針等 

三井物産㈱に対する当社製品等の販売につきまして、価格その他の取引条件は他の代理店と同様の条件によっ

ており、取引条件に劣ることはありません。また、原料糖及び商品等の仕入につきましても、価格その他の取

引条件は当社と関連を有しない他の当事者と同じ条件によっております。 

２．子会社等 

 （注） 上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておりません。 

取引条件及び取引条件の決定方針等 

カセットポンシュガー㈱に対する保証債務は、カセットポンシュガー㈱の借入金（借入極度額879百万円）に

つきまして、㈱三井住友銀行他２行他１社に対し債務保証行っております。保証料につきましては、年率

0.1％の保証料を受領しております。 

３．兄弟会社等 

 （注） 上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておりません。 

取引条件及び取引条件の決定方針等 

三井物産フィナンシャルサービス㈱に対する借入金利率、運用利率及びその他の条件につきましては、市中金

利水準を参考に交渉の上決定しております。 

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
所有（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 

その他の関係会

社 

三井物産

㈱ 

東京都 

千代田区 
323,212 総合商社 

（被所有）

直接31.1％

転籍 

３人 

原料糖、

商品等の

仕入及び

当社製品

等の販売

を行う主

要な代理

店 

当社製品等

の売上 
40,739 売掛金 1,410 

原料糖、商

品及び資材

等の仕入 

16,989 買掛金 546 

属性 
会社等の
名称 

住所 

資本金又
は出資金 
(百万 
バーツ) 

事業の内容
又は職業 

議決権等の
所有（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 

関連会社 

カセット

ポンシュ

ガー㈱ 

タイ国 

バンコク

市 

500 製糖業 
直接31.2％

間接 5.5％

兼任 

１人 

債務の保

証等 

債務の保証 847 － － 

受取保証料 0 － － 

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
所有（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 

その他の関係会

社の子会社 

三井物産

フィナン

シャルサ

ービス㈱ 

東京都 

千代田区 
2,000 

ファイナ

ンス業 
なし なし 

資金の借

入及び運

用 

借入金の返

済 
800 － － 

支払利息 1 － － 

資金の運用 2,500 － － 

受取利息 0 － － 



（１株当たり情報） 

 （注） １株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 （注） １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

１株当たり純資産額 289円26銭

１株当たり当期純利益金額 8円00銭

１株当たり純資産額 303円99銭

１株当たり当期純利益金額 20円92銭

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につき

ましては、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につき

ましては、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。 

 
前連結会計年度末 

（平成18年３月31日） 
当連結会計年度末 

（平成19年３月31日） 

 純資産の部の合計額（百万円）  － 43,051 

純資産の部の合計額から控除する金額（百

万円） 
 － 623 

（うち少数株主持分） （－） (623) 

普通株式に係る期末の純資産額（百万円）  － 42,427 

 １株当たり純資産額の算定に用いられた期

末の普通株式の数（株） 
－ 139,567,046 

 
前連結会計年度 

(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

当期純利益（百万円） 1,176 2,952 

普通株主に帰属しない金額 46 － 

（うち利益処分による役員賞与金） (46) (－) 

普通株式に係る当期純利益 

（百万円） 
1,130 2,952 

期中平均株式数（株） 141,256,725 141,129,663 



（重要な後発事象） 

該当事項はありません。 



⑤【連結附属明細表】 

【社債明細表】 

      該当事項はありません。 

【借入金等明細表】 

 （注）１．平均利率を算定する際の利率及び残高は期末のものを使用しております。 

２．長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。）の連結決算日以後５年間の返済予定額は以下の通りであ

ります。 

(2）【その他】 

 該当事項はありません。 

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 300 450 0.92 － 

１年以内に返済予定の長期借入金 3,141 2,281 1.40 － 

長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。） 6,958 5,602 1.27 平成20年～24年 

計 10,400 8,333 － － 

 
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 2,456 1,260 901 984 



２【財務諸表等】 

(1）【財務諸表】 

①【貸借対照表】 

   
第82期 

(平成18年３月31日) 
第83期 

(平成19年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

資産の部     

Ⅰ 流動資産     

１．現金及び預金   1,512 1,570 

２．受取手形  ※６ 90 137 

３．売掛金  ※２ 3,634 3,419 

４．商品   614 823 

５．製品   2,756 3,261 

６．未着商品   157 130 

７．原材料   3,578 3,726 

８．未着原材料   397 62 

９．仕掛品   889 978 

10．貯蔵品   49 49 

11．前払費用   56 56 

12．繰延税金資産   224 441 

13．短期貸付金   0 － 

14．関係会社短期貸付金   34 34 

15．その他   568 382 

      

流動資産合計   14,566 24.2 15,074 25.7

 



   
第82期 

(平成18年３月31日) 
第83期 

(平成19年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

Ⅱ 固定資産     

(1）有形固定資産     

１．建物   ※１ 19,872 19,936   

減価償却累計額   11,901 7,970 12,107 7,829 

２．構築物   2,667 2,626   

減価償却累計額   1,777 890 1,761 865 

３．機械及び装置   32,984 33,280   

減価償却累計額   24,768 8,216 26,117 7,162 

４．車両及び運搬具   84 80   

減価償却累計額   76 7 75 5 

５．工具器具及び備品   1,246 1,246   

減価償却累計額   1,016 229 1,011 234 

６．土地   19,619 19,144 

７．建設仮勘定   4 217 

有形固定資産合計   36,937 61.5 35,459 60.4

(2）無形固定資産   128 0.2 90 0.2

(3) 投資その他の資産     

１．投資有価証券   2,890 2,991 

２．関係会社株式   3,811 3,608 

３．出資金   19 18 

４．関係会社長期貸付
金 

  618 184 

５．長期前払費用   74 30 

６．事業保険料   7 9 

７．その他   1,050 1,189 

貸倒引当金   △24 △15 

投資その他の資産合
計 

  8,448 14.1 8,018 13.7

固定資産合計   45,515 75.8 43,568 74.3

資産合計   60,082 100.0 58,643 100.0 

      
 



   
第82期 

(平成18年３月31日) 
第83期 

(平成19年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

負債の部     

Ⅰ 流動負債     

１．支払手形   0 － 

２．買掛金  ※２ 2,034 2,218 

３．一年内に返済予定の
長期借入金 

※1,8 3,023 2,179 

４．コマーシャル・ペーパー    5,000 2,500 

５．未払金   775 374 

６．未払費用   2,618 3,377 

７．未払法人税等   － 1,340 

８．未払消費税等   187 － 

９．前受金   97 96 

10．預り金  ※２ 740 1,058 

11. 前受収益   74 0 

12．役員賞与引当金   － 58 

13．その他   174 76 

流動負債合計   14,726 24.5 13,280 22.6

Ⅱ 固定負債     

１．長期借入金  ※８ 6,780 5,526 

２．繰延税金負債   1,157 1,113 

３．退職給付引当金   2,477 2,293 

４．長期預り保証金   1,934 1,847 

５．長期預り敷金   916 919 

６．その他   121 254 

固定負債合計   13,388 22.3 11,953 20.4

負債合計   28,115 46.8 25,233 43.0

 



   
第82期 

(平成18年３月31日) 
第83期 

(平成19年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

資本の部     

Ⅰ 資本金  ※３ 7,083 11.8 － －

Ⅱ 資本剰余金     

１．資本準備金   1,177 －   

資本剰余金合計     1,177 2.0 － －

Ⅲ 利益剰余金     

１．利益準備金   1,033 －   

２．任意積立金     

(1）価格変動準備金   200 －   

(2）固定資産圧縮積立
金 

  4,084 －   

(3）別途積立金   15,400 －   

３．当期未処分利益   2,235 －   

利益剰余金合計   22,953 38.2 － －

Ⅳ その他有価証券評価差
額金 

  784 1.3 － －

Ⅴ 自己株式  ※４ △31 △0.1 － －

資本合計   31,966 53.2 － －

負債資本合計   60,082 100.0 － － 

      
 



   
第82期 

(平成18年３月31日) 
第83期 

(平成19年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

純資産の部     

Ⅰ 株主資本     

１．資本金   － － 7,083 12.1

２．資本剰余金     

(1）資本準備金   － 1,177   

(2）その他資本剰余金   － 0   

資本剰余金合計   － － 1,178 2.0

３．利益剰余金     

(1）利益準備金   － 1,033   

(2）その他利益剰余金     

価格変動準備金   － 200   

固定資産圧縮積立
金 

  － 3,417   

固定資産圧縮特別
勘定積立金 

  － 107   

別途積立金   － 15,780   

繰越利益剰余金   － 4,467   

利益剰余金合計   － － 25,006 42.7

４．自己株式   － － △791 △1.4

株主資本合計   － － 32,476 55.4

Ⅱ 評価・換算差額等     

１．その他有価証券評価
差額金 

  － － 780 1.3

２．繰延ヘッジ損益   － － 152 0.3

評価・換算差額等合計   － － 933 1.6

純資産合計   － － 33,409 57.0

負債純資産合計   － － 58,643 100.0

      



②【損益計算書】 

   
第82期 

(自 平成17年４月１日 
 至 平成18年３月31日) 

第83期 
(自 平成18年４月１日 
 至 平成19年３月31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     

１．砂糖部門売上高     

(1)商品売上高 ※１ 6,974 7,270   

(2)製品売上高 ※１ 54,839 57,371   

合計   61,813 64,642   

２．非砂糖部門売上高 ※１  5,992 67,805 100.0 5,716 70,358 100.0 

Ⅱ 売上原価     

１．砂糖部門売上原価     

(1)期首商品棚卸高   292 351   

(2)期首製品棚卸高   1,691 2,282   

(3)当期商品仕入高 ※１  7,164 7,358   

(4)当期製品製造原価 ※１  44,075 45,343   

(5)他勘定受入高 ※２  834 －   

(6)他勘定振替高 ※３  △224 △159   

合計   53,833 55,176   

(7)期末商品棚卸高   351 491   

(8)期末製品棚卸高   2,282 2,752   

砂糖部門売上原価   51,200 51,932   

２．非砂糖部門売上原価  ※1,4  4,145 55,346 81.6 4,517 56,450 80.2

売上総利益   12,459 18.4 13,908 19.8

 



   
第82期 

(自 平成17年４月１日 
 至 平成18年３月31日) 

第83期 
(自 平成18年４月１日 
 至 平成19年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
百分比 
（％） 

金額（百万円） 
百分比 
（％） 

Ⅲ 販売費及び一般管理費     

１．発送費及び配達費   2,699 2,531   

２．保管料及び荷役料   1,012 1,174   

３．販売手数料   2,327 2,224   

４．給料及び賞与  ※５  1,688 1,548   

５．退職給付引当金繰入額  ※５ 147 101   

６．役員退職給与引当金繰
入額 

  7 －   

７．役員賞与引当金繰入額    － 58   

８．試験研究費  ※５ 57 59   

９．減価償却費  ※５ 41 46   

10．広告宣伝費   401 584   

11．その他  ※５ 2,092 10,475 15.5 2,167 10,497 15.0

営業利益   1,983 2.9 3,411 4.8

Ⅳ 営業外収益     

１．受取利息  ※１ 5 13   

２．受取配当金  ※１ 174 690   

３．為替差益   13 －   

４．デリバティブ利益   130 200   

５．雑収入  ※１ 219 542 0.8 128 1,034 1.5

Ⅴ 営業外費用     

１．支払利息   191 148   

２．固定資産除却損   51 60   

３．設備撤去費   33 47   

４．雑損失   115 391 0.6 99 355 0.5

経常利益   2,135 3.1 4,090 5.8

 



   
第82期 

(自 平成17年４月１日 
 至 平成18年３月31日) 

第83期 
(自 平成18年４月１日 
 至 平成19年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
百分比 
（％） 

金額（百万円） 
百分比 
（％） 

Ⅵ 特別利益     

１．投資有価証券売却益   130 4   

２．固定資産処分益  ※６ 312 264   

３．合理化対策事業助成金
収入 

  402 －   

４．保険解約益   172 －   

５．関係会社株式売却益   － 65   

６．その他   31 1,049 1.5 8 342 0.5

Ⅶ 特別損失     

１．減損損失  ※８ 19 7   

２．関係会社株式評価損   984 －   

３．特別退職金   327 －   

４．退職給付費用  ※９ 216 －   

５．環境対策処理費用   ※10 － 153   

６．関係会社清算損失    － 42   

７．固定資産除却損   ※７ － 96   

８．その他   47 1,595 2.3 － 299 0.4

税引前当期純利益   1,589 2.3 4,133 5.9

法人税、住民税及び事
業税 

  430 1,635   

法人税等調整額   355 785 1.1 △298 1,336 1.9

当期純利益   803 1.2 2,796 4.0

前期繰越利益   1,432 － 

当期未処分利益   2,235 － 

    



製造原価明細表 

砂糖部門製造原価明細表 

 （注） 原価計算の方法は単純総合原価計算によっております。 

   
第82期 

(自 平成17年４月１日 
 至 平成18年３月31日) 

第83期 
(自 平成18年４月１日 
 至 平成19年３月31日) 

区分 
注記
番号 

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

材料費  34,737 78.6 35,847 79.0

労務費  2,059 4.7 1,912 4.2

経費  7,364 16.7 7,630 16.8

（うち外注加工費）  (1,397) (1,248) 

（うち減価償却費）  (1,768) (1,734) 

（うち電力及び用水費）  (684) (696) 

当期総製造費用  44,161 100.0 45,390 100.0 

期首仕掛品棚卸高  332 754 

合併による仕掛品受入高  336 － 

合計  44,830 46,144 

期末仕掛品棚卸高  754 800 

当期製品製造原価  44,075 45,343 

     



③【利益処分計算書及び株主資本等変動計算書】 

利益処分計算書 

   
第82期 

(株主総会承認日 平成18年６月29日) 

区分 
注記
番号 

金額（百万円） 

Ⅰ 当期未処分利益  2,235 

Ⅱ 任意積立金取崩額  

１．固定資産圧縮積立金 
  取崩額 

 429 429

合計  2,665 

Ⅲ 利益処分額  

１．配当金  707 

２．役員賞与金  36 

（うち監査役賞与金）  (6) 

３．任意積立金  

(1）固定資産圧縮特別勘
定積立金 

 118 

(2）別途積立金  380 1,242 

Ⅳ 次期繰越利益  1,423 

   



株主資本等変動計算書 

当事業年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

 

株主資本 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

自己
株式 

株主資
本合計 資本準

備金 

その
他資
本剰
余金 

資本剰
余金合
計 

利益準
備金 

その他利益剰余金 
  

利益剰
余金合
計 

価格変
動準備
金 

固定資
産圧縮
積立金 

固定資
産圧縮
特別勘
定積立
金 

別途積
立金 

繰越利
益剰余
金 

平成18年３月31日 残高 
（百万円） 

7,083 1,177 － 1,177 1,033 200 4,084 － 15,400 2,235 22,953 △31 31,181 

事業年度中の変動額                          

固定資産圧縮積立金の
取崩し(注) 

            △429     429 －   － 

固定資産圧縮積立金の
取崩し  

            △374     374 －   － 

固定資産圧縮積立金の
繰入れ  

            137     △137 －   － 

固定資産圧縮特別勘定
積立金の繰入れ(注) 

              118   △118 －   － 

固定資産圧縮特別勘定
積立金の繰入れ  

              126   △126 －   － 

固定資産圧縮特別勘定
積立金の取崩し  

              △137   137 －   － 

別途積立金の積立て
(注)  

                380 △380 －   － 

剰余金の配当(注)                    △707 △707   △707 

役員賞与(注)                    △36 △36   △36 

当期純利益                   2,796 2,796   2,796 

自己株式の取得                       △759 △759 

自己株式の処分     0 0               0 1 

株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額
（純額） 

                          

事業年度中の変動額合計 
（百万円） 

－ － 0 0 － － △666 107 380 2,231 2,053 △759 1,294 

平成19年３月31日 残高 
（百万円） 

7,083 1,177 0 1,178 1,033 200 3,417 107 15,780 4,467 25,006 △791 32,476 



(注) 平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。  

 

評価・換算差額等 

純資産合計 
その他有価証券
評価差額金 

繰延ヘッジ損益 
評価・換算差額
等合計 

平成18年３月31日 残高 
（百万円） 

784 － 784 31,966 

事業年度中の変動額        

固定資産圧縮積立金の取崩し
(注) 

      － 

固定資産圧縮積立金の取崩し       － 

固定資産圧縮積立金の繰入
れ  

      － 

固定資産圧縮特別勘定積立金
の繰入れ(注) 

      － 

固定資産圧縮特別勘定積立金
の繰入れ  

      － 

固定資産圧縮特別勘定積立金
の取崩し  

      － 

別途積立金の積立て(注)         － 

剰余金の配当(注)        △707 

役員賞与(注)         △36 

当期純利益        2,796 

自己株式の取得        △759 

自己株式の処分        1 

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額） 

△3 152 148 148 

事業年度中の変動額合計 
（百万円） 

△3 152 148 1,442 

平成19年３月31日 残高  
（百万円） 

780 152 933 33,409 



（重要な会計方針） 

第82期 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

第83期 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

１．有価証券の評価基準及び評価方法 

(1)子会社及び関連会社株式 

移動平均法による原価法 

１．有価証券の評価基準及び評価方法 

(1)子会社及び関連会社株式 

同左 

(2)その他有価証券 

時価のあるもの 

決算日の市場価格等に基づく時価法（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） 

(2)その他有価証券 

時価のあるもの 

決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は

全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動

平均法により算定） 

時価のないもの 

移動平均法による原価法 

時価のないもの 

同左 

２．デリバティブの評価基準及び評価方法 

原則として、時価法 

２．デリバティブの評価基準及び評価方法 

同左 

３．たな卸資産の評価基準及び評価方法 

(1)商品・製品・仕掛品 

先入先出法による原価法 

（但し、二次砂糖部門の商品・製品は移動平均法

による原価法。食品素材事業部門のうち一部は総

平均法による原価法。） 

３．たな卸資産の評価基準及び評価方法 

(1)商品・製品・仕掛品 

同左 

(2)原材料（原料） 

一次砂糖部門の原料は総平均法による原価法 

（食品素材事業部門の原料は先入先出法による原価

法。但し、一部は総平均法による原価法） 

(2)原材料（原料） 

同左 

(3)原材料（副材料）・貯蔵品 

  移動平均法による原価法 

(3)原材料（副材料）・貯蔵品 

移動平均法による原価法 

（会計処理方法の変更） 

従来、一次砂糖部門の原材料（原料）の評価基準及

び評価方法は先入先出法による原価法によっておりま

したが、当事業年度より総平均法による原価法に変更

しております。この変更は平成17年４月１日の３社合

併を契機に会計処理方法の見直しを行い、より払出実

態に近い評価方法としたものであります。この結果、

従来と同一の基準を採用した場合と比較して、売上原

価が23百万円増加し、営業利益、経常利益及び税引前

当期純利益は同額減少しております。 

 

４．固定資産の減価償却の方法 

有形固定資産 

定額法（但し、非砂糖部門は定率法。なお、平

成10年４月１日以降に取得した建物（附属設備

除く）につきましては定額法） 

なお、主な耐用年数は以下の通りであります。 

建物      15～38年 

機械及び装置    13年 

４．固定資産の減価償却の方法 

有形固定資産 

同左 

 



第82期 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

第83期 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

５．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準 

外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場によ

り円貨に換算し、換算差額は損益として処理してお

ります。 

５．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準 

同左 

６．引当金の計上基準 

(1)貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権

につきましては貸倒実績率により、貸倒懸念債権

等特定の債権につきましては個別に債権の回収可

能性を勘案し、回収不能見込額を計上しておりま

す。 

６．引当金の計上基準 

(1)貸倒引当金 

同左 

(2)      ________________________   

  

  

(2)役員賞与引当金 

役員賞与の支出に備えるため、当事業年度における

支給見込額に基づき計上しております。 

（会計処理方法の変更）  

当事業年度より、「役員賞与に関する会計基準」

（企業会計基準第４号 平成17年11月29日）を適用

しております。これにより、営業利益、経常利益及

び税引前当期純利益は、それぞれ58百万円減少して

おります。  

(3）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

ける退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計

上しております。 

過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均残存勤

務期間以内の一定の年数（５年）による定額法によ

り損益処理しております。 

数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における

従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10

年）による定額法により按分した額を、それぞれ発

生の翌事業年度から損益処理することにしておりま

す。 

(3）退職給付引当金 

同左 

(4)役員退職給与引当金 

当社は平成17年5月18日開催の取締役会において役

員退職慰労金制度を廃止することを決議し、平成17

年6月29日開催の定時株主総会において役員退職慰

労金の打ち切り支給案が承認されました。これに伴

い、当事業年度に役員退職給与引当金を全額取り崩

しております。 

(4)      ___________________________ 

  

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・リース取引につきまして

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。 

７．リース取引の処理方法 

同左 

８．ヘッジ会計の方法 

(1)ヘッジ会計の方法 

繰延ヘッジ処理によっております。なお、特例処理

の要件を満たしている金利スワップにつきましては

特例処理によっております。 

８．ヘッジ会計の方法 

(1)ヘッジ会計の方法 

同左 

 



第82期 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

第83期 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

(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） （ヘッジ対象） 

商品先物取引 商品予定取引 

為替予約取引 外貨建予定取引 

金利スワップ 借入金利息 

同左 

    

(3)ヘッジ方針 

商品先物取引及び為替予約取引につきましては相場

変動リスクを減少させるため、輸出入取引に係る販

売計画をベースとして必要な範囲で商品相場変動リ

スク及び為替変動リスクをヘッジしております。 

金利スワップにつきましては将来の金利上昇リスク

をヘッジするために変動金利を固定化する目的で行

っております。 

(3)ヘッジ方針 

同左 

(4)ヘッジ有効性評価の方法 

商品先物取引につきましては同一商品、同一時期に

対してであり、為替予約取引につきましては同一通

貨、同一金額に対してであるため、ヘッジの効果が

確保されているものとみております。 

なお、金利スワップにつきましては特例処理の要件

を満たしているため有効性の評価を省略しておりま

す。 

(4)ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

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 

消費税等の会計処理は税抜方式によっております。 

９．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

消費税等の会計処理 

     同左 



（会計処理方法の変更） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

               _____________________   

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準） 

 当事業年度より、「貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準」（企業会計基準第５号 平成17年12月

９日）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号 

平成17年12月９日）を適用しております。 

 これまでの資本の部の合計に相当する金額は33,257百

万円であります。 

 なお、当事業年度における貸借対照表の純資産の部に

つきましては、財務諸表等規則の改正に伴い、改正後の

財務諸表等規則により作成しております。 



（表示方法の変更） 

第82期 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

第83期 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

（損益計算書） 

「割増退職金」は金額が営業外費用の合計額の百分の

十以下となったため、営業外費用の「雑損失」に含め

て表示しております。その金額は28百万円でありま

す。 

      ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 



注記事項 

（貸借対照表関係） 

第82期 
（平成18年３月31日） 

第83期 
（平成19年３月31日） 

※１．資産のうち下記のものは、一年内に返済予定の長

期借入金14百万円の担保に供しております。 

※１．     ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

建物 157百万円  

※２．このうち、関係会社に対する次の資産及び負債が

含まれております。 

※２．このうち、関係会社に対する次の資産及び負債が

含まれております。 

＜ 資産 ＞  

売掛金 1,621百万円

＜ 負債 ＞  

買掛金 1,056百万円

預り金 693百万円

＜ 資産 ＞  

売掛金 1,691百万円

＜ 負債 ＞  

買掛金 971百万円

預り金 1,031百万円

※３．授権株数 普通株式 300,000千株 

発行済株式総数 普通株式 141,667千株 

※３．     ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

※４．自己株式の保有数 ※４．     ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

普通株式 210,051株  

５．偶発債務 

(1)保証債務 

借入債務に対する連帯保証 

５．偶発債務 

(1)保証債務 

借入債務に対する連帯保証 

クムパワピーシュガー㈱ 246百万円

カセットポンシュガー㈱ 784百万円

計 1,031百万円

クムパワピーシュガー㈱ 211百万円

カセットポンシュガー㈱ 847百万円

計 1,058百万円

 （注） 両社は関係会社であります。  （注） 両社は関係会社であります。 

(2)受取手形裏書譲渡高 26百万円 (2)     ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

※６．     ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ※６．期末日満期手形 

 期末日満期手形の会計処理につきましては、手

形交換日をもって決済処理しております。なお、

当事業年度の末日は金融機関の休日であったた

め、次の期末日満期手形が期末残高に含まれてお

ります。 

  受取手形 36百万円

 ７．配当制限 

商法施行規則第124条第3号に規定する資産に時価

を付したことにより増加した純資産額は 854百万

円であります。 

 ７．     ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 



第82期 
（平成18年３月31日） 

第83期 
（平成19年３月31日） 

※８．財務制限条項 

一年内に返済予定の長期借入金のうち732百万円、

長期借入金のうち1,570百万円には、財務制限条項

がついており、下記の条項に一つでも抵触した場

合、借入先からの通知により、借入金は該当する

借入先に対し一括返済することになっておりま

す。 

①当事業年度末（当中間会計期間末は除く）におけ

る資本の部の金額が前事業年度末における資本の

部の金額の75％未満。 

②事業年度（中間会計期間は除く）において経常損

失を２期連続で計上。 

③各事業年度末（各中間会計期間末は除く）におけ

る有利子負債（短期借入金、1年内に返済予定の長

期借入金、長期借入金等）の合計金額が、営業損

益、受取利息及び配当金、減価償却費の合計金額

の15.0倍（小数点以下第二位切り上げ。）を２期

連続で上回ること。なお、減価償却費とは、損益

計算書の「販売費及び一般管理費」欄及び製造原

価明細表に記載される減価償却費の合計額としま

す。 

※８．財務制限条項 

一年内に返済予定の長期借入金のうち732百万円、

長期借入金のうち838百万円には、財務制限条項が

ついており、下記の条項に一つでも抵触した場

合、借入先からの通知により、借入金は該当する

借入先に対し一括返済することになっておりま

す。 

①当事業年度末（当中間会計期間末は除く）におけ

る純資産の部の金額から繰延ヘッジ損益の金額を

控除した金額が前事業年度末における資本の部の

金額の75％未満。 

②事業年度（中間会計期間は除く）において経常損

失を２期連続で計上。 

③各事業年度末（各中間会計期間末は除く）におけ

る有利子負債（短期借入金、1年内に返済予定の長

期借入金、長期借入金、社債等）の合計金額が、

営業損益、受取利息及び配当金、減価償却費の合

計金額の15.0倍（小数点以下第二位切り上げ。）

を２期連続で上回ること。なお、減価償却費と

は、損益計算書の「販売費及び一般管理費」欄及

び製造原価明細表に記載される減価償却費の合計

額とします。 



（損益計算書関係） 

第82期 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

第83期 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

※１．このうち、関係会社に対する次の取引高が含まれ

ております。 

※１．このうち、関係会社に対する次の取引高が含まれ

ております。 

＜売上高＞  

商品売上高 2,555百万円

製品売上高 36,388百万円

非砂糖部門売上高 1,208百万円

＜売上原価＞  

商品及び原材料仕入高 24,533百万円

＜営業外収益＞  

受取利息 4百万円

受取配当金 129百万円

雑収入 21百万円

＜売上高＞  

商品売上高 2,959百万円

製品売上高 38,062百万円

非砂糖部門売上高 1,130百万円

＜売上原価＞  

商品及び原材料仕入高 24,690百万円

＜営業外収益＞  

受取利息 5百万円

受取配当金 650百万円

雑収入 12百万円

※２．他勘定受入高内訳 ※２．         _______________________ 

合併による商品受入高 119百万円

合併による製品受入高 714百万円

計 834百万円

 

※３．他勘定振替高内訳 ※３．他勘定振替高内訳 

食品素材事業部門へ振替 △144百万円

その他へ振替 △80百万円

計 △224百万円

食品素材事業部門へ振替 △149百万円

その他へ振替 △10百万円

計 △159百万円

※４．非砂糖部門売上原価内訳 

（食品素材事業部門） 

※４．非砂糖部門売上原価内訳 

（食品素材事業部門） 

期首商品棚卸高 325百万円

期首製品棚卸高 106百万円

当期商品仕入高 1,422百万円

当期製品製造原価 2,061百万円

合併による商品受入高 34百万円

合併による製品受入高 236百万円

他勘定振替高 △17百万円

期末商品棚卸高 263百万円

期末製品棚卸高 474百万円

売上原価 3,431百万円

期首商品棚卸高 263百万円

期首製品棚卸高 474百万円

当期商品仕入高 1,762百万円

当期製品製造原価 1,812百万円

他勘定振替高 △16百万円

期末商品棚卸高 331百万円

期末製品棚卸高 509百万円

売上原価 3,455百万円

（不動産部門） （不動産部門） 

修繕費 105百万円

減価償却費 309百万円

租税公課 163百万円

その他 134百万円

売上原価 714百万円

修繕費 508百万円

減価償却費 272百万円

租税公課 166百万円

その他 114百万円

売上原価 1,062百万円

※５．研究開発費の総額 

一般管理費に含まれる研究開発費   348百万円 

※５．研究開発費の総額 

一般管理費に含まれる研究開発費      370百万円 

※６．固定資産処分益 

   土地の売却によるものであります。 

※６．固定資産処分益 

   土地の売却によるものであります。 

※７．     ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

  

※７．固定資産除却損  

建物 8百万円

機械及び装置 2百万円

設備撤去費 67百万円

その他  17百万円

合計 96百万円

 



第82期 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

第83期 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

※８．減損損失 

①減損損失を認識した資産グループの概要 

※８．減損損失 

①減損損失を認識した資産グループの概要 

場所 用途 種類 

千葉県富里市 遊休資産 土地 

パラチノース
グループ 
(岡山県岡山
市) 

パラチノース
製造設備 

機械及び装置 

場所 用途 種類 

静岡県駿東郡 
小山町 

遊休資産 土地 

②減損損失に至った経緯 

 千葉県富里市の土地につきましては、遊休資産であ

り、将来の用途も定まっていないため、減損損失を認識

しております。 

 パラチノース製造設備につきましては、営業損益が悪

化し、短期的な業績の回復が見込まれないことにより、

減損損失を認識しております。 

②減損損失に至った経緯 

 静岡県駿東郡小山町の土地につきましては、遊休状態

となり、将来の用途も定まっていないため、減損損失を

認識しております。 

③減損損失の内訳 ③減損損失の内訳 

機械及び装置 6百万円

土地 13百万円

合計 19百万円

土地 7百万円

   

④グルーピングの方法 

 固定資産を砂糖事業グループ、食品素材事業グループ

及び不動産事業グループとに大区分し、さらに砂糖事業

グループは工場別に区分しております。 

 食品素材事業グループは主としてパラチノースグルー

プ、色素グループ、ハイドロゲルグループ、バイオグル

ープに区分しております。 

 不動産事業グループは賃貸物件毎に区分しておりま

す。 

 なお、遊休資産につきましては、個々の物件毎に区分

しております。 

④グルーピングの方法 

 同左 

⑤回収可能価額の算定方法 

 遊休資産につきましては、回収可能価額は正味売却価

額によっており、時価の算定方法は相続税評価額（倍率

方式）に基づいて算出しております。 

 パラチノース製造設備につきましては、回収可能価額

は機械及び装置のうち一部資産の正味売却価額のみと見

積もられ、時価の算定方法は同業種に対する見積売却可

能価額によっております。 

⑤回収可能価額の算定方法 

 回収可能価額は正味売却価額によっており、時価の算

定方法は相続税評価額（倍率方式）に基づいて算出して

おります。 

※９．従来、被合併会社である台糖㈱及び㈱ケイ・エス

においては従業員の退職給付債務と簡便法により

算定しておりましたが、当社との合併に伴い当社

の退職給付債務の算定方法である原則法で算定す

ることとしました。これによる期首時点の台糖㈱

及び㈱ケイ・エスから引き継いだ退職給付引当金

残高との差額を特別損失に計上しております。 

※９．    ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

※10．        _______________________ ※10．環境対策処理費用 

 「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関

する特別措置法」に基づく、ポリ塩化ビフェニル（ＰＣ

Ｂ）廃棄物の処理費用であります。 



（株主資本等変動計算書関係） 

第83期（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）１．普通株式の自己株式の株式数の増加1,676千株は、取締役会決議による自己株式の取得による増加1,645千

株、単元未満株式の買取による増加31千株であります。  

２．普通株式の自己株式の株式数の減少2千株は、単元未満株式の売渡しによる減少2千株であります。  

 
前事業年度末株式
数（千株） 

当事業年度増加株
式数（千株） 

当事業年度減少株
式数（千株） 

当事業年度末株式
数（千株） 

普通株式 210 1,676 2 1,883 

合計 210 1,676 2 1,883 



（リース取引関係） 

第82期 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

第83期 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31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)リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額

及び期末残高相当額 

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

及び期末残高相当額 

 
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）

機械及び装置 5,667 1,872 3,794 

車両及び運搬
具 

4 4 0 

工具器具及び
備品 

61 29 31 

無形固定資産 14 4 10 

計 5,748 1,911 3,837 

 
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）

機械及び装置 5,667 2,443 3,224

工具器具及び
備品 

142 35 107

無形固定資産 69 9 59

計 5,880 2,488 3,391

(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 553百万円 (68百万円)

１年超 3,546百万円 (446百万円)

計 4,099百万円 (515百万円)

１年内 598百万円 (71百万円)

１年超 3,088百万円 (375百万円)

計 3,686百万円 (446百万円)

（注）上記の（ ）書きは内数であり、事業再構築助

成措置により補填される金額であります。 

(注) 同左 

(3)支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額 (3)支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額 

支払リース料 739百万円

減価償却費相当額 602百万円

支払利息相当額 191百万円

支払リース料 733百万円

減価償却費相当額 597百万円

支払利息相当額 169百万円

（注）上記支払リース料に対する事業再構築助成措置

により補填される金額は89百万円であります。 

（注）上記支払リース料に対する事業再構築助成措置

により補填される金額は89百万円であります。 

(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。 

(4)減価償却費相当額の算定方法 

同左 

(5)支払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きまし

ては、利息法によっております。 

(5)支払利息相当額の算定方法 

同左 

２．オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

２．オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

１年内 2百万円 

１年超 0百万円 

計 3百万円 

１年内 11百万円 

１年超 10百万円 

計 22百万円 

（減損損失について） 

リース資産に配分された減損損失はないため、項目等

の記載は省略しております。 

（減損損失について） 

同左 



（有価証券関係） 

 前事業年度(自平成17年４月１日 至平成18年３月31日)及び当事業年度(自平成18年４月１日 至平成19年３月

31日)における子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

（税効果会計関係） 

第82期 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

第83期 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31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

内訳 

(1)流動資産 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

内訳 

(1)流動資産 

繰延税金資産  

未払賞与 218百万円 

その他 98百万円 

合計 317百万円 

繰延税金負債  

  固定資産圧縮特別勘定積立金 80百万円 

  その他 11百万円 

   合計 92百万円 

繰延税金資産の純額 224百万円 

繰延税金資産  

未払賞与 253百万円 

未払事業税   109百万円 

その他 231百万円 

合計 594百万円 

繰延税金負債  

  固定資産圧縮特別勘定積立金 73百万円 

  繰延ヘッジ損益 78百万円 

   合計 152百万円 

繰延税金資産の純額 441百万円 

(2)固定負債 (2)固定負債 

繰延税金資産  

退職給付引当金 1,003百万円 

合併受入資産評価減 2,203百万円 

投資有価証券評価減 120百万円 

関係会社株式評価減 245百万円 

減損損失 51百万円 

その他 154百万円 

小計 3,777百万円 

評価性引当額 △1,913百万円 

合計 1,864百万円 

繰延税金負債  

固定資産圧縮積立金 2,488百万円 

その他有価証券評価差額金 534百万円 

合計 3,022百万円 

繰延税金負債の純額 1,157百万円 

繰延税金資産  

退職給付引当金 930百万円 

合併受入資産評価減 2,121百万円 

投資有価証券評価減 115百万円 

関係会社株式評価減 78百万円 

減損損失 48百万円 

その他 188百万円 

小計 3,483百万円 

評価性引当額 △1,772百万円 

合計 1,711百万円 

繰延税金負債  

固定資産圧縮積立金 2,332百万円 

その他有価証券評価差額金 467百万円 

繰延ヘッジ損益   24百万円 

合計 2,824百万円 

繰延税金負債の純額 1,113百万円 

 



第82期 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

第83期 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

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 

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 40.5％

（調整）  

交際費等永久に損金に算入さ

れない項目 
5.0％

受取配当金等永久に益金に算

入されない項目 
△2.9％

評価性引当額の増加 6.1％

研究開発税額控除 △2.2％

住民税均等割 1.9％

その他 1.0％

税効果会計適用後の法人税等

の負担率 
49.4％

法定実効税率 40.5％

（調整）  

交際費等永久に損金に算入さ

れない項目 
1.0％

受取配当金等永久に益金に算

入されない項目 
△6.3％

評価性引当額の減少 △3.5％

住民税均等割 0.7％

その他 △0.1％

税効果会計適用後の法人税等

の負担率 
32.3％



（１株当たり情報） 

 （注） １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

第82期 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

第83期 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

１株当たり純資産額 225円73銭

１株当たり当期純利益金額 5円43銭

１株当たり純資産額 239円01銭

１株当たり当期純利益金額 19円78銭

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につき

ましては、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につき

ましては、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。 

 

 （注） １株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。  

 
第82期末 

  （平成18年３月31日） 
第83期末 

 （平成19年３月31日） 

 純資産の部の合計額（百万円）  －  33,409 

純資産の部の合計額から控除する金額（百

万円） 
 － － 

普通株式に係る期末の純資産額（百万円）  － 33,409 

 １株当たり純資産額の算定に用いられた期

末の普通株式の数（株） 
－ 139,783,787 

  
第82期 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

第83期 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

当期純利益（百万円） 803 2,796 

普通株主に帰属しない金額（百万円） 36 － 

（うち利益処分による役員賞与金） (36) (－) 

普通株式に係る当期純利益（百万円） 767 2,796 

期中平均株式数（株） 141,478,820 141,347,454 



（重要な後発事象） 

該当事項はありません。 



④【附属明細表】 

【有価証券明細表】 

【株式】 

       【その他】 

銘柄 株式数（株） 
貸借対照表計上額 

（百万円） 

投資 

有価証券 

その他 

有価証券 

三国コカ・コーラボトリング（株） 419,412 517 

宝ホールディングス（株） 500,000 416 

豊田通商（株） 67,620 203 

新光証券（株） 284,000 169 

サッポロホールディングス（株） 200,000 165 

名糖産業（株） 59,000 140 

（株）ヤクルト本社 45,922 138 

三井住友海上火災保険（株） 77,440 114 

三井リース事業（株） 42,200 100 

（株）中村屋 159,822 96 

その他53銘柄 1,954,597 845 

計 3,810,013 2,907 

種類及び銘柄 投資口数等（口） 
貸借対照表計上額 

（百万円） 

  

投資 

  有価証券 

  

  

その他 

有価証券 

  

  証券投資信託受益証券（3銘柄） 30,013,017 42 

  不動産投資信託受益証券（4銘柄） 65 42 

計 30,013,082 84 



【有形固定資産等明細表】 

 （注） ※１．土地の減少は、主に賃貸不動産の売却によるもの737百万円であります。 

 ※２．( )書きは内数で、減損損失の計上額であります。 

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 19,872   395   331 19,936 12,107 492 7,829 

構築物 2,667   51   93 2,626 1,761 46 865 

機械及び装置 32,984   441   146 33,280 26,117 1,475 7,162 

車両及び運搬具 84   －   3 80 75 1 5 

工具器具及び備品 1,246   75   74 1,246 1,011 47 234 

土地 19,619   270 ※1,2 
745 

   (7)
19,144 － － 19,144 

建設仮勘定 4   1,587   1,373 217 － － 217 

有形固定資産計 76,478   2,821   2,768 76,531 41,072 2,063 35,459 

無形固定資産               

水道施設利用権他 593   － 1 592 501 37 90 

無形固定資産計 593   － 1 592 501 37 90 

長期前払費用 74 7 50 30 － － 30 



【引当金明細表】 

 （注） 貸倒引当金の当期減少額(その他)は、貸倒引当金の設定対象となったゴルフ会員権の回収による戻入額であり

ます。      

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  24 － 0 8 15 

役員賞与引当金 － 58 － － 58 



(2）【主な資産及び負債の内容】 

① 流動資産 

１．現金及び預金 

２．受取手形 

相手先別内訳 

期日別内訳 

区分 金額（百万円） 

現金 12 

預金   

当座及び普通預金 1,554 

定期預金 3 

別段預金 0 

小計 1,558 

計 1,570 

相手先 金額（百万円） 

北原産業（株） 34 

三栄源エフ・エフ・アイ（株） 19 

徳倉（株） 17 

山久（株） 12 

（株）朝日 9 

その他 44 

計 137 

期日別 金額（百万円） 

平成19年３月期日 36 

平成19年４月期日 59 

平成19年５月期日 30 

平成19年６月期日 10 

平成19年７月期日 2 

計 137 



３．売掛金 

相手先別内訳 

回収状況 

 （注）当期発生高には消費税等を含んでおります。 

  

４．商品 

５．製品 

相手先 金額（百万円） 

三井物産（株） 1,410 

双日（株） 324 

（株）タイショーテクノス 212 

豊田通商（株） 165 

丸紅（株） 97 

その他 1,209 

計 3,419 

区分 金額（百万円） 

前期末売掛金残高（Ａ） 3,634 

当期発生高（Ｂ） 73,820 

当期回収高（Ｃ） 74,035 

当期末売掛金残高 3,419 

売掛金回収率（％） 95.58 

売掛金滞留期間（日） 17 

(1)回収率 ＝ 
(C)   

(A)＋(B)   

(2)滞留期間 ＝ 
当期平均売掛金残高 

当期月平均発生高÷30 

品名 金額（百万円） 

砂糖 491 

食品素材 331 

計 823 

品名 金額（百万円） 

砂糖 2,752 

食品素材 484 

さとうきび抽出物（エキス） 24 

計 3,261 



６．未着商品 

７．原材料 

８．未着原材料 

９．仕掛品 

１０．貯蔵品 

品名 金額（百万円） 

砂糖 47 

食品素材 83 

計 130 

品名 金額（百万円） 

原料 3,352 

骨炭 203 

重油 67 

イオン交換樹脂 44 

包装材料他 56 

計 3,726 

品名 金額（百万円） 

砂糖 62 

計 62 

品名 金額（百万円） 

砂糖 800 

食品素材 177 

計 978 

品名 金額（百万円） 

包装材料他 49 

計 49 



② 投資その他の資産 

関係会社株式 

③ 流動負債 

１．買掛金 

相手先 金額（百万円） 

クムパワピーシュガー（株） 726 

北海道糖業（株） 607 

カセットポンシュガー（株） 490 

生和糖業（株） 433 

南西糖業（株） 233 

その他 1,116 

計 3,608 

相手先 金額（百万円） 

三井物産（株） 546 

（独）農畜産業振興機構 525 

サンエイ糖化（株） 254 

大多喜ガス（株） 102 

宮古製糖（株） 97 

その他 692 

計 2,218 



２．未払費用 

④固定負債 

長期借入金 

(3）【その他】 

 該当事項はありません。 

相手先 金額（百万円） 

みらい建設工業(株) 412 

スプーンシュガー(株) 79 

スプーンシュガーウエスト(株)  61 

台神商運(株) 61 

(株)平野屋 61 

その他 2,700 

計 3,377 

相手先 金額（百万円） 

（株）三井住友銀行 1,860 

中央三井信託銀行（株） 1,071 

日本生命保険（相） 681 

（株）三菱東京ＵＦＪ銀行 571 

三菱ＵＦＪ信託銀行（株）  325 

その他 1,016 

計 5,526 



第６【提出会社の株式事務の概要】 

 （注）当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第２項各号に掲げる権利、会社法第166条第１項の規

定による請求をする権利、株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受け

る権利並びに単元未満株式の売渡請求をする権利以外の権利を有しておりません。 

事業年度 ４月１日から３月31日まで 

定時株主総会 ６月中 

基準日 ３月31日 

株券の種類 
1,000株券、10,000株券、100,000株券、 

1,000株未満株式の株数を表示した株券 

剰余金の配当の基準日 
９月30日 

３月31日 

１単元の株式数 1,000株 

株式の名義書換え   

取扱場所 
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 証券代行部 

株主名簿管理人 
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 

取次所 
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 全国各支店 

野村證券株式会社 全国本支店 

名義書換手数料 無料 

新券交付手数料 無料 

株券喪失登録に伴う手数料 
１．喪失登録   １件につき10,000円 

２．喪失登録株券 １枚につき500円 

単元未満株式の買取り・買増し   

取扱場所 
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 証券代行部 

株主名簿管理人 
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 

取次所 
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 全国各支店 

野村證券株式会社 全国本支店 

買取・買増手数料 無料 

公告掲載方法 

電子公告と致します。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電

子公告による公告をすることができない場合は、東京都において発行す

る日本経済新聞に掲載致します。 

株主に対する特典 該当事項はありません。 



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）有価証券報告書及びその添付書類 

  事業年度（第82期）（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日）平成18年６月29日関東財務局長に提出 

(2）半期報告書の訂正報告書 

 平成18年12月14日関東財務局長に提出 

  （第82期中）（自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日）の半期報告書に係る訂正報告書であります。 

(3）半期報告書 

  （第83期中）（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日）   平成18年12月15日関東財務局長に提出 

(4）自己株券買付状況報告書 

  報告期間（自 平成19年２月１日 至 平成19年２月28日）   平成19年３月12日関東財務局長に提出 

  報告期間（自 平成19年３月１日 至 平成19年３月31日）   平成19年４月３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１８年６月２９日

三井製糖株式会社      

  取締役会 御中    

  監査法人トーマツ  

 
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 手塚 仙夫   印 

 
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 油谷 成恒   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 

三井製糖株式会社の平成１７年４月１日から平成１８年３月３１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、 

三井製糖株式会社及び連結子会社の平成１８年３月３１日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経

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。 

追記情報 

 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 ４．会計処理基準に関する事項 (1）重要な資産の評価基準及び評

価方法 ハ．たな卸資産の（会計処理方法の変更）に記載されているとおり、会社は、一次砂糖部門の原材料（原料）の

評価基準及び評価方法について、従来、先入先出法による原価法によっていたが、当連結会計年度より総平均法による原

価法に変更した。 

 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、独立監査人の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）が別途保管している。 



  独立監査人の監査報告書  

      平成１９年６月２８日

三井製糖株式会社      

  取締役会 御中    

  監査法人トーマツ  

 
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 手塚 仙夫   印 

 
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 油谷 成恒   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 

三井製糖株式会社の平成１８年４月１日から平成１９年３月３１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、連結株主資本等変動計算書、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、 

三井製糖株式会社及び連結子会社の平成１９年３月３１日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経

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、独立監査人の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）が別途保管している。 



  独立監査人の監査報告書  

      平成１８年６月２９日

三井製糖株式会社      

  取締役会 御中    

  監査法人トーマツ  

 
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 手塚 仙夫   印 

 
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 油谷 成恒   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 

三井製糖株式会社の平成１７年４月１日から平成１８年３月３１日までの第８２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、三井製糖

株式会社の平成１８年３月３１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。 

追記情報 

 重要な会計方針 ３．たな卸資産の評価基準及び評価方法の（会計処理方法の変更）に記載されているとおり、会社

は、一次砂糖部門の原材料（原料）の評価基準及び評価方法について、従来、先入先出法による原価法によっていたが、

当事業年度より総平均法による原価法に変更した。 

 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、独立監査人の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）が別途保管している。 



  独立監査人の監査報告書  

      平成１９年６月２８日

三井製糖株式会社      

  取締役会 御中    

  監査法人トーマツ  

 
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 手塚 仙夫   印 

 
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 油谷 成恒   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 

三井製糖株式会社の平成１８年４月１日から平成１９年３月３１日までの第８３期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借

対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書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、三井製糖

株式会社の平成１９年３月３１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、独立監査人の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）が別途保管している。 
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