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１. 18年 3月期の連結業績( 平成17年 4月 1日 ～ 平成18年 3月31日 )
(1)連結経営成績    (注）本決算短信中の金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

売   上   高 営 業 利 益 経 常 利 益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年 3月期 114,375 3.5 4,398 2.5 3,935 2.8 
17年 3月期 110,470 1.4 4,292 4.8 3,827 4.6 

  当 期 純 利 益
１株当たり
当期純利益

潜在株式調整
後１株当たり
当 期 純 利 益

株 主 資 本
当期純利益率

総  資  本
経常利益率

売  上  高
経常利益率

百万円 ％ 円  銭 円  銭 ％ ％ ％

18年 3月期 2,147 24.7 59.76 - 9.5 4.2 3.4 
17年 3月期 1,722 31.7 38.97 - 8.2 4.3 3.5 
(注)①持分法投資損益 18年 3月期        -  百万円      17年 3月期        -  百万円

    ②期中平均株式数(連結)　 18年 3月期    34,843,542 株      17年 3月期    34,848,793 株

    ③会計処理の方法の変更 無

    ④売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率

(2)連結財政状態
総   資   産 株 主 資 本 株主資本比率 １株当たり株主資本

百万円 百万円 ％ 円  銭

18年 3月期 96,736        23,692        24.5        678.14
17年 3月期 90,016        21,695        24.1        618.12
(注)期末発行済株式数(連結)　 18年 3月期     34,840,702 株       17年 3月期     34,846,381 株

(3)連結キャッシュ･フローの状況
営業活動による 投資活動による 財務活動による 現金及び現金同等物

キャッシュ・フロー キャッシュ・フロー キャッシュ・フロー 期   末   残   高
百万円 百万円 百万円 百万円

18年 3月期 6,467        △ 3,044        △ 281        13,879       

17年 3月期 5,795        △ 2,574        △ 1,164        10,729       

(4)連結範囲及び持分法の適用に関する事項
    連結子会社数  8 社   持分法適用非連結子会社数　- 社   持分法適用関連会社数　- 社

(5)連結範囲及び持分法の適用の異動状況
    連結(新規)　- 社   (除外)  - 社     持分法(新規)  - 社   (除外)　- 社

２. 19年 3月期の連結業績予想( 平成18年 4月 1日 ～ 平成19年 3月31日 )
　 売  上  高 経 常 利 益 当 期 純 利 益

百万円 百万円 百万円

中 間 期 58,000        2,100        1,210        

通    期 115,000        3,950        2,250        
(参考)１株当たり予想当期純利益(通期)   64 円 58 銭 

　※業績予想につきましては、発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は

    今後様々な要因によって予測数値と異なる場合があります。
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企業集団の状況

　当社及び当社の関係会社は、主としてスパイスを原料とする食料品の製造・加工会社を中心に、
原材料・商品の供給及び販売等を担当する会社をもって構成されており、当社及び主な関係会社の
位置づけは次の通りであります。
　なお、事業の種類別セグメント情報を記載していないため、事業部門の区分により記載しており
ます。

(1)スパイス＆ハーブ関連部門
　当部門においては、各種香辛料、即席カレー、チューブ製品、レトルトカレー等の製造・販
売のほか、関連する原材料の調達を行っております。
　当社が製造・販売を行うほか、下記の活動を行っております。
・生産関係
　　エスビーガーリック食品株式会社、ヱスビースパイス工業株式会社、株式会社ヱスビーサ
　ンキョーフーズ、株式会社大伸は商品の製造を担当し、当社に納入しております。また、大
　連愛思必食品有限公司は中国で加工食品の製造を行い、その一部を当社に納入しております。
・原材料関係
　　株式会社ヱスビー興産及び株式会社ヱスビーエンタープライズは、輸入原料及び国内原材
　料等の調達を担当し、当社に納入しております。
・販売関係
　　S&B INTERNATIONAL CORPORATIONは米国で､また愛思必食品(香港)有限公司は中国で加工食
　品の販売を行っており、当社より商品を供給しております。また、株式会社ゴールデンフー
　ズは、当社の業務用製品を販売しております。このほか、大連愛思必食品有限公司は、中国
　で加工食品の販売を行っております。

(2)その他の加工食品部門他
　当部門においては、加工米飯、調理済食品の製造・販売のほか、飲食店の経営、サービス業
等を行っております。
　当社が加工米飯の製造・販売を行うほか、株式会社ヒガシヤデリカは調理済食品の製造・販
売を行っております。また、株式会社ヱスビーカレーの王様は、カレーショップ等飲食店を経
営しております。このほか、株式会社韋駄天クラブは、各種サービス及びコンサルタント業等
を行っております。

上記の状況について事業系統図を示すと次の通りであります。

                      原材料

                      製品・商品

製造・販売 飲食店

 ㈱ヱスビーカレーの王様 ※１

製造 役務提供等

 エスビーガーリック食品㈱ ※１  ㈱韋駄天クラブ ※２

 ヱスビースパイス工業㈱ ※１

 ㈱ヱスビーサンキョーフーズ ※１ 製造・販売

 ㈱大伸 ※１  大連愛思必食品有限公司 ※３

ヱスビー食品㈱

原材料、商品納入

 ㈱ヱスビー興産 ※１

 ㈱ヱスビーエンタープライズ ※３

販売

 S&B INTERNATIONAL CORPORATION ※１

 愛思必食品（香港）有限公司 ※２

 ㈱ゴールデンフーズ ※３

（注）  ※１  連結子会社

        ※２  非連結子会社で持分法非適用会社

        ※３  関連会社で持分法非適用会社

国内・国外各得意先

製造・販売

 ㈱ヒガシヤデリカ ※１
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経営方針

①経営の基本方針
当社グループ（当社及び連結子会社。以下同じ。）は、創業以来、「本物のおいしさを追い求

日々事業活動を展開してまいりました。
そして、平成15年の創業80周年を機にこの創業の理念を発展的に見つめ直し、新しく企業理念

視点に立って行いたい」と考えております。
顧客満足は、通常「ＣＳ（カスタマー・サティスファクション）」と訳されます。当社グルー

という具体的な言葉に置き換えて活動してまいります。
　１．コンシューマー・サティスファクション
　　　（Consumer Satisfaction）
　２．コミュニケーション・システム
　　　（Communication System）
　３．クリエイティブ＆スピーディー
　　　（Creative & Speedy）

造力とお客様ニーズの変化に応えていくための速度と柔軟性が必要であると考えております。
今後とも、お客様はもとより、株主、取引先、地域社会などすべての皆様にご信頼をいただ

き、選ばれる企業を志向し、鋭意事業活動に取り組む所存であります。

②中長期的な会社の経営戦略
このような理念・方針のもとに当社グループは、企業を取り巻く社会情勢や経済環境が大きく

変化するなかで、いかなる事態にも対応しうる企業体の構築を図ってまいります。
近年、スパイスとハーブは自然志向、健康志向のなかでその機能としてメンタルケア、ヘルス

に努めてまいります。
また、「真の顧客満足の追求」に向けて、ＣＲＭ（カスタマー・リレーションシップ・マネジ

り組んでまいります。

③会社が対処すべき課題
企業理念として掲げました「真の顧客満足の追求」とは、お客様にとっての価値を知り、それ

をさらに推進してまいります。
製品の「安全・安心」対策では、引き続き品質管理の徹底を行いますとともに生産履歴に関す

ます。
「ＳＰＩＣＥ＆ＨＥＲＢ」というコーポレートシンボルの下、洋風スパイスの新製品をはじめ

ループの強みを活かした商品政策・営業政策に注力いたします。
経営管理面におきましては、執行役員制度を活用し、取締役と執行役員の役割を明確にし、経

ムの充実・強化に取り組んでまいります。
速かつ的確に対応いたしますとともに、取締役会の下、内部監査室を中心として内部統制システ
営全般のスピードアップとコーポレート・ガバナンスの強化を図り、もって経営環境の変化に迅

とするスパイスやハーブ製品をお客様のニーズに幅広く対応してご提供することにより、当社グ

し、より耳を傾け、製品やサービスに反映させるなど、あらゆる面でお客様の視点に立った活動

る情報管理のシステム化をさらに進めていくなかで、検査体制の一層の充実にも努めてまいり

よってご満足いただくとともに、企業の社会的責任をより果たすため「あらゆる活動をお客様の

プでは、この企業理念を企業文化や企業風土へと浸透させていくために、下記の「３つのＣＳ」

れまでスパイスを核としたさまざまな事業を展開してまいりましたが、新たに無限の可能性を秘
めたハーブをもう一つの核に据えることによって、ますます多様化・グローバル化が進む消費市
場への対応を強化してまいります。その具現化の旗印に､「ＳＰＩＣＥ＆ＨＥＲＢ」をコーポレー
トシンボルとして掲げ、新たな市場の開拓を進めますとともに、なお一層のブランド価値の向上

メント）の考え方を採り入れたお客様視点の製品開発やマーケティング活動の強化に引き続き取

に応え続けることであります。そこで、お客様より寄せられます「お客様の声」を企業の財産と

め、お客様に喜んでいただく」との企業姿勢を表現した「美味求真」という理念のもと、新たな
食生活・食文化の創造に向けて積極的な提案を行い、広く社会に貢献できる企業を目指し、

を「真の顧客満足の追求」といたしました。お客様の求める製品とサービスを提供することに

ケアが注目を集めており、その将来性が期待されています。香辛料のトップメーカーとして、こ

「コンシューマー・サティスファクション」は、創業以来脈々と受け継がれてきたお客様視点の
考え方であり、「コミュニケーション・システム」は、感動をキーワードとして社内外のコミュ
ニケーションに努めること、また「クリエイティブ＆スピーディー」では、メーカーとしての創
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企業の社会的責任に関しましては、皆様の食生活を担う食品企業として、当社グループならで

理、社会貢献活動などへの取組みに最善の努力をいたしたいと考えております。
特に、自然の恵みによって得られるスパイスとハーブをお客様にお届けする当社グループとい

めてまいります。

④目標とする経営指標
企業環境が大きく変化するなかでは、堅実な経営基盤の確保が重要であり、そのためには収益

⑤利益配分に関する基本方針
当社は、今後の事業展開に備え、長期にわたり堅実な経営基盤の確保に努めますとともに、業

配分における基本方針といたしております。
今後厳しさが増す経営環境に対処いたしますため、お客様にとって価値ある製品の開発や「安

なお、会社法施行後におきましても、従前通り、期末及び中間期末を基準日とする年２回の配
当支払を実施する予定です。

⑥投資単位引下げに関する考え方及び方針等
当社は、株式の流動性の向上及び株主数の増加を資本政策上の重要課題の一つと認識しており

株式数を1,000株から500株へ引き下げております。

⑦親会社等に関する事項
該当する事項はありません。

ます。個人投資家の皆様が参加しやすい環境を整えますため、平成14年11月１日より、１単元の

性、財務体質の安定性及び経営の効率性の向上が必要であると認識しております。当社といたし
ましては、足元の目標売上高等を確実に達成してまいりますとともに、売上高経常利益率、株主
資本比率及びＲＯＥとＲＯＡの維持・向上を目指してまいります。これにより、いかなる経営環
境にあっても常に企業価値の向上を図り、もって株主をはじめすべてのステークホルダーの皆様
のご支援にお応えしたいと考えております。

績に裏付けられた成果を、株主の皆様への安定的な配当として維持、継続いたしますことを利益

全・安心」な製品の生産体制の強化、供給体制の効率化などへの有効投資を前提に内部留保の充
実にも配慮し、経営体質の一層の強化を図り、株主の皆様のご期待に添うよう努めてまいります。

はの優れた品質で、かつ安全で安心いただける製品の提供に努め、さらに皆様のご信頼とご支持
を得て、社会とともに持続可能な企業であり続けられますよう、法令順守は勿論のこと企業倫

たしましては、地球環境保全を重要課題の一つと認識し、「環境方針」を策定し、環境に配慮し
た生産体制の整備や製品の開発・改良をはじめ企業活動全般から生じる環境への負荷の低減に努
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経営成績及び財政状態

□経営成績

（1）当期の概況

回復してきました。

る素材価格の上昇などもあり、依然として先行き不透明な状況が続きました。

てまいりました。

同期比４億25百万円増の21億47百万円（同124.7%)となりました。

① スパイス＆ハーブ関連部門
＜香辛料＞
日本のスパイスとハーブをリードしてきた当社が、従来の洋風スパイスの主力シリーズを刷

高は前年同期比４億61百万円増の145億42百万円となりました。
＜即席＞
即席市場が依然伸び悩むなかで、カレー、シチュー、ハヤシの主力製品である「とろける」

高は前年同期比10億99百万円増の325億９百万円となりました。
＜香辛調味料＞
｢本生 生わさび」などの「本生」シリーズをはじめ、お客様の本物志向によりお応えした

上高は前年同期比17億２百万円増の247億41百万円となりました。
＜インスタント食品＞
レトルトカレーにおきましては、デミグラスソースのコクと深い味わいが特徴のレトルト

年同期比６億９百万円増の250億66百万円となりました。
以上、スパイス＆ハーブ関連部門の売上高は、前年同期比38億73百万円増の968億59百万円

（同104.2%)となりました。

② その他の加工食品部門他
無菌包装米飯におきましては、具材付きのセット米飯「ピアット」シリーズが新製品の「ピ

は、前年同期比32百万円増の175億15百万円（同100.2%)となりました。

たり10円、期末配当金は中間配当金と同様５円といたしたいと存じます。

いの店」シリーズも堅調に推移し、売上、シェアともに伸長しましたことにより、売上高は前

アット一度は食べたいあの店」のカレーシリーズ４品の寄与もあり、順調に推移いたしまし
た。また、調理済食品も前年実績を上回りました。以上、その他の加工食品部門他の売上高

新した「ＳＰＩＣＥ＆ＨＥＲＢ」シリーズ194品を新発売いたしました。また、高品質タイプの
「ＦＡＵＣＨＯＮ」スパイスや新しい価値を提案した新製品の「有機スパイス」、使いやすい
小容量タイプの「スマートスパイス」ともども洋風スパイスが伸長しましたことにより、売上

ブランドシリーズが引き続きお客様の幅広いご支持をいただき、順調に推移いたしました。ま

103.5%)、経常利益は前年同期比１億８百万円増の39億35百万円（同102.8%)、当期純利益は前年

食品業界におきましては、個人消費が本格的回復までには至らず、また、原油価格の高騰によ

このような状況のなかで、当社グループは、企業理念「真の顧客満足の追求」のもと、グルー

の研究開発や改良・改善に活かしますとともに、「安全・安心」な製品をお届けいたしますた

以上の結果、当連結会計年度の売上高は前年同期比39億５百万円増の1,143億75百万円（同

おきましては、お客様の視点での売場提案やメニュー提案を行い、きめ細かな営業活動を展開し

た、１株当たり当期純利益の推移や配当性向さらに連結業績などを考慮し、年間配当金を１株当
当期配当金につきましては、安定配当を基本として当期の業績と今後の経営展望を勘案し、ま

た、こだわりぬいたスパイスが香る上質な味わいの「スパイシーリッチカレー」やデミグラス
ソースの濃厚なビーフ感と深いコクが特徴の即席「デミカレー」などの新製品が貢献し、売上

「生おろし本わさび」などの無着色シリーズが引き続き高い評価をいただくとともに、新製品
の「柚子こしょう」や「もみじおろし」の寄与もあり、チューブ製品全体の売上を底上げしま
した。また、中華調味料でも李錦記ブランド製品が順調に売上を伸ばしましたことにより、売

「デミカレー」が新発売以来ご好評をいただきました。一方、「カレー五人衆名人達のカ
レー」などの話題性・企画性に富む新製品を発売し、売上の拡大に努めました。また、パスタ
ソースでは「生風味」シリーズに新製品の「いくら」をラインナップに加え、「予約でいっぱ

当連結会計年度のわが国経済は、企業収益の改善と民間設備投資の増加に支えられ、緩やかに

た、生産性向上のための諸施策を進めるなどトータルコストの低減に努めます一方で、販売面に

プ一丸となってお客様の視点に立った事業活動を推進してまいりました。「お客様の声」を製品

め、引き続き品質管理・安全対策の強化に努め、当連結会計年度より、今まで取り組んでまいり
ました原材料から製品に至るまでの生産履歴に関する情報管理システムを稼働いたしました。ま
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（2）次期の見通し

など先行き懸念材料があります。

状況が続くものと予想されます。

の具現化に向けて、引き続きお客様の視点に立った事業活動を推進してまいります。

価低減と経費削減に努め、市場競争力の強化と企業価値の向上に取り組んでまいります。

めてまいります。

億50百万円、当期純利益22億50百万円を見込んでおります。

□財政状態

百万円増加して、当連結会計年度末には138億79百万円となりました。
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）
営業活動の結果獲得した資金は、前年同期比６億71百万円増の64億67百万円となりました。

未払金等の増加に伴う資金の増加22億55百万円などがあったことによるものであります。
前年同期と比較して獲得資金が増加した要因は主に、税金等調整前当期純利益の増加による
影響（８億74百万円）であります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）
投資活動の結果使用した資金は、前年同期比４億69百万円増の30億44百万円となりました。

のであります。
前年同期と比較して使用資金が増加した要因は主に、貸付金の差引回収額の減少による影響
（７億92百万円）であります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）
財務活動の結果使用した資金は、前年同期比８億82百万円減の２億81百万円となりました。

前年同期と比較して使用資金が減少した要因は主に、長短借入金の差引返済額の減少による
影響（８億83百万円）であります。

なお、当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは以下の通りであります。

増加に伴う資金の減少23億20百万円があったものの、減価償却費27億81百万円、仕入債務及び

これは主に、有形固定資産の取得24億93百万円及び無形固定資産の取得３億26百万円によるも

これは主に、配当金の支払額３億48百万円及び借入金の増加71百万円によるものであります。

今後の見通しにつきましては、引き続き企業収益の改善と民間設備投資の増加が見込まれ、景

当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、投資

これは主に、税金等調整前当期純利益37億62百万円に対し、法人税等の支払及びたな卸資産の

気の回復基調が続くものと期待されますが、原油価格高騰の長期化に伴う影響や海外経済の動向

活動及び財務活動により減少したものの営業活動により増加し、前連結会計年度末に比べ31億49

望まれます一方で、定率減税の縮小などの個人負担増もあることから、今後とも予断を許さない

なお、経営面におきましては、変化の激しい経営環境に迅速・的確に対応いたしますため、執

なお、平成19年３月期の業績予想につきましては表記の通り、売上高1,150億円、経常利益39

食品業界におきましても、企業収益の増加から雇用・所得環境の改善による個人消費の回復が

当社グループといたしましては、このような情勢のもと、「真の顧客満足の追求」の企業理念

お客様に「安全・安心」な製品を提供いたしますため、品質管理と安全対策を徹底いたします
とともに、「お客様の声」に応えた価値ある製品の開発に励んでまいります。また、さらなる原

行役員制度を活用し、より一層の経営のスピードアップとコーポレート・ガバナンスの強化に努

平成15年３月期 平成16年３月期 平成17年３月期 平成18年３月期

株主資本比率（％） 19.7  23.1  24.1  24.5  

時価ベースの株主資本比率（％） 24.0  30.1  34.6  35.7  

債務償還年数（年） 9.5  　　　　－ 7.0  6.3  

インタレスト・カバレッジ・レシオ 5.5  　　　　－ 7.7  9.1  

（注）株主資本比率：株主資本／総資産
　　　時価ベースの株主資本比率：株式時価総額／総資産
　　　債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー
　　　インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い
　※　各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。
　※　株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出
　　　しております。
　※　営業キャッシュ・フローは連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッ
　　　シュ・フローを使用しております。有利子負債は、連結貸借対照表に計上されてい
　　　る負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としております。また、利払い
　　　については、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。
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連結貸借対照表
（単位：百万円）

期　　別
科　　目

Ⅰ  流動資産
  １．現金及び預金 10,044 13,491 3,447
  ２．受取手形及び売掛金 21,703 21,709 5
  ３．有価証券 104 104 －
  ４．たな卸資産 6,744 7,342 598
  ５．繰延税金資産 1,714 1,774 60
  ６．短期貸付金 6,085 6,000 △85
  ７．その他 1,005 1,015 9
  ８．貸倒引当金 △2,185 △2,189 △3
    流動資産合計 45,217 50.2 49,249 50.9 4,031
Ⅱ  固定資産
  １．有形固定資産
   （1）建物及び構築物 10,820 10,617 △202
   （2）機械装置及び運搬具 5,919 6,622 702
   （3）工具器具及び備品 1,245 1,382 136
   （4）土地 10,744 10,561 △182
   （5）建設仮勘定 208 92 △115
      有形固定資産合計 28,938 32.1 29,277 30.3 338
  ２．無形固定資産
   （1）連結調整勘定 45 42 △3
   （2）その他 1,173 1,245 72
      無形固定資産合計 1,218 1.4 1,287 1.3 69
  ３．投資その他の資産
   （1）投資有価証券 7,518 12,669 5,151
   （2）長期貸付金 2,688 2,675 △12
   （3）繰延税金資産 2,330 362 △1,968
   （4）再評価に係る繰延税金資産 952 － △952
   （5）その他 1,949 2,014 64
   （6）貸倒引当金 △810 △799 11
      投資その他の資産合計 14,628 16.3 16,922 17.5 2,293
    固定資産合計 44,785 49.8 47,487 49.1 2,702
Ⅲ  繰延資産
  １．社債発行費 13 － △13
    繰延資産合計 13 0.0 － － △13
    資産合計 90,016 100  96,736 100  6,720

増 減 額

（資産の部） 構成比(％)

当連結会計年度
（18.3.31現在）

前連結会計年度
（17.3.31現在）

構成比(％)
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（単位：百万円）
期　　別

科　　目

Ⅰ  流動負債
  １．支払手形及び買掛金 10,609 11,932 1,323
  ２．短期借入金 20,009 20,562 553
  ３．一年以内に償還する社債 － 6,000 6,000
  ４．未払金 7,985 8,581 596
  ５．未払法人税等 906 155 △751
  ６．繰延税金負債 13 19 6
  ７．賞与引当金 1,056 1,102 45
  ８．その他 2,064 2,866 801
    流動負債合計 42,646 47.4 51,220 52.9 8,573
Ⅱ  固定負債
  １．社債 10,000 4,000 △6,000
  ２．長期借入金 10,506 10,025 △481
  ３．繰延税金負債 － 727 727
  ４．再評価に係る繰延税金負債 － 1,598 1,598
  ５．退職給付引当金 4,971 5,272 301
  ６．債務保証損失引当金 124 124 －
  ７．その他 36 35 △1
    固定負債合計 25,640 28.5 21,783 22.5 △3,856
    負債合計 68,286 75.9 73,004 75.5 4,717

    少数株主持分 34 0.0 39 0.0 5

Ⅰ  資本金 1,744 1.9 1,744 1.8 －
Ⅱ  資本剰余金 5,343 5.9 5,343 5.5 0
Ⅲ  利益剰余金 14,485 16.1 16,155 16.7 1,669
Ⅳ  土地再評価差額金 △1,369 △ 1.5 △3,965 △ 4.1 △2,595
Ⅴ  その他有価証券評価差額金 1,523 1.7 4,443 4.6 2,919
Ⅵ  為替換算調整勘定 △7 △ 0.0 1 0.0 8
Ⅶ  自己株式 △23 △ 0.0 △28 △ 0.0 △5
    資本合計 21,695 24.1 23,692 24.5 1,996
    負債､少数株主持分及び資本合計 90,016 100  96,736 100  6,720

（資本の部）

増 減 額

（負債の部） 構成比(％)構成比(％)

当連結会計年度前連結会計年度
（18.3.31現在）（17.3.31現在）

（少数株主持分）
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連結損益計算書
（単位：百万円）

期　　別

科　　目
(％)

Ⅰ  売上高 110,470 100  114,375 100  3,905 3.5
Ⅱ  売上原価 59,697 54.0 61,646 53.9 1,948 3.3

売上総利益 50,772 46.0 52,729 46.1 1,956 3.9
Ⅲ  販売費及び一般管理費 46,480 42.1 48,331 42.3 1,850 4.0
  １．販売促進費 27,406 28,297 891
  ２．広告宣伝費 4,165 4,192 27
  ３．貸倒引当金繰入額 19 4 △14
  ４．給料手当 4,081 4,110 29
  ５．賞与引当金繰入額 517 532 15
  ６．退職給付費用 658 748 89
  ７．減価償却費 452 527 75
  ８．その他 9,179 9,916 737

営業利益 4,292 3.9 4,398 3.8 106 2.5
Ⅳ  営業外収益 330 0.3 370 0.3 40 12.1
  １．受取利息 73 66 △7
  ２．受取配当金 65 91 25
  ３．不動産賃貸料 102 116 13
  ４．その他 87 95 7
Ⅴ  営業外費用 794 0.7 832 0.7 38 4.8
  １．支払利息 760 709 △50
  ２．貸倒引当金繰入額 － 47 47
  ３．その他 34 74 40

経常利益 3,827 3.5 3,935 3.4 108 2.8
Ⅵ  特別利益 42 0.0 148 0.1 106 253.6
  １．固定資産売却益 － 54 54
  ２．貸倒引当金戻入額 1 35 34
  ３．損害賠償金 40 39 △1
  ４．その他 0 19 18
Ⅶ  特別損失 981 0.9 322 0.3 △659 △67.2
  １．固定資産除却損 173 67 △106
  ２．減損損失 597 62 △534
  ３．投資有価証券評価損 5 6 1
  ４．出資金評価損 64 11 △52
  ５．貸倒引当金繰入額 25 9 △15
　６．役員退職金 108 64 △44
　７．建物等解体費用 － 39 39
  ８．その他 7 59 51

税金等調整前当期純利益 2,888 2.6 3,762 3.3 874 30.3
法人税、住民税及び事業税 1,843 1.7 1,015 0.9 △827 △44.9
法人税等調整額 △680 △0.6 594 0.5 1,274 △187.2
少数株主利益 3 0.0 5 0.0 1 58.6
当期純利益 1,722 1.6 2,147 1.9 425 24.7

前連結会計年度 当連結会計年度
自 16. 4. 1 自 17. 4. 1

百分比(％) 百分比(％)

増 減 額 増 減 率
至 17. 3.31 至 18. 3.31
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連結剰余金計算書
（単位：百万円）

期　　別

科　　目

（資本剰余金の部）

Ⅰ　資本剰余金期首残高 5,343 5,343 0

Ⅱ　資本剰余金増加高 0 0 △0

　１．自己株式処分差益 0 0 △0

Ⅲ　資本剰余金期末残高 5,343 5,343 0

（利益剰余金の部）

Ⅰ　利益剰余金期首残高 14,486 14,485 △0

Ⅱ　利益剰余金増加高 1,722 2,174 452

　１．当期純利益 1,722 2,147 425

　２．土地再評価差額金取崩額 － 26 26

Ⅲ　利益剰余金減少高 1,723 505 △1,218

　１．配当金 348 348 △0

　２．役員賞与 291 156 △134

　３．土地再評価差額金取崩額 1,083 － △1,083

Ⅳ　利益剰余金期末残高 14,485 16,155 1,669

増 減 額
前連結会計年度
自 16. 4. 1
至 17. 3.31

当連結会計年度
自 17. 4. 1
至 18. 3.31
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連結キャッシュ・フロー計算書
（単位：百万円）

期　　別

科　　目
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 2,888 3,762 874
減価償却費 2,556 2,781 224
減損損失 597 62 △534
連結調整勘定償却額 3 3 －
社債発行費償却額 13 13 0
貸倒引当金の増減額 38 △8 △47
賞与引当金の増減額 △8 45 53
退職給付引当金の増加額 391 301 △90
受取利息及び受取配当金 △139 △157 △18
支払利息 760 709 △50
有形固定資産売却益 － △54 △54
有形固定資産売却損 2 4 1
有形固定資産除却損 173 67 △106
投資有価証券売却益 △0 △0 0
関係会社株式売却益 － △1 △1
関係会社清算益 － △4 △4
投資有価証券売却損 － 0 0
投資有価証券評価損 5 6 1
出資金評価損 64 11 △52
売上債権の増減額 60 △5 △65
たな卸資産の増加額 △44 △598 △553
前払等の増加額 △64 △84 △20
仕入債務の増加額 208 1,323 1,114
未払金等の増加額 988 931 △56
役員賞与の支払額 △95 △364 △268
    小計 8,398 8,744 346
利息及び配当金の受取額 143 157 13
利息の支払額 △754 △712 42
法人税等の支払額 △1,991 △1,722 268

    営業活動によるキャッシュ・フロー 5,795 6,467 671

Ⅱ  投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出 △135 △132 2
定期預金の払戻による収入 136 135 △1
有価証券の取得による支出 △104 △104 －
有価証券の売却による収入 114 104 △10
有形固定資産の取得による支出 △2,447 △2,493 △45
有形固定資産の売却による収入 4 177 172
無形固定資産の取得による支出 △729 △326 402
投資有価証券の取得による支出 △15 △250 △234
投資有価証券の売却による収入 10 47 36
貸付による支出 △503 △1,055 △551
貸付金の回収による収入 1,094 853 △241

    投資活動によるキャッシュ・フロー △2,574 △3,044 △469

Ⅲ  財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額 △713 △162 551
長期借入れによる収入 4,845 4,770 △75
長期借入金の返済による支出 △4,942 △4,535 407
自己株式の売却による収入 0 0 △0
自己株式の取得による支出 △4 △5 △0
配当金の支払額 △348 △348 0

    財務活動によるキャッシュ・フロー △1,164 △281 882

Ⅳ  現金及び現金同等物に係る換算差額 8 8 △0
Ⅴ  現金及び現金同等物の増加額  2,066 3,149 1,083
Ⅵ  現金及び現金同等物の期首残高 8,663 10,729 2,066
Ⅶ  現金及び現金同等物の期末残高 10,729 13,879 3,149

至 18. 3.31

前連結会計年度 当連結会計年度

至 17. 3.31
自 16. 4. 1 自 17. 4. 1 増　　　減
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項　　目 前連結会計年度 当連結会計年度

１．連結の範囲に関する (1) 連結子会社の数及び主要な連結子 　同　　　左

  事項   会社の名称

    連結子会社の数  ８社

    主要な連結子会社の名称

      エスビーガーリック食品㈱

      ヱスビースパイス工業㈱

      ㈱ヱスビー興産

      ㈱ヱスビーサンキョーフーズ

      ㈱大伸

      ㈱ヱスビーカレーの王様

      ㈱ヒガシヤデリカ

      S&B INTERNATIONAL CORPORATION

(2) 主要な非連結子会社の名称等

    主要な非連結子会社

      ㈱韋駄天クラブ

      愛思必食品（香港）有限公司

    非連結子会社は、いずれも小規模

  であり、合計の総資産、売上高、当

  期純損益(持分に見合う額)及び利益

  剰余金（持分に見合う額）等は、い

  ずれも連結財務諸表に重要な影響を

  及ぼしていないため、連結の範囲か

  ら除外しております。

２．持分法の適用に関す (1) 持分法適用の非連結子会社及び関   同      左

  る事項   連会社はありません。

(2) 主要な持分法を適用していない非

  連結子会社及び関連会社の名称等

    主要な持分法を適用していない非

    連結子会社及び関連会社

      ㈱韋駄天クラブ

      愛思必食品（香港）有限公司

    これらの会社は、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。

３．連結子会社の事業年   連結子会社の決算日は、エスビーガ   同      左

  度等に関する事項 ーリック食品㈱は12月31日、ヱスビー

スパイス工業㈱は２月末日、他の連結

子会社６社は３月31日であります。連

結財務諸表の作成に当たっては、それ

ぞれの決算日の決算財務諸表を使用し

ておりますが、連結決算日との間に生

じた取引については、連結上必要な調

整を行う方法によっております。
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項　　目 前連結会計年度 当連結会計年度

４．会計処理基準に関す (1) 重要な資産の評価基準及び評価方 (1) 重要な資産の評価基準及び評価方

  る事項   法   法

　イ　有価証券 　イ　有価証券

　　  満期保有目的の債券については､ 　　  満期保有目的の債券については､

　　償却原価法（定額法）によってお 　　償却原価法（定額法）によってお

    ります｡     ります｡

　　  子会社株式及び関連会社株式に 　　  その他有価証券については、時

    ついては、移動平均法による原価     価のあるものは決算日の市場価格

    法によっております。     等に基づく時価法（評価差額は全

　　  その他有価証券については、時     部資本直入法により処理し、売却

    価のあるものは決算日の市場価格     原価は移動平均法により算定）、

    等に基づく時価法（評価差額は全     時価のないものは移動平均法によ

    部資本直入法により処理し、売却     る原価法によっております。

    原価は移動平均法により算定）、

    時価のないものは移動平均法によ

    る原価法によっております。

　ロ  たな卸資産 　ロ  たな卸資産

      製品及び商品、原材料、仕掛品 　　　同　　　左

    は移動平均法による原価法、貯蔵

    品は先入先出法による原価法を採

    用しております。

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の (2) 重要な減価償却資産の減価償却の

  方法   方法

  イ  有形固定資産 　同　　　左

      当社及び国内連結子会社は定率

    法によっております。また、在外

    連結子会社は当該国の会計基準の

    規定に基づく定額法によっており

    ます。

      ただし、当社及び国内連結子会

    社は、平成10年４月１日以降に取

    得した建物(建物付属設備を除く)

    については、定額法を採用してお

    ります。

      なお、主な資産の耐用年数は以

    下の通りであります。

      建物及び構築物 ２年～60年

      機械装置及び運搬具 ２年～14年

  ロ  無形固定資産

      定額法によっております。

      なお、自社利用のソフトウエア

    に つ い て は 、 見 込 利 用 可 能 期 間

    （５年）に基づく定額法によって

    おります。

(3) 繰延資産の処理方法 (3) 繰延資産の処理方法

    社債発行費 　　同　　　左

      商法施行規則に規定する最長期

    間（３年間）にわたり均等償却し

    ております。
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項　　目 前連結会計年度 当連結会計年度

(4) 重要な引当金の計上基準 (4) 重要な引当金の計上基準

  イ  貸倒引当金 　同　　　左

      当連結会計年度末に保有する債

    権の貸倒による損失に備えるため､

    一般債権については貸倒実績率に

    より、貸倒懸念債権等特定の債権

    については個別に回収可能性を勘

    案し、回収不能見込額を計上して

　　おります｡

  ロ  賞与引当金

      支給見込額を計上しております｡

  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。

      な お 、 会 計 基 準 変 更 時 差 異

    （ 4,691 百 万 円）については、15

    年による按分額を費用処理してお

    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（10年）による定額法

　　により費用処理しております。

      また、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費用処理す

　　ることとしております。    

  ニ  債務保証損失引当金

      債務保証等に係る損失に備える

    ため、被保証者の財政状態等を勘

    案し、損失負担見込額を計上して

    おります。

(5) 重要なリース取引の処理方法 (5) 重要なリース取引の処理方法

    リース物件の所有権が借主に移転 　　同　　　左

  すると認められるもの以外のファイ

  ナンス・リース取引については、通

  常の賃貸借取引に係る方法に準じた

  会計処理によっております。
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項    目 前連結会計年度 当連結会計年度

(6) 重要なヘッジ会計の方法 (6) 重要なヘッジ会計の方法

  イ  ヘッジ会計の方法   同      左

　　為替予約取引

      振当処理によっております｡

　　金利スワップ取引

　　　特例処理によっております。

  ロ  ヘッジ手段とヘッジ対象

      外貨建金銭債権債務について為

    替予約取引を行っております。

　　　また、借入金について金利スワ

　　ップ取引を行っております。

  ハ  ヘッジ方針

      為替変動リスク及び金利変動リ

    スクを回避する目的で行っており

    ます。なお、これらの取引は社内

    規程に従い、決裁を得て行ってお

　　ります。

  ニ  ヘッジ有効性評価の方法

　　　為替予約取引及び金利スワップ

　　取引ともに、高い有効性があると

　　みなされるため、有効性の評価を

　　省略しております。

(7) その他連結財務諸表作成のための (7) その他連結財務諸表作成のための

  重要な事項   重要な事項

　　消費税等の処理  　 同      左

      税抜方式によっております｡

５．連結子会社の資産及   連結子会社の資産及び負債の評価に   同      左

  び負債の評価に関する ついては、全面時価評価法を採用して

  事項 おります。

６．連結調整勘定の償却 　連結調整勘定の償却は、子会社の実   同      左

  に関する事項 態に基づいて20年以内の適切な償却期

間で償却しております。

７．利益処分項目等の取   連結剰余金計算書は、連結会社の利   同      左

  扱いに関する事項 益処分について連結会計年度中に確定

した利益処分に基づいて作成しており

ます。ただし、連結子会社エスビーガ

ーリック食品㈱については、連結会計

年度に対応する事業年度に係る利益処

分によっております（繰上方式）。

８．連結キャッシュ・フ 　手許現金、随時引き出し可能な預金   同      左

  ロー計算書における資 及び容易に換金可能であり、かつ、価

  金の範囲 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カ月以内に償還期

限の到来する短期投資からなっており

ます。
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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 当連結会計年度

（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（「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）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、当連結会計年度

から同会計基準及び同適用指針を適用しておりま

す。これにより､税金等調整前当期純利益は597百

万円減少しております。

　なお、減損損失累計額については、改正後の連

結財務諸表規則に基づき各資産の金額から直接控

除しております。

表示方法の変更

前連結会計年度 当連結会計年度

  前連結会計年度において特別損失の「その他」   前連結会計年度において特別利益の「その他」

に含めて表示しておりました「役員退職金」（前 に含めて表示しておりました「固定資産売却益」

連結会計年度99百万円）は､特別損失の総額の100 （前連結会計年度０百万円）は､特別利益の総額

分の10を超えたため、当連結会計年度において区 の100分の10を超えたため、当連結会計年度にお

分掲記しております。 いて区分掲記しております。
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注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度 当連結会計年度

非連結子会社及び関連会社項目 非連結子会社及び関連会社項目

投資有価証券 160百万円 投資有価証券 139百万円

出資金(投資その他の資産その他) 134百万円 出資金(投資その他の資産その他) 205百万円

有形固定資産の減価償却累計額 39,375百万円 有形 額固定資産の減価償却累計 41,155百万円

当社は「土地の再評価に関する法律」（平成10年３ 当社は「土地の再評価に関する法律」（平成10年３

月31日公布　法律第34号）及び「土地の再評価に関 月31日公布　法律第34号）及び「土地の再評価に関

する法律の一部を改正する法律」（平成13年３月31 する法律の一部を改正する法律」（平成13年３月31

日公布　法律第19号）に基づき、事業用土地の再評 日公布　法律第19号）に基づき、事業用土地の再評

価を行い、評価差額については、当該評価差額に係 価を行い、「土地再評価差額金」を資本の部に計上

る税金相当額を「再評価に係る繰延税金資産」とし しております。

て資産の部に計上し、これを加えた金額を「土地再 （追加情報）

評価差額金」として資本の部に計上しております。 当連結会計年度末において、土地の再評価に係る繰

再評価の方法 延税金資産について回収可能性を検討した結果、回

　「土地の再評価に関する法律施行令」（平成10 収の見込が確実でないもの 2,568百万円について取

　年３月31日公布　政令第 1 1 9 号）第２条第３号 り崩し､土地再評価差額金を同額減額しております。

　及び第４号に定める方法により算出しておりま 再評価の方法

　す。 　「土地の再評価に関する法律施行令」（平成10

再評価を行った年月日        平成14年３月31日 　年３月31日公布　政令第 1 1 9 号）第２条第３号

再評価を行った土地の期末における
 △1,744百万円

　及び第４号に定める方法により算出しておりま
時価と再評価後の帳簿価額との差額 　す。

再評価を行った年月日        平成14年３月31日

再評価を行った土地の期末における
 △1,935百万円

時価と再評価後の帳簿価額との差額

担保提供資産とこれに対応する債務は次の通りであ 担保提供資産とこれに対応する債務は次の通りであ

ります。 ります。

担保提供資産 担保提供資産

建物及び構築物 75百万円 建物及び構築物 79百万円

土地 23百万円 土地 23百万円

合計 98百万円 合計 102百万円

上記に対応する借入金の額は、短期借入金510百万 上記に対応する借入金の額は、短期借入金540百万

円、長期借入金550百万円であります。 円、長期借入金600百万円であります。

期末において連結会社以外の会社の銀行借入に対す 期末において連結会社以外の会社の銀行借入に対す

る保証債務は次の通りであります。 る保証債務は次の通りであります。

㈱サンバード 525百万円 ㈱サンバード 525百万円

㈱エフ・アール・フーズ 170百万円 ㈱エフ・アール・フーズ 166百万円

大連愛思必食品有限公司 92百万円 大連愛思必食品有限公司他１件 77百万円

合計 789百万円 合計 769百万円

当社の発行済株式総数 普通株式 34,885千株 当社の発行済株式総数 普通株式 34,885千株

自己株式 自己株式

当社が保有する自己株式の数は、普通株式39千株 当社が保有する自己株式の数は、普通株式44千株

であります。 であります。
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（連結損益計算書関係）

前連結会計年度 当連結会計年度

研究開発費の総額は、610百万円であります。 研究開発費の総額は、1,058百万円であります。

固定資産売却益の内訳

機械装置及び運搬具 1百万円

土地 53百万円

合計 54百万円

固定資産除却損の内訳 固定資産除却損の内訳

建物及び構築物 75百万円 建物及び構築物 37百万円

機械装置及び運搬具 70百万円 機械装置及び運搬具 7百万円

工具器具及び備品 27百万円 工具器具及び備品 22百万円

合計 173百万円 合計 67百万円

減損損失 減損損失

当社グループは、継続的に収支の把握がなされて 当社グループは、継続的に収支の把握がなされて

いる単位を基礎として資産のグルーピングを行って いる単位を基礎として資産のグルーピングを行って

おります。 おります。

当連結会計年度において、地価の継続的な下落等 当連結会計年度において、地価の継続的な下落等

により帳簿価額が回収可能価額を下回っている以下 により帳簿価額が回収可能価額を下回っている以下

の遊休資産等に関し減損損失を計上しております。 の遊休資産に関し、減損損失62百万円を計上してお

その内訳は、建物及び構築物220百万円、土地375百 ります。

万円、その他０百万円であります。

なお、回収可能価額は正味売却価額により測定し

ており、土地については路線価等、その他の資産に

ついては処分見込価額から処分費用見込額を控除し

た額により評価しております。

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度 当連結会計年度

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

（平成17年３月31日現在） （平成18年３月31日現在）

現金及び預金勘定 10,044百万円 現金及び預金勘定 13,491百万円

預入期間が３カ月を超える定期預金 △115百万円 預入期間が３カ月を超える定期預金 △112百万円

売り戻し条件付現先 299百万円 金銭信託 500百万円

金銭信託 500百万円 現金及び現金同等物 13,879百万円

現金及び現金同等物 10,729百万円

（リース取引関係）

 ＥＤＩＮＥＴによる開示を行うため記載を省略しております。

遊休資産 土地 長野県北佐久郡

用途 種類

土地遊休資産

遊休資産 土地 埼玉県比企郡

遊休資産

遊休資産 土地

建物及び構築物､土地他 神奈川県三浦市

千葉県千葉市

場所

石川県金沢市

遊休資産他 建物及び構築物､土地 その他９件

場所

石川県金沢市

遊休資産 土地 千葉県千葉市

遊休資産 土地

遊休資産 土地 埼玉県比企郡

神奈川県三浦市

用途 種類

土地遊休資産

遊休資産 土地 その他10件

なお、回収可能価額は正味売却価額により測

ており、土地については路線価等、その他の

た額により評価しております。

ついては処分見込価額から処分費用見込額を

定し

資産に

控除し
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（有価証券関係）

　１．その他有価証券で時価のあるもの （単位：百万円）

種　　類
前連結会計年度 当連結会計年度

取得原価
連結貸借対照表
計　　上　　額 差　　額 取得原価

連結貸借対照表
計　　上　　額 差　　額

 (1) 株式 4,387  6,991  2,604  4,801  12,342  7,540  

 (2) 債券

連結貸借対照表計上        国債・地方債等       －       －       －       －       －       －

額が取得原価を超え        社債       －       －       －       －       －       －

るもの　　　　　　        その他       －       －       －       －       －       －

 (3) その他       －       －       －       －       －       －
小　　計 4,387  6,991  2,604  4,801  12,342  7,540  

 (1) 株式 218  196  △21  48  39  △8  

 (2) 債券

連結貸借対照表計上        国債・地方債等       －       －       －       －       －       －

額が取得原価を超え        社債       －       －       －       －       －       －

ないもの　　　　　        その他       －       －       －       －       －       －

 (3) その他       －       －       －       －       －       －
小　　計 218  196  △21  48  39  △8  

合　　　　計 4,605  7,188  2,583  4,850  12,382  7,532  

（注）その他有価証券で時価のある株式について減損処理（前連結会計年度１百万円、当連結会計年度５百万円）を

　　　行っております。

　　　なお、減損処理に当たっては、連結会計年度末における時価が取得原価に比べ50％を超えて下落した場合には

　　　すべて減損処理を行い、30～50％下落した場合には、回復可能性を検討の上減損処理を行っております。

　　　　　

　２．時価評価されていない主な有価証券の内容 （単位：百万円）

種　　　　　類
前連結会計年度 当連結会計年度

連結貸借対照表計上額 連結貸借対照表計上額

 (1) 満期保有目的の債券

       非上場内国債券 104 104

 (2) 子会社株式及び関連会社株式

       非上場株式 160 139

 (3) その他有価証券

       非上場株式（店頭売買株式を除く） 168 147

（注）その他有価証券で時価評価されていない株式について減損処理（前連結会計年度３百万円、当連結会計年度１

　　　百万円）を行っております。

　　　なお、減損処理に当たっては、１株当たりの純資産額が取得原価に比べ50％を超えて下落した場合にはすべて

　　　減損処理を行い、30～50％下落した場合には、回復可能性を検討の上減損処理を行っております。

　３．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 （単位：百万円）

種　　　　　類
前連結会計年度 当連結会計年度

１年以内 １年超５年以内 ５年超 １年以内 １年超５年以内 ５年超

 １．債券

   (1) 割引金融債 104        －       － 104        －       －

   (2) 社債       －       －       －       －       －       －

 ２．その他       －       －       －       －       －       －

（デリバティブ取引関係）

　ＥＤＩＮＥＴによる開示を行うため記載を省略しております。
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（退職給付関係）

１．採用している退職給付制度の概要

退職給付制度としては退職一時金制度、厚生年金基金制度、適格退職年金制度を設けております。
また、従業員の退職に際して、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もあります。
退職一時金制度は当社及び連結子会社６社、厚生年金基金制度は当社及び連結子会社３社、適格退

職年金制度は当社が有しております。
なお厚生年金基金制度については当社及び連結子会社３社ともに、総合設立型の酒フーズ厚生年金

基金に加入しております。

２．退職給付債務に関する事項 （単位：百万円）
前連結会計年度 当連結会計年度

 (1) 退職給付債務の額 △ 9,180 △ 8,849

 (2) 年金資産 1,010 1,173

 (3) 未積立退職給付債務 (1)＋(2) △ 8,170 △ 7,675

 (4) 会計基準変更時差異の未処理額 3,122 2,810

 (5) 未認識数理計算上の差異 △ 122 △ 743

 (6) 未認識過去勤務債務 198 336

 (7) 退職給付引当金〔(3)～(6)合計〕 △ 4,971 △ 5,272

（注）１．厚生年金基金については、自社の拠出に対応する年金資産の額を合理的に計算するこ
　　　　　とができないため退職給付債務には含めておりません。
　　　　　なお普通掛金拠出割合により計算した同基金における当社及び連結子会社に係る年金
　　　　　資産の額は前連結会計年度6,351百万円、当連結会計年度7,980百万円であります。
　　　２．連結子会社につきましては、簡便法（期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方
　　　　　法）によっております。

３．退職給付費用に関する事項 （単位：百万円）
前連結会計年度 当連結会計年度

 (1) 勤務費用 376 391

 (2) 利息費用 168 178

 (3) 期待運用収益 △ 17 △ 18

 (4) 会計基準変更時差異の費用処理額 312 312

 (5) 過去勤務債務の費用処理額 24 94

 (6) 数理計算上の差異の費用処理額 △ 19 △ 16

 (7) 臨時に支払った割増退職金 6 20

 (8) 簡便法による連結子会社の退職給付費用 61 58

 (9) 総合設立型厚生年金基金等拠出額 297 340

(10) 退職給付費用〔(1)～(9)合計〕 1,210 1,361

（注）厚生年金基金については、自社の拠出に対応する年金資産の額を合理的に計算することが
　　　できないため、当該年金基金への要拠出額を退職給付費用としております。
　　　

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

前連結会計年度 当連結会計年度

 (1) 割引率 2.2％ 2.2％

 (2) 期待運用収益率 1.8％ 1.8％

 (3) 退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 同  　左

 (4) 会計基準変更時差異の処理年数 15年 15年

 (5) 過去勤務債務の額の処理年数 10年 10年

 (6) 数理計算上の差異の処理年数 10年 10年

（注）１．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による定

　　　　　額法により費用処理しております。

　　　２．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
　　　　　ら費用処理することとしております。
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額

（税効果会計関係）

前連結会計年度 当連結会計年度

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原 １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原

　因別の内訳 　因別の内訳

(1) 流動の部 (1) 流動の部

　  繰延税金資産 　  繰延税金資産

　　  貸倒引当金繰入限度超過額 947百万円 　　  貸倒引当金繰入限度超過額 941百万円

　　  賞与引当金繰入限度超過額 433百万円 　　  賞与引当金繰入限度超過額 452百万円

　　  未払金否認 253百万円 　　  未払金否認 339百万円

　　  未払事業税否認 78百万円 　　  未実現利益 47百万円

　　  その他 65百万円 　　  その他 55百万円

　  繰延税金資産小計 1,778百万円 　  繰延税金資産小計 1,836百万円

    評価性引当額 △3百万円     評価性引当額 △0百万円

　  繰延税金資産合計 1,775百万円 　  繰延税金資産合計 1,835百万円

　  繰延税金負債 　  繰延税金負債

      貸倒引当金の減額修正 68百万円       貸倒引当金の減額修正 73百万円

　　  固定資産圧縮積立金 5百万円 　　  固定資産圧縮積立金 5百万円

　　  その他 0百万円 　　  その他 2百万円

　  繰延税金負債合計 74百万円 　  繰延税金負債合計 80百万円

　  繰延税金資産計上額 1,714百万円 　  繰延税金資産計上額 1,774百万円

　  繰延税金負債計上額 13百万円 　  繰延税金負債計上額 19百万円

(2) 固定の部 (2) 固定の部

　  繰延税金資産 　  繰延税金資産

　　  退職給与引当金繰入限度超過額 1,779百万円 　　  退職給与引当金繰入限度超過額 1,998百万円

　　  再評価に係る繰延税金資産からの振替 753百万円 　　  貸倒引当金繰入限度超過額 337百万円

　　  貸倒引当金繰入限度超過額 332百万円 　　  出資金評価損否認 216百万円

　　  減損損失否認 244百万円 　　  減損資産損金算入否認 201百万円

　　  出資金評価損否認 231百万円 　　  研究開発資産損金算入否認 104百万円

　　　繰越欠損金 88百万円 　　　繰越欠損金 86百万円

　　  その他 196百万円 　　  その他 243百万円

　  繰延税金資産小計 3,625百万円 　  繰延税金資産小計 3,188百万円

    評価性引当額 △88百万円     評価性引当額 △323百万円

　  繰延税金資産合計 3,537百万円 　  繰延税金資産合計 2,865百万円

　  繰延税金負債 　  繰延税金負債

　　  その他有価証券評価差額 1,059百万円 　　  その他有価証券評価差額 3,088百万円

　　  固定資産圧縮積立金 137百万円 　　  固定資産圧縮積立金 131百万円

　　  その他 10百万円 　　  その他 9百万円

　  繰延税金負債合計 1,206百万円 　  繰延税金負債合計 3,230百万円

　  繰延税金資産計上額 2,330百万円 　  繰延税金資産計上額 362百万円

　  繰延税金負債計上額 － 　  繰延税金負債計上額 727百万円

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の 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 　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 　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 　同　　　左

　の負担率と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。

連結-21



（セグメント情報）

１．事業の種類別セグメント情報

　　　前連結会計年度及び当連結会計年度において、食料品事業の売上高、営業利益及び資産の金額は、

　　全セグメントの売上高の合計、営業利益及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める割合がい

　　ずれも90％超であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

２．所在地別セグメント情報

　　　前連結会計年度及び当連結会計年度において、本邦の売上高及び資産の金額は、全セグメントの

　　売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める割合がいずれも90％超であるため、

　　所在地別セグメント情報の記載を省略しております。

３．海外売上高

　　　前連結会計年度及び当連結会計年度において、海外売上高は、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＞

・子会社等 （単位

役員の

：百万円）

兼任等
事業上
の関係

関連会社
㈱ゴールデン
フーズ

東京都
板橋区

      10 卸売業
直接　4.8
間接　4.8

役員２名
当社業務
用製品の
販売

当社製品の
販売

     9,855
受 取 手 形
及び売掛金

  

(注)１．上記金額のうち、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

　　　　ます。

　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等

        ㈱ゴールデンフーズに対する製品の販売については、当社と関連を有しない他の取引先と

        件によっております。

　　３．㈱ゴールデンフーズは、財務諸表等規則第８条第５項に基づき、関連会社としております。

  ※１．エスビーガーリック食品㈱が所有しております。

＜当連結会計年度＞

（1）役員及び個人主要株主等 （単位

役員の

   5,433

れており

同様の条

：百万円）

兼任等
事業上
の関係

当社監査役
(被所有)％

国分㈱への
当社製品の
販売

    15,548
受 取 手 形
及び売掛金

  

国分㈱代表
取締役会長
兼社長

直接　0.0 国分㈱から
の原資材等
の仕入

       856
支 払 手 形
及び買掛金

  

（2）子会社等 （単位

役員の

   3,578

     212

：百万円）

兼任等
事業上
の関係

関連会社
㈱ゴールデン
フーズ

東京都
板橋区

      10 卸売業
直接　4.8
間接　4.8

役員２名
当社業務
用製品の
販売

当社製品の
販売

    10,073
受 取 手 形
及び売掛金

  

(注)１．上記金額のうち、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

　　　　ます。

　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等

        上記各社との取引については、当社と関連を有しない他の取引先と同様の条件によってお

　　３．前連結会計年度における国分㈱との取引金額及び期末残高は、以下の通りであります。

　　　　　取引金額　　当社製品の販売　    　13,725百万円

　　　　　　　　　　　原資材等の仕入           792百万円

－ －役員  國分 勘兵衛 － －

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
取引の内容属　性 会社等の名称 住  所

資本金又
は出資金

取引金額 科　目

科　目取引金額

取引金額 科　目

属　性 会社等の名称 住  所
資本金又
は出資金

事業の内容
又 は 職 業

議決権等の
所有（被所
有 ） 割 合

関係内容
取引の内容

会社等の名称属　性 住  所
資本金又
は出資金

事業の内容
又 は 職 業

議決権等の
所有（被所
有 ） 割 合

関係内容
取引の内容

   5,088

れており

ります。

　　　　　期末残高　　受取手形及び売掛金     3,168百万円

　　　　　　　　　　　支払手形及び買掛金       176百万円

　　４．㈱ゴールデンフーズは、財務諸表等規則第８条第５項に基づき、関連会社としております。

  ※１．エスビーガーリック食品㈱が所有しております。

期末残高

期末残高

期末残高

(所有) ％

※１

(所有) ％

※１

(所有) ％

※１
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（１株当たり情報）

前連結会計年度 当連結会計年度

１株当たり純資産額 618.12円 １株当たり純資産額 678.14円

１株当たり当期純利益金額 38.97円 １株当たり当期純利益金額 59.76円

  なお潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額に   なお潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額に

ついては、潜在株式が存在しないため記載しており ついては、潜在株式が存在しないため記載しており

ません。 ません。

（注）１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。

当期純利益（百万円）

普通株主に帰属しない金額（百万円）

（うち利益処分による役員賞与金）

普通株式に係る当期純利益（百万円）

( 364

1,358

前連結会計年度

1,722

364

)

当連結会計年度

2,147

65

( 65

2,082

期中平均株式数（千株） 34,848 34,843

)
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生産、受注及び販売の状況

（単位：百万円）

事業部門の区分の名称 金       額 前 年 同 期 比

  スパイス＆ハーブ関連部門 69,946                 105.6％

  その他の加工食品部門他 14,507                 100.7％

            合計 84,454                 104.8％

（注）金額は販売価格（消費税等抜き）を基準としております。

（単位：百万円）

事業部門の区分の名称 金       額 前 年 同 期 比

  スパイス＆ハーブ関連部門 13,145                  97.3％

  その他の加工食品部門他 1,083                 101.1％

            合計 14,228                  97.6％

（注）金額は商品仕入価格（消費税等抜き）によっております。

(3) 受注状況

当社グループは受注生産を行っておりません。

（単位：百万円）

事業部門の区分の名称 金       額 前 年 同 期 比

  スパイス＆ハーブ関連部門 96,859                 104.2％

  その他の加工食品部門他 17,515                 100.2％

            合計 114,375                 103.5％

（注）金額には消費税等は含まれておりません。

※ 添付書類の記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

(1) 生産実績

(2) 商品仕入実績

(4) 販売実績
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