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(百万円未満切捨て)

１．平成24年12月期の連結業績（平成24年１月１日～平成24年12月31日）
（１）連結経営成績 (％表示は対前期増減率)

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

24年12月期 44,080 △7.3 839 △7.7 915 △0.6 350 ―
23年12月期 47,545 7.8 909 △59.7 921 △58.1 △136 ―

(注) 包括利益 24年12月期 742百万円( ―％) 23年12月期 △566百万円( ―％)

１株当たり 
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり 
当期純利益

自己資本
当期純利益率

総資産 
経常利益率

売上高
営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

24年12月期 3.40 ― 1.8 2.0 1.9
23年12月期 △1.33 ― △0.7 1.9 1.9

(参考) 持分法投資損益 24年12月期 39百万円 23年12月期 44百万円

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率 1 株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

24年12月期 43,812 19,400 44,2 188,13
23年12月期 48,200 18,864 39.1 182.91

(参考) 自己資本 24年12月期 19,374百万円 23年12月期 18,837百万円

（３）連結キャッシュ・フローの状況
営業活動による 

キャッシュ・フロー
投資活動による

キャッシュ・フロー
財務活動による

キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物

期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円

24年12月期 367 △2,091 △1,546 4,867
23年12月期 1,781 84 626 8,137

２．配当の状況

年間配当金 配当金総額 
(合計)

配当性向 
(連結)

純資産
配当率 
(連結)第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

23年12月期 ― ― ― 2.00 2.00 206 ― 1.1
24年12月期 ― ― ― 3.00 3.00 309 88.2 1.6

25年12月期(予想) ― ― ― 3.00 3.00 56.2

３．平成25年12月期の連結業績予想（平成25年１月１日～平成25年12月31日）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第２四半期(累計) 22,800 1.6 550 △11.4 530 △16.3 290 42.9 2.72
通 期 45,800 3.9 990 18.0 940 2.7 550 57.1 5.34



  

   

   

   

   

   

   

 

   

   

   

（２）個別財政状態 

 
     

   

   

 (％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率) 

   

   

 

   

 

 
  

※ 注記事項

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

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 無

② ①以外の会計方針の変更 ： 無

③ 会計上の見積りの変更 ： 無

④ 修正再表示 ： 無

（３）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 24年12月期 103,068,954株 23年12月期 103,068,954株

② 期末自己株式数 24年12月期 82,277株 23年12月期 81,077株

③ 期中平均株式数 24年12月期 102,987,085株 23年12月期 102,987,877株

(参考) 個別業績の概要
１．平成24年12月期の個別業績（平成24年１月１日～平成24年12月31日）
（１）個別経営成績 (％表示は対前期増減率)

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

24年12月期 41,051 △6.3 849 △1.1 887 6.3 317 ―
23年12月期 43,788 8.3 859 △60.9 835 △60.0 △186 ―

１株当たり 
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

円 銭 円 銭

24年12月期 3.08 ―
23年12月期 △1.81 ―

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

24年12月期 42,062 18,469 43.9 179.26
23年12月期 46,308 17,962 38.8 174.34

(参考) 自己資本 24年12月期 18,469百万円 23年12月期 17,962百万円

２．平成25年12月期の個別業績予想（平成25年１月１日～平成25年12月31日）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり当期純

利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第２四半期(累計) 21,200 1.3 540 △11.6 520 △16.4 290 44.3 2.82

通 期 42,700 4.0 980 15.4 930 4.8 540 70.3 5.24

業績予想に関する注記

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

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づいて作成しております。実際の業績等は、事業
を取り巻く経済情勢、市場の動向等に関わるリスクや不確定要因により予想数値と異なる場合があります。 
なお、上記業績予想に関する事項は、添付資料3ページをご参照ください。
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当期における我が国経済は、東日本大震災の復興需要等を背景に、緩やかな景気の持ち直しが見られ

たものの、欧州債務問題や新興国の景気減速による世界経済の下振れに加え、円高・デフレの長期化も

懸念され、先行き不透明な状況で推移いたしました。 

当油脂加工業界におきましても、景気低迷の影響を受けるなか、油脂原材料価格が、混迷する世界経

済状況を受け不規則に変動したことに加え、大手流通の低価格志向は依然として根強く、厳しい経営環

境で推移いたしました。 

このような状況のなかで当社グループは、市場ニーズを的確に捉えた製品開発と販売活動を推進する

とともに、生産体制の効率化とコスト削減等の業務改善活動を推し進めました。一方で、東ソー株式会

社との特許権侵害差止等請求事件において、本判決の算定対象期間外で当社が販売した製品があったた

め、同社に対する損害賠償金2億5千8百万円を特別損失に計上いたしました。 

この結果、売上高は440億8千万円（前期比7.3%減）、営業利益は8億3千9百万円（前期比7.7%減）、

経常利益は9億1千5百万円（前期比0.6%減）、当期純利益は3億5千万円（前期は当期純損失1億3千6百万

円）となりました。 

  

セグメントの概況は以下のとおりであります。 

  

≪食品事業≫ 

食品事業につきましては、消費者の節約志向による消費低迷とデフレの影響による厳しい市場環境の

なか、主要需要先である製パン業界、製菓業界、即席麺業界に対し、マーガリン、ショートニングなど

の主力製品をはじめ粉末油脂および乳加工食品の販売に全力を挙げて取り組みました。 

また、「経済性・機能性・おいしさ」の複数の要素を両立させた新製品を発売するなど消費者ニーズ

を反映させた製品開発を推進するとともに、安心安全な製品を提供するために、「AIB食品安全統合基

準」に基づいた品質管理体制の強化に努めました。 

その結果、油脂原料価格の変動の影響を受けながらも、生産体制の効率化などのコスト削減に努めた

ことにより、売上高は324億1千1百万円（前期比5.4%減）、営業利益は7億7千9百万円（前期比52.8%

増）となりました。 

  

≪油化事業≫ 

工業用油脂製品につきましては、中国の景気低迷を受け、主要需要先である合成樹脂、界面活性剤、

塗料、ゴム、トイレタリー、潤滑油等の業界への販売が低調に推移いたしました。 

界面活性剤製品につきましては、紙・パルプ分野において家庭紙用薬剤が伸び悩みましたが、香粧品

分野では、シャンプー・コンディショナー基剤が好調であったことに加え、高付加価値製品である化粧

品用クレンジング基剤の販売も堅調に推移いたしました。 

環境改善関連製品につきましては、廃水用重金属捕集剤の販売が伸長いたしましたが、ピペラジン系

飛灰用重金属固定化処理剤の販売停止の影響により収益は減少いたしました。 

その結果、売上高は115億6百万円（前期比12.2%減）、営業利益は1千1百万円（前期比96.6%減）とな

りました。 

１．経営成績

（１）経営成績に関する分析

 ① 概況
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当社グループを取り巻く事業環境は、国内人口の減少による需要の低迷に加え、大手流通の低価格志

向による競争の激化、急激な為替変動および気候変動による油脂原料価格の高騰も懸念され、今後も厳

しい状況で推移すると思われます。 

このような状況のなかで、当社グループの次期連結業績予想および単独業績予想につきましては、以

下のとおりを見込んでおります。 

  

 
  

 
  

 ② 次期の見通し

(連結業績見通し) (単位：百万円)

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

平成25年12月期 45,800 990 940 550

平成24年12月期 44,080 839 915 350

増減率 3.9％ 18.0％ 2.7％ 57.1％

(単独業績見通し) (単位：百万円)

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

平成25年12月期 42,700 980 930 540

平成24年12月期 41,051 849 887 317

増減率 4.0％ 15.4％ 4.8％ 70.3％
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① 資産、負債および純資産の状況 

当期末の総資産は、前期末に比べ43億8千8百万円減の438億1千2百万円となりました。主な増加は投

資有価証券5億8千9百万円であり、主な減少は現金及び預金32億7千万円、受取手形及び売掛金7億9千6

百万円、供託金8億円であります。 

負債は、前期末に比べ49億2千5百万円減の244億1千1百万円となりました。主な減少は支払手形及び

買掛金15億1千7百万円、有利子負債13億4千万円、訴訟損失引当金21億8百万円であります。 

純資産は、前期末に比べ5億3千6百万円増の194億円となりました。主な増加は利益剰余金1億4千4百

万円、その他有価証券評価差額金3億9千3百万円であります。 

当期末の自己資本比率は、前期末の39.1％から44.2％に増加しました。また、１株当たり純資産額

は、前期末の182円91銭から188円13銭に増加しました。 

  

 ② キャッシュ・フローの状況 

当期末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前期末に比べ資金は32億7千万円

減少し、48億6千7百万円となりました。 

当期における活動ごとのキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当期において営業活動によって得られた資金は3億6千7百万円（前期は17億8千1百万円）となりまし

た。これは、主に税金等調整前当期純利益6億2千7百万円に、減価償却費の加算14億7千4百万円、損害

賠償金2億5千8百万円、売上債権の減少7億9千6百万円、たな卸資産の減少2億1千2百万円、供託金の返

還8億円等による資金の増加があった一方、仕入債務の減少15億1千7百万円、損害賠償金の支払23億5千

7百万円等による資金の減少があったことによるものです。 

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当期において投資活動の結果、20億9千1百万円の資金の減少（前期は8千4百万円の資金の増加）とな

りました。これは、主に有形固定資産の取得20億9千3百万円による資金の減少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） 

当期において財務活動の結果、15億4千6百万円の資金の減少（前期は6億2千6百万円の資金の増加）

となりました。これは、主に有利子負債の返済13億4千万円および配当金の支払2億6百万円による資金

の減少があったことによるものです。 

  

（２）財政状態に関する分析
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(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

  

 
（注） 自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／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。 

※ キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・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。 

  

当社は、将来にわたり安定した配当の継続と、企業体質の強化のための内部留保の充実との均衡を図

っていくことを基本としております。 

なお、当期の配当につきましては、継続的な安定配当の基本方針のもと、１株当たり３円を予定して

おります。また、次期の期末配当は１株当たり３円を予定しております。 

  

近の有価証券報告書（平成24年３月28日提出）の記載から重要な変更または発生はありません。 

  

(単位：百万円)

前期 当期 増減額

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,781 367 △1,414

投資活動によるキャッシュ・フロー 84 △2,091 △2,176

財務活動によるキャッシュ・フロー 626 △1,546 △2,173

増減 2,493 △3,270 △5,763

現金及び現金同等物期末残高 8,137 4,867 △3,270

平成20年12月期 平成21年12月期 平成22年12月期 平成23年12月期 平成24年12月期

自己資本比率（％） 32.5 42.6 42.0 39.1 44.2

時価ベースの自己資本比率（％） 21.0 31.0 28.8 21.8 24.2

キャッシュ・フロー      
対有利子負債比率（年）

24.0 4.6 3.8 6.3 26.8

インタレスト・カバレッジ・
レシオ（倍）

2.3 6.2 9.9 7.5 1.5

（３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

（４）事業等のリスク
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当社の企業集団は、当社、子会社４社、関連会社４社および関連当事者（主要株主）２社で構成され、

天然油脂を原料ベースとした食用油脂、工業用油脂、各種脂肪酸、石鹸、化成品、環境関連製品等の製造

ならびに販売を主な事業内容とし、さらに、各事業に関する物流およびこれらに附帯するサービス業務等

の事業活動を展開しております。 

  

当社グループの事業に係わる位置付けおよびセグメント区分は次のとおりであります。 

  

 

 

 
  

２．企業集団の状況

食品事業  食用油脂は、当社が製造し、需要家および代理店に販売しております。この代理店に

連結子会社のミヨシ商事㈱が含まれております。

 関連当事者（主要株主）の山崎製パン㈱に、代理店を経由し製品を販売しておりま

す。また、関連当事者（主要株主）の日清オイリオグループ㈱より、主に商社等の代理

店を経由して油脂原料を購入しております。

 関連会社の日本マレット㈱は、当社が海外技術導入に際し締結した合弁事業契約に基

づき設立したものであります。

油化事業  工業用油脂、各種脂肪酸は、当社が製造し、需要家および代理店に販売しておりま

す。この代理店に連結子会社のミヨシ商事㈱が含まれております。持分法適用関連会社

のセキセイＴ＆Ｃ㈱は、当社の脂肪酸を一部原料とし、石鹸等の製造ならびに販売を行

っております。石鹸については、持分法適用関連会社のミヨシ石鹸㈱が製造ならびに販

売を行っており、工業用石鹸については、当社が販売しております。

 化成品、環境関連製品は、当社が製造し、需要家および代理店に販売しております。

この代理店に連結子会社のミヨシ商事㈱が含まれております。

その他  非連結子会社の㈱共栄商会は、主に当社の原料の供給業務、連結子会社のミヨシ物流

㈱は、当社製品の物流業務、非連結子会社のミヨシ保険サービス㈱は、当社グループの

保険代理業務を行っており、持分法適用関連会社の日本タンクターミナル㈱は、主に油

脂原料を扱う倉庫業および港湾輸送業等を行っております。
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 事業の系統図は、次のとおりです。 
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① 食品事業と油化事業を２本柱とする強固な経営基盤を作る。 

  

② 人と人との「絆」、会社と会社の「繋がり」を大切にする、信頼される会社を目指す。 

  

当社グループは、株主資本の効率的運用による投資効率の高い経営を図るため、自己資本当期純利益

率（ROE）5.0％以上を目標経営指標としております。 

  

当社グループの経営陣は財務体質の改善を重点課題とし、そのために事業の 適化の実行および付加

価値の高い事業領域へのシフト、さらに新規事業の開拓を力強く推し進めてまいります。 

メーカーは技術革新が重要であることを認識しつつ、お客様のニーズにお応えする製品やサービスを

提供することにより、強固な経営を推進してまいります。 

  

当社グループは、食品事業および油化事業の両事業を柱に、お客様に喜ばれる付加価値の高い製品開

発と用途開発に注力いたします。また、品質管理体制を引き続き強化するとともに、生産体制の効率化

と業務改善活動を行い、更なるコストの削減を推し進めてまいります。 

  

３．経営方針

（１）会社の経営の基本方針

（２）目標とする経営指標

（３）中長期的な会社の経営戦略

（４）会社の対処すべき課題
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４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成23年12月31日) 

当連結会計年度 
(平成24年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 8,137 4,867

受取手形及び売掛金 12,934 12,137

商品及び製品 2,197 2,197

仕掛品 549 500

原材料及び貯蔵品 1,921 1,758

繰延税金資産 850 319

供託金 800 －

その他 376 213

貸倒引当金 △13 △13

流動資産合計 27,755 21,980

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 15,314 15,430

減価償却累計額 △10,644 △10,965

建物及び構築物（純額） 4,670 4,464

機械装置及び運搬具 30,242 30,887

減価償却累計額 △26,936 △27,465

機械装置及び運搬具（純額） 3,306 3,421

土地 4,548 5,324

建設仮勘定 99 168

その他 2,184 2,247

減価償却累計額 △1,829 △1,829

その他（純額） 354 418

有形固定資産合計 12,979 13,798

無形固定資産 283 202

投資その他の資産   

投資有価証券 5,422 6,012

長期貸付金 39 29

繰延税金資産 1,046 1,121

その他 706 704

貸倒引当金 △32 △36

投資その他の資産合計 7,182 7,830

固定資産合計 20,445 21,831

資産合計 48,200 43,812
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成23年12月31日) 

当連結会計年度 
(平成24年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 10,609 9,091

短期借入金 4,975 2,975

1年内返済予定の長期借入金 853 1,203

未払法人税等 29 19

訴訟損失引当金 2,108 －

設備関係支払手形 562 642

その他 1,194 1,286

流動負債合計 20,332 15,217

固定負債   

長期借入金 5,329 5,649

繰延税金負債 17 13

退職給付引当金 2,852 2,807

役員退職慰労引当金 563 510

その他 239 211

固定負債合計 9,003 9,193

負債合計 29,336 24,411

純資産の部   

株主資本   

資本金 9,015 9,015

資本剰余金 5,492 5,492

利益剰余金 4,347 4,492

自己株式 △22 △22

株主資本合計 18,832 18,976

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 5 398

その他の包括利益累計額合計 5 398

少数株主持分 26 25

純資産合計 18,864 19,400

負債純資産合計 48,200 43,812
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 
 連結損益計算書 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年１月１日 
 至 平成24年12月31日) 

売上高 47,545 44,080

売上原価 40,457 37,277

売上総利益 7,088 6,802

販売費及び一般管理費 6,178 5,963

営業利益 909 839

営業外収益   

受取利息 8 5

受取配当金 131 148

為替差益 － 42

持分法による投資利益 44 39

保険解約返戻金 － 35

その他 99 80

営業外収益合計 284 352

営業外費用   

支払利息 238 240

その他 34 36

営業外費用合計 272 276

経常利益 921 915

特別利益   

貸倒引当金戻入額 3 －

有形固定資産売却益 0 －

投資有価証券売却益 2 20

償却債権取立益 1 －

特別利益合計 7 20

特別損失   

有形固定資産除却損 27 45

災害による損失 142 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 51 －

投資有価証券売却損 57 －

損害賠償金 － 258

訴訟損失引当金繰入額 695 －

その他 3 4

特別損失合計 977 308

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損
失（△）

△48 627

法人税、住民税及び事業税 166 22

法人税等調整額 △81 254

法人税等合計 85 277

少数株主損益調整前当期純利益又は少数株主損益調
整前当期純損失（△）

△134 349

少数株主利益又は少数株主損失（△） 2 △1

当期純利益又は当期純損失（△） △136 350
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 連結包括利益計算書 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年１月１日 
 至 平成24年12月31日) 

少数株主損益調整前当期純利益又は少数株主損益調
整前当期純損失（△）

△134 349

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △431 390

持分法適用会社に対する持分相当額 △0 2

その他の包括利益合計 △431 393

包括利益 △566 742

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 △568 743

少数株主に係る包括利益 2 △1
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（３）連結株主資本等変動計算書 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年１月１日 
 至 平成24年12月31日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 9,015 9,015

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 9,015 9,015

資本剰余金   

当期首残高 5,492 5,492

当期変動額   

自己株式の処分 － △0

その他資本剰余金の負の残高の振替 － 0

当期変動額合計 － －

当期末残高 5,492 5,492

利益剰余金   

当期首残高 4,793 4,347

当期変動額   

剰余金の配当 △308 △205

当期純利益又は当期純損失（△） △136 350

その他資本剰余金の負の残高の振替 － △0

当期変動額合計 △445 144

当期末残高 4,347 4,492

自己株式   

当期首残高 △22 △22

当期変動額   

自己株式の取得 － △0

自己株式の処分 － 0

当期変動額合計 － △0

当期末残高 △22 △22

株主資本合計   

当期首残高 19,277 18,832

当期変動額   

剰余金の配当 △308 △205

当期純利益又は当期純損失（△） △136 350

自己株式の取得 － △0

自己株式の処分 － 0

その他資本剰余金の負の残高の振替 － －

当期変動額合計 △445 144

当期末残高 18,832 18,976
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年１月１日 
 至 平成24年12月31日) 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金   

当期首残高 437 5

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △431 393

当期変動額合計 △431 393

当期末残高 5 398

その他の包括利益累計額合計   

当期首残高 437 5

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △431 393

当期変動額合計 △431 393

当期末残高 5 398

少数株主持分   

当期首残高 24 26

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 2 △1

当期変動額合計 2 △1

当期末残高 26 25

純資産合計   

当期首残高 19,739 18,864

当期変動額   

剰余金の配当 △308 △205

当期純利益又は当期純損失（△） △136 350

自己株式の取得 － △0

自己株式の処分 － 0

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △429 392

当期変動額合計 △875 536

当期末残高 18,864 19,400
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年１月１日 
 至 平成24年12月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純
損失（△）

△48 627

減価償却費 1,425 1,474

有形固定資産除却損 27 45

貸倒引当金の増減額（△は減少） △7 4

退職給付引当金の増減額（△は減少） 21 △45

訴訟損失引当金の増減額（△は減少） 695 △2,108

損害賠償損失 － 258

災害損失 142 －

受取利息及び受取配当金 △140 △154

支払利息 238 240

為替差損益（△は益） 0 △42

持分法による投資損益（△は益） △44 △39

投資有価証券売却損益（△は益） 54 △20

売上債権の増減額（△は増加） △261 796

たな卸資産の増減額（△は増加） △374 212

仕入債務の増減額（△は減少） 1,367 △1,517

その他 △18 2,198

小計 3,078 1,930

利息及び配当金の受取額 152 148

利息の支払額 △237 △239

供託金の返還額 － 800

損害賠償金の支払額 － △2,357

災害損失の支払額 △66 △59

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △1,144 145

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,781 367

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の取得による支出 － △1,299

有価証券の償還による収入 500 1,299

投資有価証券の売却による収入 758 53

有形固定資産の取得による支出 △1,143 △2,093

無形固定資産の取得による支出 △28 △23

その他 △2 △28

投資活動によるキャッシュ・フロー 84 △2,091

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） 2,000 △2,000

長期借入れによる収入 － 1,800

長期借入金の返済による支出 △1,056 △1,131

自己株式の純増減額（△は増加） － △0

配当金の支払額 △309 △206

その他 △7 △9

財務活動によるキャッシュ・フロー 626 △1,546

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,493 △3,270

現金及び現金同等物の期首残高 5,644 8,137

現金及び現金同等物の期末残高 8,137 4,867
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 該当事項はありません。 

  

 １ 連結の範囲に関する事項 

(1) 連結子会社および非連結子会社の数と会社名 

 ① 連結子会社 ２社 

 ミヨシ商事㈱ 

 ミヨシ物流㈱ 

 ② 非連結子会社 

 ミヨシ保険サービス㈱ 

 ㈱共栄商会 

(2) 非連結子会社について連結の範囲から除いた理由 

非連結子会社２社は総資産額、売上高、当期純損益および利益剰余金(持分に見合う額)等の観点から

みていずれも小規模であり、全体としても連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないので連結の範

囲から除外しております。 

  

 ２ 持分法の適用に関する事項 

(1) 持分法適用会社の数および会社名 

     関連会社 ３社 

 セキセイＴ＆Ｃ㈱ 

 ミヨシ石鹸㈱ 

 日本タンクターミナル㈱ 

(2) 持分法を適用しない非連結子会社・関連会社の数と会社名ならびに持分法を適用しない理由 

非連結子会社は上記１(1)②の２社であり、関連会社は日本マレット㈱の１社で、それぞれ当期純損

益および利益剰余金等に及ぼす影響は軽微であり、かつ全体としても重要性がないため、持分法の適

用から除外しております。 

  

 ３ 連結子会社の事業年度等に関する事項 

 連結子会社ミヨシ商事㈱他１社の決算日は、12月31日であり連結決算日と同一であります。 

  

 ４ 会計処理基準に関する事項 

(1) 重要な資産の評価基準および評価方法 

(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 

（５）継続企業の前提に関する注記

（６）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項
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(ロ)たな卸資産 

商品及び製品、仕掛品、原材料及び貯蔵品 

…月次総平均法による原価法 

(貸借対照表価額については収益性の低下による簿価切下げの方法により算定) 

重要度の少ない貯蔵品の一部 

… 終仕入原価法 

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法 

(イ)有形固定資産(リース資産を除く) 

…①平成19年３月31日以前に取得したもの 

旧定額法によっております。 

②平成19年４月１日以降に取得したもの 

定額法によっております。 

なお、耐用年数および残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によって

おります。 

(ロ)無形固定資産(リース資産を除く) 

…定額法によっております。 

なお、償却年数については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。 

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

おります。 

(ハ)リース資産 

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。 

(3) 重要な引当金の計上基準 

(イ)貸倒引当金 

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

権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。 

(ロ)賞与引当金 

従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。 

(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およ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(15年)による定額法に

より費用処理しております。 

数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(15年)による定額

法により翌連結会計年度から費用処理することとしております。 

(ニ)役員退職慰労引当金 

当社および一部の連結子会社については、役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく支

給見積額を計上しております。 

(ホ)訴訟損失引当金 

訴訟に係る損失に備えるため、その経過等の状況に基づく損失負担見込額を計上しております。 
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(ヘ)災害損失引当金 

東日本大震災に伴う復旧費用等の支出に備えるため、当連結会計年度末における見積額を計上して

おります。 

(4) 重要なヘッジ会計の方法 

(イ)ヘッジ会計の方法 

金利スワップについては、特例処理の要件を満たしておりますので、特例処理を採用しておりま

す。 

(ロ)ヘッジ手段とヘッジ対象 

 
(ハ)ヘッジ方針 

金利上昇リスクをヘッジする目的で金利スワップを利用しており、投機目的のためのデリバティブ

取引は行っておりません。 

(ニ)ヘッジ有効性評価方法 

金利スワップについては、特例処理の要件を満たしておりますので、決算日における有効性の評価

を省略しております。 

(5) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲は、手許現金、随時引き出し可能な預金および容

易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少の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的な投資からなっております。 

(6) その他の連結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 

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。 

  

当連結会計年度の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び

誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号  平成21年12月４日)及び「会計上の変更及び誤謬

の訂正に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第24号  平成21年12月４日)を適用してお

ります。 

ヘッジ手段 ヘッジ対象

金利スワップ 借入金の金利

（７）追加情報
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１  報告セグメントの概要 

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、

経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものでありま

す。 

当社は、製品のマーケット分野別に区分した「食品事業」「油化事業」ごとに包括的な戦略を立案し、

事業活動を展開しております。 

したがって、当社では、「食品事業」「油化事業」の２つを報告セグメントとしております。 

各報告セグメントの主要製品は以下のとおりであります。 

(1) 食品事業…マーガリン、ショートニング、ラード、粉末油脂、ホイップクリーム、その他食用 

加工油脂 

(2) 油化事業…脂肪酸、グリセリン、工業用石鹸、その他工業用油脂、繊維用処理剤、消泡剤、香 

粧品原料、重金属捕集剤、重金属固定剤、その他各種界面活性剤 

  

２  報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法 

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事

項」における記載と概ね同一であります。 

報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。 

なお、セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。 

  

３  報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報 

前連結会計年度(自  平成23年１月１日  至  平成23年12月31日) 

 
(注) １ 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産賃貸、原料油脂等を含ん

でおります。 

２ セグメント資産の調整額は、各報告セグメントに配分していない全社資産の金額1,627百万円であり、その

主なものは、当社の長期投資資金（投資有価証券）等であります。 

３ セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と一致しております。 

  

（８）連結財務諸表に関する注記事項

(セグメント情報等)

(単位：百万円)

報告セグメント

その他 合計 調整額
連結

財務諸表
計上額食品事業 油化事業 計

売上高

  外部顧客への売上高 34,274 13,099 47,374 171 47,545 ― 47,545

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

75 ― 75 139 215 △215 ―

計 34,350 13,099 47,449 311 47,761 △215 47,545

セグメント利益 510 339 850 59 909 ― 909

セグメント資産 32,482 12,626 45,109 1,464 46,573 1,627 48,200

その他の項目

  減価償却費 1,018 344 1,363 62 1,425 ― 1,425

  有形固定資産及び 
  無形固定資産の増加額

730 300 1,030 23 1,054 ― 1,054
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当連結会計年度(自  平成24年１月１日  至  平成24年12月31日) 

 
(注) １ 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産賃貸、原料油脂等を含ん

でおります。 

２ セグメント資産の調整額は、各報告セグメントに配分していない全社資産の金額2,210百万円であり、その

主なものは、当社の長期投資資金（投資有価証券）等であります。 

３ セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と一致しております。 

  

(単位：百万円)

報告セグメント

その他 合計 調整額
連結

財務諸表
計上額食品事業 油化事業 計

売上高

  外部顧客への売上高 32,411 11,506 43,917 162 44,080 ― 44,080

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

78 ― 78 139 218 △218 ―

計 32,489 11,506 43,996 302 44,298 △218 44,080

セグメント利益 779 11 791 48 839 ― 839

セグメント資産 29,443 10,756 40,199 1,401 41,601 2,210 43,812

その他の項目

  減価償却費 1,044 369 1,414 59 1,474 ― 1,474

  有形固定資産及び 
  無形固定資産の増加額

1,235 475 1,711 531 2,242 ― 2,242
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(注) １  前連結会計年度の潜在株式調整後１株当たり当期純利益は、１株当たり当期純損失を計上しているため、ま

た、潜在株式がないため記載しておりません。当連結会計年度の潜在株式調整後１株当たり当期純利益は、

潜在株式がないため記載しておりません。 

２  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。 

 
３  １株当たり当期純利益又は当期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
  

該当事項はありません。 

(１株当たり情報)

前連結会計年度
(自  平成23年１月１日
至  平成23年12月31日)

当連結会計年度
(自  平成24年１月１日
至  平成24年12月31日)

１株当たり純資産額 182円91銭 188円13銭

１株当たり当期純利益 
又は当期純損失(△)

△1円33銭 3円40銭

項目
前連結会計年度

(平成23年12月31日)
当連結会計年度

(平成24年12月31日)

純資産の部の合計額 18,864百万円 19,400百万円

純資産の部の合計額から控除する金額 26百万円 25百万円

(うち少数株主持分) (26百万円) (25百万円)

普通株式に係る期末の純資産額 18,837百万円 19,374百万円

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

102,987千株 102,986千株

項目
前連結会計年度

(自  平成23年１月１日
至  平成23年12月31日)

当連結会計年度
(自  平成24年１月１日
至  平成24年12月31日)

１株当たり当期純利益又は当期純損失(△)

  連結損益計算書上の当期純利益又は当期純損失(△) △136百万円 350百万円

  普通株式に係る当期純利益又は当期純損失(△) △136百万円 350百万円

  普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 該当事項はありません。 該当事項はありません。

  普通株式の期中平均株式数 102,987千株 102,987千株

(重要な後発事象)
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５．その他

 役員の異動（平成25年３月27日付）

① 代表者の異動：該当事項はありません。

② その他の役員の異動

 ・新任取締役候補者

取締役

食品技術本部長

現・執行役員

食品技術本部長
深 野 英 則

取締役

食品営業本部長

現・執行役員

食品営業本部長兼営業第一部長
廣 田 晴 一

取締役
現・山崎製パン㈱

取締役生産企画室長
吉田谷 良 一

取締役（社外） 公認会計士・税理士 森 下 隆 之

 ・新任監査役候補者

常勤監査役
現・取締役執行役員

経営企画室長兼監査室長
大 村 章 夫

常勤監査役（社外）
現・菱進ホールディングス㈱

常務取締役
斎 藤   薫

 ・退任予定取締役

取締役執行役員

総務・情報システム担当

兼総務部長

長 與 俊 雄 

取締役執行役員

経営企画室長兼監査室長
当社監査役就任予定 大 村 章 夫

取締役
飯 島 佐知彦
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 (注)法令に定める社外監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役１名を選任する予定 

  

 

 

 
  

 ・退任予定監査役

常勤監査役（社外） 花 田   進

監査役（社外） 見 田   元

 ・補欠監査役候補者

公認会計士・税理士 細 井 和 昭

 ・新任執行役員

執行役員

大阪支店長
現・大阪支店長 亀 井 信 之

執行役員

生産本部生産統括室長

兼東京工場長

現・生産本部生産統括室長

兼東京工場長
藤 原 嘉 文
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