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Ⅰ. 経営方針と重要施策 

代表取締役社長 

雑賀 大介 
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1－1．経営方針 目指すところ 

砂糖事業 

フードサイエンス事業 

不動産事業 

・自社３工場体制の強化 ⇒ 圧倒的な地位の確立 
・アジア市場への事業展開 ⇒ 収益基盤の拡大 

・連結収益力拡大 ⇒ 営業利益の３割を目標 
・子会社の成長とM&A活用 ⇒ 事業領域拡大 
 

・保有資産の活用、安定収益の確保 

企業価値創造 

余すところなく活用できるサトウキビの研究・有効利用を通じ、
新たな価値の提供と、持続可能な社会への貢献ができる企業へ 
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  1－2．経営方針 組織改正(2017年４月) 

✔ 新設   ： 事業開発・Ｍ＆Ａ、海外事業推進 

                 全社労働安全推進 の担当部署 

✔ 組換え： 市場要請への適応力強化・機動力強化 

✔ 海外を含めた事業領域の拡大 

✔ 多様化するマーケットニーズへの対応  

✔ 労働安全の強化と働き方改革の推進 

経営課題 

主な組織改正 

働き方改革＆ガバナンス強化 
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当社グループの特徴 

事業の強み 

①特色ある自社工場で最適生産 

1－3．経営方針 差別化戦略 

砂糖 

製糖工場 
の燃料 

ＣＯ２吸収 

  豊かな食生活 

  持続可能な産業 

  地球温暖化の抑制 

②国内外の関係会社による原料糖ネットワーク 

③多彩な研究開発人材と、強固な研究開発体制 

さとうきびで社会的課題の解決へ 
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  2－1．重要施策 グローバル展開 

中国精糖事業への参画 

中国 

タイ 

タイ関連会社での大型設備投資の実行 

サトウキビ圧搾能力の増強 

⇒ 生産・品質管理の機能提供を 

  通じた事業収益の獲得  

⇒ タイ国内トップクラス品質の 

  精製糖の増産と販売拡大 アジア圏へ 
精製糖販売拡大 
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  2－2．重要施策 フードサイエンス事業 

・さとうきび抽出物 
・ＩＮＣＵＢＡＴＩＯＮ 

グループ経営資源
の最適化 

・機能性素材 
㈱三和化学研究所  

ニュートリション事業の一部譲受 

ＫｅｙＷｏｒｄ 
⇒ 健康・介護 

・スマイルケア食 
・とろみ嚥下剤 

三井製糖 

タイショーテクノス 

新たな柱 
Ｍ＆Ａ 

ニュートリー 
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  2－3．重要施策 スマイルケア食 

Copyright ©  三井製糖株式会社 All  Rights Reserved. 

スマイルケア食 

農林水産省が推進。 
噛むこと・飲み込むことが 
難しい方や、栄養補給を必要
とする方などを対象とした、
新しい介護食品の愛称。 

 特別用途食品 
 

 (嚥下困難者用食品) 
えんげ 

消費者庁が認可。 
嚥下が難しい方でも飲み込み
やすく、誤嚥や窒息を防ぐこ
とを目的とした食品。 

ニュートリー製品 
９品目が認可 
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  3．INCUBATION 
各研究成果のビジネス化による利益貢献 

さとうきび 
 さとうきび 
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4．安全、品質管理への取組 

＝労働安全衛生への取組み＝ 
 

2017年3月 労働安全衛生マネジメントシステム 
               （OHSAS18001）認証取得 

       安全文化の構築、浸透 

Quality Chainの取組み 

＝品質管理への取組み＝ 
品質保証マネジメントシステムの運用 
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取締役専務執行役員ＣＦＯ 

三箇山 秀之 

Ⅱ. 決算ハイライト 

Ⅲ. キャッシュ・フローの見通し 

Ⅳ. 株主還元と財務戦略 
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1. 2017年3月期 決算サマリー 

（単位：億円）

2017年3月期 2016年3月期 増減 業績予想 増減

1,032 1,014 18 1,040 ▲ 8

52 55 ▲ 3 45 7

125 128 ▲ 3 110 15

75 76 ▲ 1 68 7
親会社株主に帰属する

当期純利益

売上高

営業利益

経常利益


Sheet1

														（単位：億円） タンイ オク エン

						2017年3月期 ネン ガツ キ		2016年3月期 ネン ガツ キ		増減 ゾウゲン		業績予想 ギョウセキ ヨソウ		増減 ゾウゲン

		売上高 ウリアゲ ダカ				1,032		1,014		18		1,040		▲ 8

				砂糖 サトウ						0				0

				フードサイエンス						0				0

				不動産 フドウサン						0				0

		売上総利益 ウリア ソウリエキ								0				0

		販売費一般管理費 ハンバイ ヒ イッパン カンリヒ								0				0

		営業利益 エイギョウ リエキ				52		55		▲ 3		45		7

				砂糖 サトウ						0				0

				フードサイエンス						0				0

				不動産 フドウサン						0				0

		営業外損益 エイギョウ ガイ ソンエキ				73		73		▲ 0		65		8

		経常利益 ケイジョウ リエキ				125		128		▲ 3		110		15

		親会社株主に帰属する
当期純利益 オヤガイシャ カブヌシ キゾク トウキ ジュンリエキ				75		76		▲ 1		68		7
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2. 海外粗糖相場（￠/ ポンド） 

海外粗糖相場（ニューヨーク砂糖当限、1ポンド当たり）

始値 高値 安値 終値

15.40セント 23.90セント 14.00セント 16.76セント

国内市中相場（日本経済新聞掲載、東京上白大袋1kg当たり）

始値 高値 安値 終値

187～188円 195～196円 187～188円 195～196円
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2016年3月期

販売平均単価上昇

砂糖販売量減少等

子会社通期連結

フードサイエンス事業 子会社業績好調

不動産事業 岡山物流センター稼働開始

2017年3月期

1000 10301020970 1010980 990

売上高増減

砂糖事業計

＋8億円

単位：億円

売上高1,032億円
（前期比+18億円）

1,014億円

＋6億円

+4億円

＋11億円

＋13億円

▲16億円

1,032億円

3. 2017年3月期 決算 売上高増減 （対前期比） 


Sheet2

		

																		（単位：百万円) タンイヒャクマンエン

				19年3月 ネンガツ		20年3月 ネンガツ		21年3月 ネンガツ		22年3月 ネンガツ		23年3月		24年3月		前期実績対比 ゼンキジッセキタイヒ

		売上高 ウリアゲダカ		76,336		78,535		77,119		78,519		80,720		81,300		+ 580		100.7%

		営業利益 エイギョウリエキ		3,673		6,191		6,413		6,114		6,299		4,950		▲ 1,349		78.6%

		経常利益 ケイジョウリエキ		4,289		7,008		6,521		6,861		6,963		5,860		▲ 1,103		84.2%

		当期純利益 トウキジュンリエキ		2,952		4,409		3,952		4,196		4,034		3,710		▲ 324		92.0%

														（単位：％) タンイ

				19年3月 ネンガツ		20年3月 ネンガツ		21年3月 ネンガツ		22年3月 ネンガツ		23年3月		24年3月

		自己資本 ジコシホン		41,636		43,524		45,654		47,745		50,064		53,982

		当期純利益 トウキジュンリエキ		2,952		4,409		3,952		4,196		4,034		3,710

		ROE		7.09		10.13		8.66		8.79		8.06		6.87
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経常利益

当期純利益

（百万円）



①業績（全社・連結）

		



売上高

（百万円）
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②セグメント別業績表
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業界シェア

		

																		（単位：百万円) タンイヒャクマンエン

				全　社 ゼンシャ		18年3月 ネンガツ		19年3月 ネンガツ		20年3月 ネンガツ		21年3月 ネンガツ		22年3月		前期実績対比 ゼンキジッセキタイヒ

				売上高 ウリアゲダカ		73,724		76,336		78,535		77,119		78,519		+ 1,400		101.8%

				営業利益 エイギョウリエキ		1,962		3,673		6,191		6,413		6,114		▲ 299		95.3%

				経常利益 ケイジョウリエキ		2,197		4,289		7,008		6,521		6,861		+ 340		105.2%

				当期純利益 トウキジュンリエキ		1,176		2,952		4,409		3,952		4,196		+ 244		106.1%

																（単位：百万円) タンイヒャクマンエン

				全　社 ゼンシャ		19年3月 ネンガツ		20年3月 ネンガツ		21年3月 ネンガツ		22年3月		前期実績対比 ゼンキジッセキタイヒ

				売上高 ウリアゲダカ		76,336		78,535		77,119		78,519		+ 1,400		101.8%

				営業利益 エイギョウリエキ		3,673		6,191		6,413		6,114		▲ 299		95.3%

				経常利益 ケイジョウリエキ		4,289		7,008		6,521		6,861		+ 340		105.2%

				当期純利益 トウキジュンリエキ		2,952		4,409		3,952		4,196		+ 244		106.1%

																（単位：百万円) タンイヒャクマンエン

						21年3月		22年3月		23年3月		24年3月		前期実績対比 ゼンキジッセキタイヒ

				売上高 ウリアゲダカ		77,119		78,519		80,720		80,049		▲ 671		99.2%

				営業利益 エイギョウリエキ		6,413		6,114		6,299		4,504		▲ 1,795		71.5%

				経常利益 ケイジョウリエキ		6,521		6,861		6,963		6,210		▲ 753		89.2%

				当期純利益 トウキジュンリエキ		3,952		4,196		4,034		2,549		▲ 1,485		63.2%





業界シェア

		



&A

Page &P

売上高

営業利益

経常利益

当期純利益



23年3月期連結営業目標

		

				国内市中相場（日本経済新聞掲載、東京上白大袋１㎏当たり） コクナイシチュウソウバニホンケイザイシンブンケイサイトウキョウジョウシロオオタイア

				始値 ハジマネ		安値 ヤスネ		高値 タカネ		終値 オワリネ

				182円～183円 エンエン		176円～177円 エンエン		189円～190円 エンエン		189円～190円 エンエン

				海外粗糖相場（ニューヨーク砂糖現物、１ポンド当たり） カイガイソトウソウバサトウゲンブツア

				始値 ハジマネ		安値 ヤスネ		高値 タカネ		終値 オワリネ

				19.97ｾﾝﾄ		18.07ｾﾝﾄ		39.65ｾﾝﾄ		31.58ｾﾝﾄ





②’セグメント別業績棒グラフ

														（単位：百万円） タンイヒャクマンエン

		セグメント別 ベツ		売上高 ウリアゲダカ						営業利益 エイギョウリエキ

				22年3月期 ネンガツキ		23年3月期 ネンガツキ		前期実績対比 ゼンキジッセキタイヒ		22年3月期 ネンガツキ		23年3月期 ネンガツキ		前期実績対比 ゼンキジッセキタイヒ

		砂　糖 スナトウ		70,531		71,861		+ 1,331		5,103		5,019		▲ 84

		食品素材 ショクヒンソザイ		6,499		7,409		+ 910		160		462		+ 302

		不動産 フドウサン		1,490		1,451		▲ 39		852		819		▲ 33

		その他 タ		0				+ 0		0		0		+ 0

		合　計 ゴウケイ		78,519		80,720		+ 2,201		6,114		6,299		+ 185

														（単位：百万円） タンイヒャクマンエン

		セグメント別 ベツ		売上高 ウリアゲダカ						営業利益 エイギョウリエキ

				23年3月期		24年3月期 ネンガツキ		前期実績対比 ゼンキジッセキタイヒ		23年3月期		24年3月期 ネンガツキ		前期実績対比 ゼンキジッセキタイヒ

		砂　糖 スナトウ		71,861		71,787		▲ 74		5,019		3,411		▲ 1,608

		食品素材 ショクヒンソザイ		7,409		6,937		▲ 472		462		355		▲ 107

		不動産 フドウサン		1,451		1,326		▲ 125		819		738		▲ 81

		合　計 ゴウケイ		80,720		80,049		▲ 671		6,299		4,504		▲ 1,795





⑤ｷｬｯｼｭﾌﾛｰ&有利子負債

		

		三井製糖 ミツイセイトウ		28

		グループＡ		23.2

		グループＢ		14.5

		グループＣ		14.4

		グループＤ		6

		グループＥ		3.9

		その他 タ		9.9

		合計 ゴウケイ		99.9



千葉工場6,741百万
神戸工場4,934百万
岡山工場3,865百万
福岡工場3,035百万



⑤ｷｬｯｼｭﾌﾛｰ&有利子負債

		1		1



#REF!

#REF!

BSチャート

1

1



砂糖需要量推移

		1		1		1



#REF!

#REF!

#REF!

三井製糖と全産業との比較

1

1

1



④連結貸借対照表

		1		1		1		1
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各指標推移

		





次代の生産モデル

		

										19/3実績 ジッセキ		20/3実績 ジッセキ		21/3当初計画 トウショケイカク		21/3実行計画 ジッコウケイカク

								売上高 ウリアゲダカ		763		750		750		770

								食品素材事業 ショクヒンソザイジギョウ		3		3		4		1.27

								不動産事業 フドウサンジギョウ		1		5		7		7.95

								砂糖事業 サトウジギョウ		33		37		39		31.23

								営業利益 エイギョウリエキ		37		45		50		40.45

										19/3実績 ジッセキ		20/3実績 ジッセキ		21/3当初計画 トウショケイカク		21/3実行計画 ジッコウケイカク

								売上高 ウリアゲダカ		763		750		750		770

								食品素材事業 ショクヒンソザイジギョウ		3		3		4		1.27

								不動産事業 フドウサンジギョウ		4		8		11		9.22

								砂糖事業 サトウジギョウ		37		45		50		40.45

																(単位：百万円） タンイヒャクマンエン

						連結 レンケツ				24年3月期事業計画 ネンガツキジギョウケイカク				23年3月期
実績 ネンガツキジッセキ		前年実績
差異 ゼンネンジッセキサイ

										中間 チュウカン		期末 キマツ										連結 レンケツ				22年3月期事業計画 ネンガツキジギョウケイカク				21年3月期
実績 ネンガツキジッセキ		前年実績
差異 ゼンネンジッセキサイ

						売上高 ウリアゲダカ				40,700		81,300		80,720		+ 580										中間 チュウカン		期末 キマツ

						営業利益 エイギョウリエキ				2,860		4,950		6,299		▲ 1,349						売上高 ウリアゲダカ				39,000		76,800		77,119		▲ 319

						経常利益 ケイジョウリエキ				3,410		5,860		6,963		▲ 1,103						営業利益 エイギョウリエキ				3,060		5,860		6,413		▲ 553

						当期純利益 トウキジュンリエキ				2,250		3,710		4,034		▲ 324						経常利益 ケイジョウリエキ				3,170		6,070		6,521		▲ 451

																						当期純利益 トウキジュンリエキ				1,870		3,580		3,952		▲ 372

						内訳 ウチワケ		当　　社 トウシャ								+ 0

								連結子会社 レンケツコガイシャ								+ 0

								持分会社 モチブンカイシャ								+ 0

																																		(単位：百万円） タンイヒャクマンエン

																						連結 レンケツ		売上高 ウリアゲダカ						営業利益 エイギョウリエキ

																								23年3月期
実績 ネンガツキジッセキ		24年3月期
計画 ネンガツキケイカク		前年差異 ゼンネンサイ		23年3月期
実績 ネンガツキジッセキ		24年3月期
計画 ネンガツキケイカク		前年差異 ゼンネンサイ

																						砂糖事業 サトウジギョウ		71,861		72,763		+ 902		5,019		3,864		▲ 1,155

								0														食品素材事業 ショクヒンソザイジギョウ		7,409		7,213		▲ 196		462		361		▲ 101

																						不動産事業 フドウサンジギョウ		1,451		1,324		▲ 127		819		725		▲ 94

																						合計 ゴウケイ		78,519		81,300		+ 2,781		6,114		4,950		▲ 1,164

																								売上高 ウリアゲダカ								営業利益 エイギョウリエキ

																								20/年3実績 ネンジッセキ		21/3計画 ケイカク		前年差異 ゼンネンサイ				20/年3実績 ネンジッセキ		21/3計画 ケイカク		前年差異 ゼンネンサイ

																						砂糖事業 サトウジギョウ		69,800		69,754		▲ 46		砂糖事業 サトウジギョウ		7,326		6,270		▲ 1,056

																						食品素材事業 ショクヒンソザイジギョウ		7,276		7,480		+ 204		食品素材事業 ショクヒンソザイジギョウ		299		380		+ 81

																						不動産事業 フドウサンジギョウ		1,420		1,566		+ 146		不動産事業 フドウサンジギョウ		636		895		+ 259

																						その他事業 タジギョウ		38				▲ 38		その他事業 タジギョウ		19		0		▲ 19

																						合計 ゴウケイ		78,535		78,800		+ 265		合計 ゴウケイ		6,191		5,420		▲ 771





次代の生産モデル

		





		

						2016年3月期 ネンガツキ

																																						販売平均単価上昇 ハンバイヘイキンタンカジョウショウ

																																						砂糖販売量減少等 サトウハンバイリョウゲンショウトウ

																																						子会社通期連結 コガイシャツウキレンケツ

						フードサイエンス事業 ジギョウ																																子会社業績好調 コカイシャギョウセキコウチョウ

						不動産事業 フドウサンジギョウ																																岡山物流センター稼働開始 オカヤマブツリュウカドウカイシ

						2017年3月期 ネンガツキ

										970				980				990				1000				1010				1020				1030

						22年3月期 ネンガツキ

						販売価格改定等 ハンバイカカクカイテイトウ

						原料費・製造変動費等 ゲンリョウヒセイゾウヘンドウヒトウ

						販売間接費等 ハンバイカンセツヒトウ

						子会社減益 コガイシャゲンエキ

						食品素材事業 ショクヒンソザイジギョウ

						不動産事業 フドウサンジギョウ

						23年3月期 ネンガツキ

								50						60						70						80						90

				22年3月期経常利益 ネンガツキケイジョウリエキ

				営業利益増 エイギョウリエキゾウ

				営業外損益 エイギョウガイソンエキ

						　　　（持分法投資損益を除く） モチブンポウトウシソンエキノゾ

				持分法投資損益 モチブンホウトウシソンエキ

				23年3月期経常利益 ネンガツキケイジョウリエキ

								50								60								70								80

				22年3月期税前当期純利益 ネンガツキゼイマエトウキジュンリエキ

				経常利益増 ケイジョウリエキゾウ

				特別利益 トクベツリエキ

				特別損失 トクベツソンシツ

				23年3月期税前当期純利益 ネンガツキゼイマエトウキジュンリエキ

								50								60								70								80

				22年3月期当期純利益 ネンガツキトウキジュンリエキ

				23年3月期当期純利益 ネンガツキトウキジュンリエキ

								20								30								40								50

						22年3月期実績 ネンガツキジッセキ																																																		売値UP ウリネ

						販売価格改定 ハンバイカカクカイテイ																																																		販売量微減 ハンバイリョウビゲン

						販売量減少 ハンバイリョウゲンショウ																																																		子会社売上減 コガイシャウリアゲゲン

						甘蔗糖子会社売上減他 カンショトウコガイシャウリアゲゲンホカ																																																		在庫差他 ザイコサホカ												0

						食品素材売上増 ショクヒンソザイウリアゲゾウ																																																		砂糖事業計 サトウジギョウケイ										0

						不動産事業売上減 フドウサンジギョウウリアゲゲン																																																		食材本体 ショクザイホンタイ										-180

						22年3月期業績予想 ネンガツキギョウセキヨソウ																																																		テクノス										-221		-401

																760								770								780								790

						22年3月期実績 ネンガツキジッセキ

						販売価格改定 ハンバイカカクカイテイ

						販売量減による利益減 ハンバイリョウゲンリエキゲン

						原料費･製造費増 ゲンリョウヒセイゾウヒゾウ																																																		原料費ＵＰ ゲンリョウヒ										-497

						販売費その他 ハンバイヒタ																																																		製造費ＵＰ セイゾウヒ										-1028		-1525

						食品素材事業 ショクヒンソザイジギョウ

						不動産事業 フドウサンジギョウ

						22年3月期業績予想 ネンガツキギョウセキヨソウ

																		50										55										60



76,336

78,535

＋2,099

6,191

＋93

±0

▲58

＋529

▲53

+２，１９９百万円

+２，５１８百万円

▲0.9億円

売上高増減

▲1,272

78,535

＋2,569

▲180

▲2,695

＋162

77,120

国産糖制度変更による減他

売値UP

販売量減

売上高増減推移

＋3.0億円

77,120

▲0.3億円

営業利益増減推移

砂糖事業計

＋8億円

63.0億円

▲5.4億円

砂糖事業計
▲0.8億円

▲0.7億円

▲0.1億円

61.1億円

経常利益増減推移

当期純利益増減推移

69.6億円

68.6億円

67.5億円

＋25.7億円

▲0.6億円

785.2億円

▲27.0億円

▲0.09億円 
円

甘蔗糖会社売上減他

売値UP

販売量減

売上高増減推移

砂糖事業計
＋2億円

783.9億円

61.1億円

＋0.1億円

77,120

＋0.1億円

営業利益増減推移

55.3億円

▲5.3億円

▲15.3億円

▲5.4億円

砂糖事業計
＋4.9億円

単位：億円

単位：億円

単位：億円

単位：億円

単位：億円

単位：億円

▲0.2億円

▲0.2億円

＋1.8億円
▲3億円

＋3.4億円

67.5億円

＋34.6億円

▲28.6億円

売上高1,032億円
（前期比+18億円）

営業利益63.0億円
（前期比＋1.8億円）

経常利益69.6億円
（前期比＋1億円）

当期純利益40億円
前期比▲1.6億円）

▲0.2億円

▲0.8億円

当期純利益増減推移

42.0億円

単位：億円

▲0.2億円

▲0.2億円

＋3.4億円

40.3億円

当期純利益40.3億円
（前期比▲1.7億円）

＋2.2億円

▲0.8億円

▲19.9億円

▲0.4億円

▲19.9億円

＋0.5億円

▲6.0億円

1,014億円

＋6億円

+4億円

＋11億円

＋13億円

▲16億円

1,032億円



												(単位：百万円） タンイヒャクマンエン

						連結 レンケツ		18年3月期 ネンガツキ		19年3月期 ネンガツキ		前期対比 ゼンキタイヒ

						営業キャッシュフロー エイギョウ		756		6,156		+ 1,376

						投資キャッシュフロー トウシ		339		▲ 223		▲ 719

						(フリー・キャッシュ・フロー

						財務キャッシュフロー ザイム		▲ 3,332		▲ 6,036		▲ 1,015

						現金・現金同等物増減額 ゲンキンゲンキンドウトウブツゾウゲンガク		2,235		▲ 103		▲ 358

						現金・現金同等物期首残高 ゲンキンゲンキンドウトウブツキシュザンダカ		2,270		2,441		▲ 103

						合併に伴う変動 ガッペイトモナヘンドウ		2,406		-		-

						現金・現金同等物期末残高 ゲンキンゲンキンドウトウブツキマツザンダカ		2,441		2,338		▲ 461

												(単位：百万円） タンイヒャクマンエン

						連結 レンケツ		18年3月期 ネンガツキ		19年3月期 ネンガツキ		前期対比 ゼンキタイヒ

						短期借入金、C・P タンキカリイレキン		8,441		5,231		0

						長期借入金 チョウキシャクニュウキン		6,958		5,602		0

						有利子負債合計 ユウリシフサイゴウケイ		15,399		10,833		0

										(百万円） ヒャクマンエン

								20年3月期 ネンガツキ		21年3月期 ネンガツキ		前期対比 ゼンキタイヒ

						営業キャッシュ・フロー エイギョウ		7,533		4,537		+ 1,376

						投資キャッシュ・フロー トウシ		▲ 943		▲ 1,618		▲ 719

						フリー・キャッシュ・フロー		6,590		2,919		+ 657

						財務キャッシュ・フロー ザイム		▲ 7,051		▲ 1,668		▲ 1,015

						現金・現金同等物増減額 ゲンキンゲンキンドウトウブツゾウゲンガク		▲ 461		1,250		▲ 358

						現金・現金同等物期首残高 ゲンキンゲンキンドウトウブツキシュザンダカ		2,338		1,876		▲ 103

						合併に伴う変動 ガッペイトモナヘンドウ		-		-		-

						現金・現金同等物期末残高 ゲンキンゲンキンドウトウブツキマツザンダカ		1,876		3,127		▲ 461

						連　　結 レンムスブ		19年3月期 ネンガツキ		20年3月期 ネンガツキ		21年3月期 ネンガツキ		前期対比 ゼンキタイヒ

						短期借入金、C・P タンキカリイレキン		5,231		2,676		3,100		424

						長期借入金 チョウキシャクニュウキン		5,602		3,146		2,026		▲ 1,120

						有利子負債合計 ユウリシフサイゴウケイ		10,833		5,822		5,126		▲ 696

						連　　結 レンムスブ		20年3月期 ネンガツキ

						営業キャッシュ・フロー エイギョウ		7,533

						投資キャッシュ・フロー トウシ		▲ 943

						（フリー・キャッシュ・フロー）		6,590

						財務キャッシュ・フロー ザイム		▲ 7,051

						現金・現金同等物増減額 ゲンキンゲンキンドウトウブツゾウゲンガク		▲ 461

						現金・現金同等物期首残高 ゲンキンゲンキンドウトウブツキシュザンダカ		2,338

						合併に伴う変動 ガッペイトモナヘンドウ		-

						現金・現金同等物期末残高 ゲンキンゲンキンドウトウブツキマツザンダカ		1,876

						連　　結 レンムスブ		20年3月期 ネンガツキ

						短期借入金、C・P、
一年以内長期借入金 タンキカリイレキンイチネンイナイチョウキカリイレキン		2,676

						長期借入金 チョウキシャクニュウキン		3,146

						有利子負債合計 ユウリシフサイゴウケイ		5,822





		



&A

Page &P

19/03

20/03

21/03

営業キャッシュ・フロー

投資キャッシュ・フロー

フリー・キャッシュ・フロー

財務キャッシュ・フロー



		１．需給関係資料

		(1) 砂糖及び異性化糖の需給総括表

		砂糖年度		総需要量（1）				国内産糖生産量（2）										輸入量		(2)／(1)		一　人		異性化糖

						対前年比				てん菜糖						甘しゃ糖						当たり		需要量

												白　糖		原料糖								消費量

				千トン		％		千トン		千トン		千トン		千トン		千トン		千トン		％		kg		千トン

		54		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		55		2,614		▲ 10.7		765		535		535		-		223		1,548		29		22.3		432

		60		2,655		0.5		870		574		574		-		285		1,779		32		21.9		617

		H2		2,643		0.4		865		644		527		116		212		1,693		32		21.3		725

		4		2,513		▲ 3.8		838		626		513		112		204		1,701		33		20.2		672

		5		2,476		▲ 1.5		790		602		491		111		180		1,628		32		19.8		738

		6		2,471		▲ 0.2		765		583		501		82		175		1,639		31		19.8		727

		7		2,435		▲ 1.5		842		650		491		159		183		1,606		35		19.4		733

		8		2,385		▲ 2.1		716		573		483		90		136		1,608		30		18.9		737

		9		2,323		▲ 2.6		808		643		476		166		156		1,542		35		18.4		740

		10		2,313		▲ 0.4		860		679		453		225		172		1,468		37		18.3		760

		11		2,300		▲ 0.6		800		616		482		134		175		1,487		35		18.1		763

		12		2,293		▲ 0.3		730		569		446		123		153		1,483		32		18.1		741

		13		2,277		▲ 0.7		840		663		471		192		170		1,405		37		17.9		761

		14		2,296		0.8		875		721		469		252		143		1,480		38		18.0		768

		15		2,237		▲ 2.6		904		743		463		280		153		1,364		40		17.5		791

		16		2,229		▲ 0.4		912		784		477		307		121		1,272		41		17.5		796

		17		2,165		▲ 2.9		839		699		452		247		132		1,326		39		17.0		790

		18		2,181		0.7		800		643		451		192		148		1,346		37		17.1		801

		19		2,197		0.7		861		683		454		229		169		1,380		39		17.2		824

		20＊		2,182		▲ 0.7		873		683		451		232		181		1,427		40		17.1		804

		（農林水産省資料より）

		注１．砂糖年度とは、当該年の10月1日から翌年の9月30日までの期間をいう。

		　２．国内産糖生産量と輸入量の合計と総需要量の差は在庫変動である。

		　３．国内産糖生産量には含みつ糖生産量を含む。

		国内産糖・異性化糖生産量及び砂糖の輸入実績の推移



業界としての取組み課題

合併の目的
規模のメリットの発揮

取巻く環境

ＷＴＯ
FTA・EPA

世界的
景気低迷

国内
消費減退

資源高

食の安全への関心

3年間の実績
企業基盤の整備
①販売略の安定、②B/Sの改善

適正な市場
形成・維持

安定した
供給体制の確保
形成・維持

当社としての取組み課題：アゲインストの風に耐え得る、安定的な収益体制の確立
→更なる企業基盤の強化

企業力アップへの集中投資
品質管理、効率化、人材

連結経営、グループ力の発揮

短期的取り組み
スプーンブランドの更なる活用
次代の生産モデルの追求

企業価値の向上

企業価値の向上

3年間の歩み
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てん菜糖原料糖

てん菜糖白糖

甘しゃ糖

輸入糖

異性化糖

砂糖年度

千ﾄﾝ

0

0

0

0

0

0

535

223

1548

432

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

574

285

1779

617

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

116

527

212

1693

725

0

0

0

0

0

112

513

204

1701

672

111

491

180

1628

738

82

501

175

1639

727

159

491

183

1606

733

90

483

136

1608

737

166

476

156

1542

740

225

453

172

1468

760

134

482

175

1487

763

123

446

153

1483

741

192

471

170

1405

761

252

469

143

1480

768

280

463

153

1364

791

307

477

121

1272

796

247

452

132

1326

790

192

451

148

1346

801

229

454

169

1380

824



		



*砂糖年度は10-9月
*20年は見通し

千㌧

2,643

2,197



																						(単位：百万円） タンイヒャクマンエン

				借　　方 シャクカタ										貸　　方 カシカタ

				資　　　　　産 シサン		流動資産 リュウドウシサン		39,172		39,538		増減 ゾウゲン		負債 フサイ		流動負債 リュウドウフサイ		39,172		39,538		増減 ゾウゲン

								18,126		16,472		▲ 1,654						14,474		13,149		▲ 1,324

								主な要因 オモヨウイン										主な要因 オモヨウイン

								・現金及び預金 ゲンキンオヨヨキン				▲ 461						・支払手形・買掛金 シハライテガタカイカケキン				+ 1,481

								・受取手形及び売掛金 ウケトリテガタオヨウリカケキン				▲ 368						・ｺﾏｰｼｬﾙﾍﾟｰﾊﾟｰ				▲ 2,500

								・棚卸資産 タナオロシシサン				▲ 791

																固定負債 コテイフサイ		39,172		39,538		増減 ゾウゲン

																		12,872		9,896		▲ 2,975

																		主な要因 オモヨウイン

																		・長期借入金 チョウキカリイレキン				▲ 2,457

						固定資産 コテイシサン		39,172		39,538		増減 ゾウゲン

								52,271		51,893		▲ 377

								主な要因 オモヨウイン						負債合計 フサイゴウケイ				39,172		39,538		増減 ゾウゲン

								・有形固定資産 ユウケイコテイシサン				▲ 631						27,346		23,046		▲ 4,300

								・無形固定資産 ムケイコテイシサン				▲ 36		純資産 ジュンシサン				39,172		39,538		増減 ゾウゲン

								・投資その他の資産 トウシタシサン				+ 291						43,051		45,319		+ 2,268

																		主な要因 オモヨウイン

																		・利益剰余金 リエキジョウヨキン				+ 3,155

																		・自己株式　 ジコカブシキ				▲ 787

				借方合計 カリカタゴウケイ				39,172		39,538		増減 ゾウゲン		貸方合計 カガタゴウケイ				39,172		39,538		増減 ゾウゲン

								70,397		68,365		▲ 2,031						70,397		68,365		▲ 2,031

				２１年３月期用 ネンガツキヨウ

																						(単位：百万円） タンイヒャクマンエン

				借　　方 シャクカタ										貸　　方 カシカタ

				資　　　　　産 シサン		流動資産 リュウドウシサン		39,538		39,903		増減 ゾウゲン		負債 フサイ		流動負債 リュウドウフサイ		39,538		39,903		増減 ゾウゲン

								16,472		18,681		+ 2,209						13,149		12,959		▲ 190

								主な要因 オモヨウイン										主な要因 オモヨウイン

								・現金及び預金 ゲンキンオヨヨキン				+ 1,256						・支払手形・買掛金 シハライテガタカイカケキン				▲ 61

								・受取手形及び売掛金 ウケトリテガタオヨウリカケキン				+ 100						・短期借入金 タンキカリイレキン				+ 1,600

								・棚卸資産 タナオロシシサン				+ 865						・１年以内返済予定長期借入金 ネンイナイヘンサイヨテイチョウキカリイレキン				▲ 1,176

																固定負債 コテイフサイ		39,538		39,903		増減 ゾウゲン

																		9,896		8,202		▲ 1,694

																		主な要因 オモヨウイン

																		・長期借入金 チョウキカリイレキン				▲ 1,120

						固定資産 コテイシサン		39,538		39,903		増減 ゾウゲン

								51,893		49,910		▲ 1,983

								主な要因 オモヨウイン						負債合計 フサイゴウケイ				39,538		39,903		増減 ゾウゲン

								・有形固定資産 ユウケイコテイシサン				▲ 698						23,046		21,162		▲ 1,884

								・無形固定資産 ムケイコテイシサン				▲ 6		純資産 ジュンシサン				39,172		39,538		増減 ゾウゲン

								・投資その他の資産 トウシタシサン				▲ 1,279						45,319		47,429		+ 2,110

																		主な要因 オモヨウイン

																		・利益剰余金 リエキジョウヨキン				+ 2,988

				借方合計 カリカタゴウケイ				39,172		39,538		増減 ゾウゲン		貸方合計 カガタゴウケイ				39,172		39,538		増減 ゾウゲン

								68,365		68,592		+ 227						68,365		68,592		+ 227





				８２期 キ		８３期 キ		８４期見込 キミコ		８５期（計画） キケイカク

		砂糖原価限界利益推移表 サトウゲンカゲンカイリエキスイイヒョウ		24.64		32.86		33.06		29.3

				８２期 キ		８３期 キ		８４期見込 キミコ		８５期（計） キケイ

		販売量推移表（製品） ハンバイリョウスイイヒョウセイヒン		428,466		400,059		431,820		434,680

		部門別推移（単体）売上 ブモンベツスイイタンタイウリア		８２期 キ		８３期 キ		８４期見込 キミコ		８５期（計画） キケイカク

		砂糖部門 サトウブモン		61,812		64,543		66,955		66,818

		食品素材 ショクヒンソザイ		4,465		4,345		3,723		3,857

		不動産 フドウサン		1,528		1,371		1,459		1,608

		部門別推移（営業利益） ブモンベツスイイエイギョウリエキ		８２期 キ		８３期 キ		８４期見込 キミコ		８５期（計画） キケイカク

		砂糖部門 サトウブモン		1,256		3,266		4,720		3,123

		食品素材 ショクヒンソザイ		147		172		36		128

		不動産 フドウサン		581		3		514		795

		製造費単価推移 セイゾウヒタンカスイイ		８２期 キ		８３期 キ		８４期見込 キミコ		８５期（計画） キケイカク

		固定費 コテイヒ		16.0		18.4		15.5		15.8

		変動費 ヘンドウヒ		11.0		11.3		11.7		12.2

		製造費額推移 セイゾウヒガクスイイ		８２期 キ		８３期 キ		８４期見込 キミコ		８５期（計画） キケイカク

		変動費 ヘンドウヒ		5,128		4,995		5,503		5,826

		固定費 コテイヒ		6,742		7,345		6,640		6,805

				８２期 キ		８３期 キ		８４期見込 キミコ		８５期（計） キケイ

		溶糖量推移 トトウリョウスイイ		436,059		413,266		444,566		446,840

		販売量推移表（製品） ハンバイリョウスイイヒョウセイヒン		428,466		400,059		431,820		434,680

		固定資産 コテイシサン		砂糖事業 サトウジギョウ		不動産 フドウサン		社宅 シャタク		食品素材 ショクヒンソザイ		本社・研究 ホンシャケンキュウ

				20,334		12,886		450		780		804		35253.3

				砂糖事業 サトウジギョウ		食品素材 ショクヒンソザイ		不動産 フドウサン		管理 カンリ

		人員 ジンイン		318		50		5		69

				千葉工場 チバコウジョウ		神戸工場 コウベコウジョウ		岡山工場 オカヤマコウジョウ		福岡工場 フクオカコウジョウ

				6,741		4,934		3,865		3,035

		連・単比較　PL８３期 レンタンヒカクキ		単体 タンタイ		連結 レンケツ		連結 レンケツ

		売上高 ウリアゲダカ		70,358		5,978		76,336

		総資産 ソウシサン		57,518		11,749		69,267

				単体 タンタイ		連結 レンケツ		連結 レンケツ

		経常利益 ケイジョウリエキ		4,090		199		4,289

		当期利益 トウキリエキ		2,796		156		2,952

		連・単比較　BS８４期中間 レンタンヒカクキチュウカン		単体 タンタイ		連結 レンケツ		連結 レンケツ

		流動資産 リュウドウシサン		14,511		2,603		17,114

		固定資産 コテイシサン		43,007		9,146		52,153

		流動負債 リュウドウフサイ		12,858		427		13,285

		固定負債 コテイフサイ		10,852		879		11,731

		純資産 ジュンシサン		33,807		10,444		44,251

				単体 タンタイ		連結 レンケツ

		流動資産 リュウドウシサン		14,511		17,114

		固定資産 コテイシサン		43,007		52,153

		流動負債 リュウドウフサイ		12,858		13,285

		固定負債 コテイフサイ		10,852		11,731

		純資産 ジュンシサン		33,807		44,251

				当社 トウシャ		製造業平均 セイゾウギョウヘイキン

		ROE

		ROA

		流動比率 リュウドウヒリツ		39,142

				三井製糖 ミツイセイトウ		食料品 ショクリョウヒン		全製造業 ゼンセイゾウギョウ		全製造業 ゼンセイゾウギョウ

		売上高経常利益率 ウリアゲダカケイジョウリエキリツ		5.81		2.78		5.29		5.29

		株主資本利益率〔ＲＯＥ〕 カブヌシシホンリエキリツ		8.55		3.16		6.76		6.76

		使用総資本利益率〔ＲＯＡ〕 シヨウソウシホンリエキリツ		4.71		1.34		2.96		2.96

		売上高原価率 ウリアゲダカゲンカリツ		8.023		7.257		7.901		7.901

		売上高人件費比率 ウリアゲダカジンケンヒヒリツ		5.14		13.17		13.21		13.21

		固定比率 コテイヒリツ		13.04		13.57		11.65		116.51

		使用総資本回転率(回） シヨウソウシホンカイテンリツカイ		1.19		1.16		1.03

		固定資産回転率（回） コテイシサンカイテンリツカイ		1.58		2.01		2.02

		流動資産回転日数（日） リュウドウシサンカイテンニッスウヒ		76.88		134.38		173.53

		棚卸資産回転日数（日） タナオロシシサンカイテンニッスウヒ		45.31		27.45		33.88

		売上債権回転日数（日） ウリアゲサイケンカイテンニッスウヒ		18.88		47.62		74.77

		連　　　結 レンムスブ		新三井製糖 シンミツイセイトウ		三井製糖 ミツイセイトウ

				17/3		18/3		19/3		20/3				連結　　　　　　（単位：％） レンケツタンイ		17/3		17/3		18/3		19/3		20/3

		売上高 ウリアゲダカ		47,973		73,724		76,336		72,189				売上高 ウリアゲダカ

		売上原価 ウリアゲゲンカ		38,236		60,811		61,357		56,361				売上原価 ウリアゲゲンカ

		売上総利益 ウリアゲソウリエキ		9,736		12,912		14,979		15,828				売上総利益 ウリアゲソウリエキ

		営業利益 エイギョウリエキ		1,776		1,962		3,673		5,657				営業利益 エイギョウリエキ

		経常利益 ケイジョウリエキ		2,103		2,197		4,289		5,834				経常利益 ケイジョウリエキ

		税引き前当期純利益 ゼイビマエトウキジュンリエキ		2,218		2,040		4,425		5,909				税引き前当期純利益 ゼイビマエトウキジュンリエキ

		当期純利益 トウキジュンリエキ		1,351		1,176		2,952		3,475				当期純利益 トウキジュンリエキ

		売上高営業利益率 ウリアゲダカエイギョウリエキリツ		3.70%		2.7%		4.8%		7.9%				売上高営業利益率 ウリアゲダカエイギョウリエキリツ						2.7		4.8		7.9

		売上原価率 ウリアゲゲンカリツ		79.70%		82.5%		80.4%		78.1%				売上原価率 ウリアゲゲンカリツ		7.97				8.2		8.0		7.8

		売上高経常利益率 ウリアゲダカケイジョウリエキリツ		4.38%		3.0%		5.6%		8.9%				売上高経常利益率 ウリアゲダカケイジョウリエキリツ		4.38				3.0		5.6		8.9

		自己資本利益率（ＲＯＥ） ジコシホンリエキリツ		3.92%		2.8%		7.1%		10.1%				自己資本利益率（ＲＯＥ） ジコシホンリエキリツ		3.92				2.8		7.1		10.1

		総資産利益率（ＲＯＡ） ソウシサンリエキリツ		2.39%		1.6%		4.2%		6.4%				総資産利益率（ＲＯＡ） ソウシサンリエキリツ		2.39				1.6		4.2		6.4

		固定比率 コテイヒリツ		129.92%		132.3%		123.2%		75.9%				固定比率 コテイヒリツ		1.30				1.3		1.2		0.8

		有利子負債比率 ユウリシフサイヒリツ		52.49%		37.6%		25.5%		8.5%				有利子負債比率 ユウリシフサイヒリツ		5.25				2.5		4.9		8.3

		1株当り純利益(円） カブアタジュンリエキエン		15.08		8.00		20.92		24.53				1株当り純利益(円） カブアタジュンリエキエン		15.08				8.00		20.92		24.53

		流動資産 リュウドウシサン		10,724		17,585		18,126		16,472

		固定資産 コテイシサン		44,850		54,131		52,271		51,893

		資産合計 シサンゴウケイ		55,575		71,717		70,397		68,365

		流動負債 リュウドウフサイ		8,392		15,806		14,474		14,149

		固定負債 コテイフサイ		10,914		14,433		12,872		9,896

		負債合計 フサイゴウケイ		19,307		30,240		27,346		23,046

		少数株主持分 ショウスウカブヌシモチブン		1,747		575		623		682

		資本合計 シホンゴウケイ		34,520		40,901		42,428		68,365

		（評価差額金） ヒョウカサガクキン		609		957		910		544

		（自己株式） ジコカブシキ		△ 646		△ 62		△ 821		△ 1,608

		短期借入金 タンキカリイレキン		8,290		8,441		5,231		2,676

		長期借入金 チョウキカリイレキン		9,830		6,958		5,602		3,146

		有利子負債合計 ユウリシフサイゴウケイ		18,120		15,399		10,834		5,822

		単体 タンタイ				18/3		19/3		20/3

		売上高 ウリアゲダカ				67,805		70,358

		売上原価 ウリアゲゲンカ				55,346		56,450

		売上総利益 ウリアゲソウリエキ				12,459		13,908

		売上原価率 ウリアゲゲンカリツ				81.6%		80.2%		0.0%

		営業利益 エイギョウリエキ				1,983		3,411

		経常利益 ケイジョウリエキ				2,135		4,090

		税引き前当期純利益 ゼイビマエトウキジュンリエキ				1,589		4,133

		当期純利益 トウキジュンリエキ				803		2,796

		資本金 シホンキン				7,083		7,083

		発行済株式総数 ハッコウズカブシキソウスウ				141,667		141,667		141,667

		純資産額 ジュンシサンガク				31,966		33,409

		総資産額 ソウシサンガク				60,082		58,643

		1株当り純資産額 カブアタジュンシサンガク				225.73		239

		1株当り配当 カブアタハイトウ				5.00		6.00

		1株当り当期純利益 カブアタトウキジュンリエキ				5.43		19.78

		自己資本比率 ジコシホンヒリツ				53.20		56.97

		自己資本利益率（株主資本利益率・ＲＯＥ） ジコシホンリエキリツカブヌシシホンリエキリツ				2.72		8.55

		株価収益率 カブカシュウエキリツ				96.69		22.14

		配当性向 ハイトウセイコウ				92.15		30.33

		従業員数 ジュウギョウインスウ				421		419



千葉工場6,741百万
神戸工場4,934百万
岡山工場3,865百万
福岡工場3,035百万
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目盛：有利子負債は中心点が50%で10%毎
　　　　他の指標は中心点が0%で2%毎
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		次代の生産モデルとは ジダイセイサン

		熱エネルギー３０％削減 ネツサクゲン

		ＣＯ2排出量削減 ハイシュツリョウサクゲン

		双方のバランスを取った、効率性、環境配慮の最適化の追求 ソウホウトコウリツセイカンキョウハイリョサイテキカツイキュウ

		環境負荷低減型モデル カンキョウフカテイゲンガタ

		環境負荷軽減 カンキョウフカケイゲン		省エネ ショウ		温廃山利用システム、醗酵ガスエタノール、雨水利用、太陽光発電 アツシハイヤマリヨウハッコウウスイリヨウタイヨウコウハツデン

				省資源 ショウシゲン		エコフレコン、エコバッグ袋、再生セメント フクロサイセイ

				発電利用 ハツデンリヨウ		太陽光発電、風力発電、圧電素子、波力(樹脂）、温度差 タイヨウコウハツデンフウリョクハツデンアツデンソコナミチカラジュシオンドサ

				CO2対策 タイサク		バッテリーフォークリフト、電子ライン、緑化物資 デンシリョクカブッシ

		効率性 コウリツセイ		モータのインバータ化 カ

		最新鋭で、最強の生産体制 サイシンエイサイキョウセイサンタイセイ



千葉工場6,741百万
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岡山工場3,865百万
福岡工場3,035百万
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4. 2017年3月期 決算 営業利益増減 （対前期比） 

2016年3月期

フードサイエンス事業

不動産事業

2017年3月期

30 4540 50 5535

55億円

▲0億円

＋0億円

営業利益増減

52億円

砂糖事業計
▲3億円

単位：億円

▲25億円

営業利益52億円
（前期比▲3億円）

+9億円

＋13億円

原料費増加

販売平均単価上昇

子会社増益等


Sheet2

		

																		（単位：百万円) タンイヒャクマンエン

				19年3月 ネンガツ		20年3月 ネンガツ		21年3月 ネンガツ		22年3月 ネンガツ		23年3月		24年3月		前期実績対比 ゼンキジッセキタイヒ

		売上高 ウリアゲダカ		76,336		78,535		77,119		78,519		80,720		81,300		+ 580		100.7%

		営業利益 エイギョウリエキ		3,673		6,191		6,413		6,114		6,299		4,950		▲ 1,349		78.6%

		経常利益 ケイジョウリエキ		4,289		7,008		6,521		6,861		6,963		5,860		▲ 1,103		84.2%

		当期純利益 トウキジュンリエキ		2,952		4,409		3,952		4,196		4,034		3,710		▲ 324		92.0%

														（単位：％) タンイ

				19年3月 ネンガツ		20年3月 ネンガツ		21年3月 ネンガツ		22年3月 ネンガツ		23年3月		24年3月

		自己資本 ジコシホン		41,636		43,524		45,654		47,745		50,064		53,982

		当期純利益 トウキジュンリエキ		2,952		4,409		3,952		4,196		4,034		3,710

		ROE		7.09		10.13		8.66		8.79		8.06		6.87
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営業利益

経常利益

当期純利益

（百万円）



①業績（全社・連結）

		



売上高

（百万円）



Sheet1

		



ROE
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②セグメント別業績表

		



&A

Page &P

自己資本

当期純利益

ROE

百万円

％



業界シェア

		

																		（単位：百万円) タンイヒャクマンエン

				全　社 ゼンシャ		18年3月 ネンガツ		19年3月 ネンガツ		20年3月 ネンガツ		21年3月 ネンガツ		22年3月		前期実績対比 ゼンキジッセキタイヒ

				売上高 ウリアゲダカ		73,724		76,336		78,535		77,119		78,519		+ 1,400		101.8%

				営業利益 エイギョウリエキ		1,962		3,673		6,191		6,413		6,114		▲ 299		95.3%

				経常利益 ケイジョウリエキ		2,197		4,289		7,008		6,521		6,861		+ 340		105.2%

				当期純利益 トウキジュンリエキ		1,176		2,952		4,409		3,952		4,196		+ 244		106.1%

																（単位：百万円) タンイヒャクマンエン

				全　社 ゼンシャ		19年3月 ネンガツ		20年3月 ネンガツ		21年3月 ネンガツ		22年3月		前期実績対比 ゼンキジッセキタイヒ

				売上高 ウリアゲダカ		76,336		78,535		77,119		78,519		+ 1,400		101.8%

				営業利益 エイギョウリエキ		3,673		6,191		6,413		6,114		▲ 299		95.3%

				経常利益 ケイジョウリエキ		4,289		7,008		6,521		6,861		+ 340		105.2%

				当期純利益 トウキジュンリエキ		2,952		4,409		3,952		4,196		+ 244		106.1%

																（単位：百万円) タンイヒャクマンエン

						21年3月		22年3月		23年3月		24年3月		前期実績対比 ゼンキジッセキタイヒ

				売上高 ウリアゲダカ		77,119		78,519		80,720		80,049		▲ 671		99.2%

				営業利益 エイギョウリエキ		6,413		6,114		6,299		4,504		▲ 1,795		71.5%

				経常利益 ケイジョウリエキ		6,521		6,861		6,963		6,210		▲ 753		89.2%

				当期純利益 トウキジュンリエキ		3,952		4,196		4,034		2,549		▲ 1,485		63.2%





業界シェア

		



&A

Page &P

売上高

営業利益

経常利益

当期純利益



23年3月期連結営業目標

		

				国内市中相場（日本経済新聞掲載、東京上白大袋１㎏当たり） コクナイシチュウソウバニホンケイザイシンブンケイサイトウキョウジョウシロオオタイア

				始値 ハジマネ		安値 ヤスネ		高値 タカネ		終値 オワリネ

				182円～183円 エンエン		176円～177円 エンエン		189円～190円 エンエン		189円～190円 エンエン

				海外粗糖相場（ニューヨーク砂糖現物、１ポンド当たり） カイガイソトウソウバサトウゲンブツア

				始値 ハジマネ		安値 ヤスネ		高値 タカネ		終値 オワリネ

				19.97ｾﾝﾄ		18.07ｾﾝﾄ		39.65ｾﾝﾄ		31.58ｾﾝﾄ





②’セグメント別業績棒グラフ

														（単位：百万円） タンイヒャクマンエン

		セグメント別 ベツ		売上高 ウリアゲダカ						営業利益 エイギョウリエキ

				22年3月期 ネンガツキ		23年3月期 ネンガツキ		前期実績対比 ゼンキジッセキタイヒ		22年3月期 ネンガツキ		23年3月期 ネンガツキ		前期実績対比 ゼンキジッセキタイヒ

		砂　糖 スナトウ		70,531		71,861		+ 1,331		5,103		5,019		▲ 84

		食品素材 ショクヒンソザイ		6,499		7,409		+ 910		160		462		+ 302

		不動産 フドウサン		1,490		1,451		▲ 39		852		819		▲ 33

		その他 タ		0				+ 0		0		0		+ 0

		合　計 ゴウケイ		78,519		80,720		+ 2,201		6,114		6,299		+ 185

														（単位：百万円） タンイヒャクマンエン

		セグメント別 ベツ		売上高 ウリアゲダカ						営業利益 エイギョウリエキ

				23年3月期		24年3月期 ネンガツキ		前期実績対比 ゼンキジッセキタイヒ		23年3月期		24年3月期 ネンガツキ		前期実績対比 ゼンキジッセキタイヒ

		砂　糖 スナトウ		71,861		71,787		▲ 74		5,019		3,411		▲ 1,608

		食品素材 ショクヒンソザイ		7,409		6,937		▲ 472		462		355		▲ 107

		不動産 フドウサン		1,451		1,326		▲ 125		819		738		▲ 81

		合　計 ゴウケイ		80,720		80,049		▲ 671		6,299		4,504		▲ 1,795





Sheet3

		

		三井製糖 ミツイセイトウ		28

		グループＡ		23.2

		グループＢ		14.5

		グループＣ		14.4

		グループＤ		6

		グループＥ		3.9

		その他 タ		9.9

		合計 ゴウケイ		99.9
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④連結貸借対照表

		





各指標推移

		

										19/3実績 ジッセキ		20/3実績 ジッセキ		21/3当初計画 トウショケイカク		21/3実行計画 ジッコウケイカク

								売上高 ウリアゲダカ		763		750		750		770

								食品素材事業 ショクヒンソザイジギョウ		3		3		4		1.27

								不動産事業 フドウサンジギョウ		1		5		7		7.95

								砂糖事業 サトウジギョウ		33		37		39		31.23

								営業利益 エイギョウリエキ		37		45		50		40.45

										19/3実績 ジッセキ		20/3実績 ジッセキ		21/3当初計画 トウショケイカク		21/3実行計画 ジッコウケイカク

								売上高 ウリアゲダカ		763		750		750		770

								食品素材事業 ショクヒンソザイジギョウ		3		3		4		1.27

								不動産事業 フドウサンジギョウ		4		8		11		9.22

								砂糖事業 サトウジギョウ		37		45		50		40.45

																(単位：百万円） タンイヒャクマンエン

						連結 レンケツ				25年3月期事業計画 ネンガツキジギョウケイカク				24年3月期
実績 ネンガツキジッセキ		前年実績
差異 ゼンネンジッセキサイ

										中間 チュウカン		期末 キマツ										連結 レンケツ				22年3月期事業計画 ネンガツキジギョウケイカク				21年3月期
実績 ネンガツキジッセキ		前年実績
差異 ゼンネンジッセキサイ

						売上高 ウリアゲダカ				49,700		100,900		80,049		+ 20,851										中間 チュウカン		期末 キマツ

						営業利益 エイギョウリエキ				1,650		4,590		4,504		+ 86						売上高 ウリアゲダカ				39,000		76,800		77,119		▲ 319

						経常利益 ケイジョウリエキ				2,400		6,030		6,210		▲ 180						営業利益 エイギョウリエキ				3,060		5,860		6,413		▲ 553

						当期純利益 トウキジュンリエキ				1,590		3,780		2,549		+ 1,231						経常利益 ケイジョウリエキ				3,170		6,070		6,521		▲ 451

																						当期純利益 トウキジュンリエキ				1,870		3,580		3,952		▲ 372

						内訳 ウチワケ		当　　社 トウシャ								+ 0

								連結子会社 レンケツコガイシャ								+ 0

								持分会社 モチブンカイシャ								+ 0

																																		(単位：百万円） タンイヒャクマンエン																(単位：百万円） タンイヒャクマンエン

																						連結 レンケツ		売上高 ウリアゲダカ						営業利益 エイギョウリエキ								連結 レンケツ		売上高 ウリアゲダカ						営業利益 エイギョウリエキ

																								24年3月期
実績 ネンガツキジッセキ		25年3月期
計画 ネンガツキケイカク		前年差異 ゼンネンサイ		24年3月期
実績 ネンガツキジッセキ		25年3月期
計画 ネンガツキケイカク		前年差異 ゼンネンサイ						24年3月期
実績 ネンガツキジッセキ		25年3月期
計画 ネンガツキケイカク		前年差異 ゼンネンサイ		24年3月期
実績 ネンガツキジッセキ		25年3月期
計画 ネンガツキケイカク		前年差異 ゼンネンサイ

																						砂糖事業 サトウジギョウ		71,787		89,524		+ 17,737		3,411		3,376		▲ 35				砂糖事業 サトウジギョウ		71,787		91,200		+ 19,413		3,411		3,574		+ 163

																						食品素材事業 ショクヒンソザイジギョウ		6,937		8,453		+ 1,516		355		364		+ 9				食品素材事業 ショクヒンソザイジギョウ		6,937		8,453		+ 1,516		355		346		▲ 9

																						不動産事業 フドウサンジギョウ		1,326		1,247		▲ 79		738		673		▲ 65				不動産事業 フドウサンジギョウ		1,326		1,247		▲ 79		738		673		▲ 65

																						バイオ事業 ジギョウ		-		772		-		-		▲ 18		-				合計 ゴウケイ		78,519		100,900		+ 22,381		6,114		4,593		▲ 1,521

																						農機具事業 ノウキグジギョウ		-		911		-		-		196		-

																						合計 ゴウケイ		78,519		100,907		+ 22,388		6,114		4,591		▲ 1,523

																								売上高 ウリアゲダカ								営業利益 エイギョウリエキ

																								20/年3実績 ネンジッセキ		21/3計画 ケイカク		前年差異 ゼンネンサイ				20/年3実績 ネンジッセキ		21/3計画 ケイカク		前年差異 ゼンネンサイ

																						砂糖事業 サトウジギョウ		69,800		69,754		▲ 46		砂糖事業 サトウジギョウ		7,326		6,270		▲ 1,056

																						食品素材事業 ショクヒンソザイジギョウ		7,276		7,480		+ 204		食品素材事業 ショクヒンソザイジギョウ		299		380		+ 81

																						不動産事業 フドウサンジギョウ		1,420		1,566		+ 146		不動産事業 フドウサンジギョウ		636		895		+ 259

																						その他事業 タジギョウ		38				▲ 38		その他事業 タジギョウ		19		0		▲ 19

																						合計 ゴウケイ		78,535		78,800		+ 265		合計 ゴウケイ		6,191		5,420		▲ 771





各指標推移

		





次代の生産モデル

		

						2016年3月期 ネンガツキ

						フードサイエンス事業 ジギョウ

						不動産事業 フドウサンジギョウ

						2017年3月期 ネンガツキ

								30						35						40						45						50						55



76,336

78,535

＋2,099

6,191

＋93

±0

▲58

＋529

▲53

+２，１９９百万円

+２，５１８百万円

▲1,272

78,535

＋2,569

▲180

▲2,695

＋162

77,120

国産糖制度変更による減他

売値UP

販売量減

売上高増減推移

55億円

▲0億円

77,120

＋0億円

営業利益増減

52億円

砂糖事業計
▲3億円

単位：億円

▲25億円

営業利益52億円
（前期比▲3億円）

▲0.2億円

+9億円

＋13億円

原料費増加

販売平均単価上昇

子会社増益等



		

						24年3月期 ネンガツキ

						販売価格改定等 ハンバイカカクカイテイトウ

						販売量増加等 ハンバイリョウゾウカトウ

						二次製品等 ニジセイヒントウ

						子会社売上 コガイシャウリアゲ

						食品素材売上減少 ショクヒンソザイウリアゲゲンショウ

						不動産事業売上減少 フドウサンジギョウウリアゲゲンショウ

						25年3月期 ネンガツキ

																700								800								900								1,000

						24年3月期 ネンガツキ

						販売価格改定等 ハンバイカカクカイテイトウ

						販売量増加等 ハンバイリョウゾウカトウ

						原料費・製造変動費等改善 ゲンリョウヒセイゾウヘンドウヒトウカイゼン

						在庫差等 ザイコサトウ

						子会社増益 コガイシャゾウエキ

						食品素材事業増益 ショクヒンソザイジギョウゾウエキ

						不動産事業減益 フドウサンジギョウゲンエキ

						25年3月期 ネンガツキ

																				30						40						50						60

				24年3月期経常利益 ネンガツキケイジョウリエキ

				営業利益増 エイギョウリエキゾウ

				営業外損益 エイギョウガイソンエキ

						　　　（持分法投資損益を除く） モチブンポウトウシソンエキノゾ

				持分法投資損益 モチブンホウトウシソンエキ

				25年3月期経常利益 ネンガツキケイジョウリエキ

																50								60								70

				22年3月期税前当期純利益 ネンガツキゼイマエトウキジュンリエキ

				経常利益増 ケイジョウリエキゾウ

				特別利益 トクベツリエキ

				特別損失 トクベツソンシツ

				23年3月期税前当期純利益 ネンガツキゼイマエトウキジュンリエキ

								50								60								70								80

				24年3月期当期純利益 ネンガツキトウキジュンリエキ

				25年3月期当期純利益 ネンガツキトウキジュンリエキ

																20								30								40

						22年3月期実績 ネンガツキジッセキ																																																		売値UP ウリネ

						販売価格改定 ハンバイカカクカイテイ																																																		販売量微減 ハンバイリョウビゲン

						販売量減少 ハンバイリョウゲンショウ																																																		子会社売上減 コガイシャウリアゲゲン

						甘蔗糖子会社売上減他 カンショトウコガイシャウリアゲゲンホカ																																																		在庫差他 ザイコサホカ												0

						食品素材売上増 ショクヒンソザイウリアゲゾウ																																																		砂糖事業計 サトウジギョウケイ										0

						不動産事業売上減 フドウサンジギョウウリアゲゲン																																																		食材本体 ショクザイホンタイ										-180

						22年3月期業績予想 ネンガツキギョウセキヨソウ																																																		テクノス										-221		-401

																760								770								780								790

						22年3月期実績 ネンガツキジッセキ

						販売価格改定 ハンバイカカクカイテイ

						販売量減による利益減 ハンバイリョウゲンリエキゲン

						原料費･製造費増 ゲンリョウヒセイゾウヒゾウ																																																		原料費ＵＰ ゲンリョウヒ										-497

						販売費その他 ハンバイヒタ																																																		製造費ＵＰ セイゾウヒ										-1028		-1525

						食品素材事業 ショクヒンソザイジギョウ

						不動産事業 フドウサンジギョウ

						22年3月期業績予想 ネンガツキギョウセキヨソウ

																		50										55										60



76,336

78,535

＋2,099

6,191

＋93

±0

▲58

＋529

▲53

+２，１９９百万円

+２，５１８百万円

800.5億円

▲0.9億円

売上高増減推移

▲1,272

78,535

＋2,569

▲180

▲2,695

＋162

77,120

国産糖制度変更による減他

売値UP

販売量減

売上高増減推移

45.0億円

▲0.1億円

77,120

▲0.7億円

営業利益増減推移

砂糖事業計
＋194.2億円

45.9億円

▲5.4億円

砂糖事業計
＋1.5億円

▲5.5億円

経常利益増減推移

当期純利益増減推移

60.3億円

62.1億円

67.5億円

＋25.7億円

▲0.6億円

785.2億円

▲27.0億円

▲0.09億円 
円

甘蔗糖会社売上減他

売値UP

販売量減

売上高増減推移

砂糖事業計
＋2億円

783.9億円

61.1億円

＋0.1億円

77,120

＋0.1億円

営業利益増減推移

55.3億円

▲5.3億円

▲15.3億円

▲5.4億円

砂糖事業計
＋4.9億円

単位：億円

単位：億円

単位：億円

単位：億円

単位：億円

単位：億円

▲0.2億円

▲0.2億円

＋0.9億円
▲3億円

＋3.4億円

67.5億円

+3.2億円

▲11.7億円

＋20.1億円

売上高1,009億円
（前期比＋208.5億円）

営業利益45.9億円
（前期比＋0.9億円）

経常利益60.3億円
（前期比▲1.8億円）

当期純利益40億円
前期比▲1.6億円）

▲0.2億円

+0.1億円

当期純利益増減推移

25.5億円

単位：億円

▲0.2億円

▲0.2億円

＋3.4億円

37.8億円

当期純利益37.8億円
（前期比＋12.3億円）

＋2.2億円

▲0.8億円

▲19.9億円

▲0.4億円

▲19.9億円

＋15.1億円

1,009.0億円

▲0.8億円

▲7.8億円

＋0.7億円

＋2.8億円

▲10.5億円

▲11.7億円

＋213.2億円



												(単位：百万円） タンイヒャクマンエン

						連結 レンケツ		18年3月期 ネンガツキ		19年3月期 ネンガツキ		前期対比 ゼンキタイヒ

						営業キャッシュフロー エイギョウ		756		6,156		+ 1,376

						投資キャッシュフロー トウシ		339		▲ 223		▲ 719

						(フリー・キャッシュ・フロー

						財務キャッシュフロー ザイム		▲ 3,332		▲ 6,036		▲ 1,015

						現金・現金同等物増減額 ゲンキンゲンキンドウトウブツゾウゲンガク		2,235		▲ 103		▲ 358

						現金・現金同等物期首残高 ゲンキンゲンキンドウトウブツキシュザンダカ		2,270		2,441		▲ 103

						合併に伴う変動 ガッペイトモナヘンドウ		2,406		-		-

						現金・現金同等物期末残高 ゲンキンゲンキンドウトウブツキマツザンダカ		2,441		2,338		▲ 461

												(単位：百万円） タンイヒャクマンエン

						連結 レンケツ		18年3月期 ネンガツキ		19年3月期 ネンガツキ		前期対比 ゼンキタイヒ

						短期借入金、C・P タンキカリイレキン		8,441		5,231		0

						長期借入金 チョウキシャクニュウキン		6,958		5,602		0

						有利子負債合計 ユウリシフサイゴウケイ		15,399		10,833		0

										(百万円） ヒャクマンエン

								20年3月期 ネンガツキ		21年3月期 ネンガツキ		前期対比 ゼンキタイヒ

						営業キャッシュ・フロー エイギョウ		7,533		4,537		+ 1,376

						投資キャッシュ・フロー トウシ		▲ 943		▲ 1,618		▲ 719

						フリー・キャッシュ・フロー		6,590		2,919		+ 657

						財務キャッシュ・フロー ザイム		▲ 7,051		▲ 1,668		▲ 1,015

						現金・現金同等物増減額 ゲンキンゲンキンドウトウブツゾウゲンガク		▲ 461		1,250		▲ 358

						現金・現金同等物期首残高 ゲンキンゲンキンドウトウブツキシュザンダカ		2,338		1,876		▲ 103

						合併に伴う変動 ガッペイトモナヘンドウ		-		-		-

						現金・現金同等物期末残高 ゲンキンゲンキンドウトウブツキマツザンダカ		1,876		3,127		▲ 461

						連　　結 レンムスブ		19年3月期 ネンガツキ		20年3月期 ネンガツキ		21年3月期 ネンガツキ		前期対比 ゼンキタイヒ

						短期借入金、C・P タンキカリイレキン		5,231		2,676		3,100		424

						長期借入金 チョウキシャクニュウキン		5,602		3,146		2,026		▲ 1,120

						有利子負債合計 ユウリシフサイゴウケイ		10,833		5,822		5,126		▲ 696

						連　　結 レンムスブ		20年3月期 ネンガツキ

						営業キャッシュ・フロー エイギョウ		7,533

						投資キャッシュ・フロー トウシ		▲ 943

						（フリー・キャッシュ・フロー）		6,590

						財務キャッシュ・フロー ザイム		▲ 7,051

						現金・現金同等物増減額 ゲンキンゲンキンドウトウブツゾウゲンガク		▲ 461

						現金・現金同等物期首残高 ゲンキンゲンキンドウトウブツキシュザンダカ		2,338

						合併に伴う変動 ガッペイトモナヘンドウ		-

						現金・現金同等物期末残高 ゲンキンゲンキンドウトウブツキマツザンダカ		1,876

						連　　結 レンムスブ		20年3月期 ネンガツキ

						短期借入金、C・P、
一年以内長期借入金 タンキカリイレキンイチネンイナイチョウキカリイレキン		2,676

						長期借入金 チョウキシャクニュウキン		3,146

						有利子負債合計 ユウリシフサイゴウケイ		5,822
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19/03

20/03

21/03

営業キャッシュ・フロー

投資キャッシュ・フロー

フリー・キャッシュ・フロー

財務キャッシュ・フロー



		１．需給関係資料

		(1) 砂糖及び異性化糖の需給総括表

		砂糖年度		総需要量（1）				国内産糖生産量（2）										輸入量		(2)／(1)		一　人		異性化糖

						対前年比				てん菜糖						甘しゃ糖						当たり		需要量

												白　糖		原料糖								消費量

				千トン		％		千トン		千トン		千トン		千トン		千トン		千トン		％		kg		千トン

		54		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		55		2,614		▲ 10.7		765		535		535		-		223		1,548		29		22.3		432

		60		2,655		0.5		870		574		574		-		285		1,779		32		21.9		617

		H2		2,643		0.4		865		644		527		116		212		1,693		32		21.3		725

		4		2,513		▲ 3.8		838		626		513		112		204		1,701		33		20.2		672

		5		2,476		▲ 1.5		790		602		491		111		180		1,628		32		19.8		738

		6		2,471		▲ 0.2		765		583		501		82		175		1,639		31		19.8		727

		7		2,435		▲ 1.5		842		650		491		159		183		1,606		35		19.4		733

		8		2,385		▲ 2.1		716		573		483		90		136		1,608		30		18.9		737

		9		2,323		▲ 2.6		808		643		476		166		156		1,542		35		18.4		740

		10		2,313		▲ 0.4		860		679		453		225		172		1,468		37		18.3		760

		11		2,300		▲ 0.6		800		616		482		134		175		1,487		35		18.1		763

		12		2,293		▲ 0.3		730		569		446		123		153		1,483		32		18.1		741

		13		2,277		▲ 0.7		840		663		471		192		170		1,405		37		17.9		761

		14		2,296		0.8		875		721		469		252		143		1,480		38		18.0		768

		15		2,237		▲ 2.6		904		743		463		280		153		1,364		40		17.5		791

		16		2,229		▲ 0.4		912		784		477		307		121		1,272		41		17.5		796

		17		2,165		▲ 2.9		839		699		452		247		132		1,326		39		17.0		790

		18		2,181		0.7		800		643		451		192		148		1,346		37		17.1		801

		19		2,197		0.7		861		683		454		229		169		1,380		39		17.2		824

		20＊		2,182		▲ 0.7		873		683		451		232		181		1,427		40		17.1		804

		（農林水産省資料より）

		注１．砂糖年度とは、当該年の10月1日から翌年の9月30日までの期間をいう。

		　２．国内産糖生産量と輸入量の合計と総需要量の差は在庫変動である。

		　３．国内産糖生産量には含みつ糖生産量を含む。

		国内産糖・異性化糖生産量及び砂糖の輸入実績の推移



業界としての取組み課題

合併の目的
規模のメリットの発揮

取巻く環境

ＷＴＯ
FTA・EPA

世界的
景気低迷

国内
消費減退

資源高

食の安全への関心

3年間の実績
企業基盤の整備
①販売略の安定、②B/Sの改善

適正な市場
形成・維持

安定した
供給体制の確保
形成・維持

当社としての取組み課題：アゲインストの風に耐え得る、安定的な収益体制の確立
→更なる企業基盤の強化

企業力アップへの集中投資
品質管理、効率化、人材

連結経営、グループ力の発揮

短期的取り組み
スプーンブランドの更なる活用
次代の生産モデルの追求

企業価値の向上

企業価値の向上

3年間の歩み



		54		54		54		54		54

		55		55		55		55		55

		56		56		56		56		56
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		59		59		59		59		59

		60		60		60		60		60

		61		61		61		61		61
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		3		3		3		3		3

		4		4		4		4		4

		5		5		5		5		5

		6		6		6		6		6

		7		7		7		7		7

		8		8		8		8		8

		9		9		9		9		9

		10		10		10		10		10

		11		11		11		11		11

		12		12		12		12		12

		13		13		13		13		13

		14		14		14		14		14

		15		15		15		15		15

		16		16		16		16		16

		17		17		17		17		17

		18		18		18		18		18
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てん菜糖原料糖

てん菜糖白糖

甘しゃ糖

輸入糖

異性化糖

砂糖年度

千ﾄﾝ

0

0

0

0

0

0

535

223

1548

432

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

574

285

1779

617

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

116

527

212

1693

725

0

0

0

0

0

112

513

204

1701

672

111

491

180

1628

738

82

501

175

1639

727

159

491

183

1606

733

90

483

136

1608

737

166

476

156

1542

740

225

453

172

1468

760

134

482

175

1487

763

123

446

153

1483

741

192

471

170

1405

761

252

469

143

1480

768

280

463

153

1364

791

307

477

121

1272

796

247

452

132

1326

790

192

451

148

1346

801

229

454

169

1380

824



		



*砂糖年度は10-9月
*20年は見通し

千㌧

2,643

2,197



																						(単位：百万円） タンイヒャクマンエン

				借　　方 シャクカタ										貸　　方 カシカタ

				資　　　　　産 シサン		流動資産 リュウドウシサン		39,172		39,538		増減 ゾウゲン		負債 フサイ		流動負債 リュウドウフサイ		39,172		39,538		増減 ゾウゲン

								18,126		16,472		▲ 1,654						14,474		13,149		▲ 1,324

								主な要因 オモヨウイン										主な要因 オモヨウイン

								・現金及び預金 ゲンキンオヨヨキン				▲ 461						・支払手形・買掛金 シハライテガタカイカケキン				+ 1,481

								・受取手形及び売掛金 ウケトリテガタオヨウリカケキン				▲ 368						・ｺﾏｰｼｬﾙﾍﾟｰﾊﾟｰ				▲ 2,500

								・棚卸資産 タナオロシシサン				▲ 791

																固定負債 コテイフサイ		39,172		39,538		増減 ゾウゲン

																		12,872		9,896		▲ 2,975

																		主な要因 オモヨウイン

																		・長期借入金 チョウキカリイレキン				▲ 2,457

						固定資産 コテイシサン		39,172		39,538		増減 ゾウゲン

								52,271		51,893		▲ 377

								主な要因 オモヨウイン						負債合計 フサイゴウケイ				39,172		39,538		増減 ゾウゲン

								・有形固定資産 ユウケイコテイシサン				▲ 631						27,346		23,046		▲ 4,300

								・無形固定資産 ムケイコテイシサン				▲ 36		純資産 ジュンシサン				39,172		39,538		増減 ゾウゲン

								・投資その他の資産 トウシタシサン				+ 291						43,051		45,319		+ 2,268

																		主な要因 オモヨウイン

																		・利益剰余金 リエキジョウヨキン				+ 3,155

																		・自己株式　 ジコカブシキ				▲ 787

				借方合計 カリカタゴウケイ				39,172		39,538		増減 ゾウゲン		貸方合計 カガタゴウケイ				39,172		39,538		増減 ゾウゲン

								70,397		68,365		▲ 2,031						70,397		68,365		▲ 2,031

				２１年３月期用 ネンガツキヨウ

																						(単位：百万円） タンイヒャクマンエン

				借　　方 シャクカタ										貸　　方 カシカタ

				資　　　　　産 シサン		流動資産 リュウドウシサン		39,538		39,903		増減 ゾウゲン		負債 フサイ		流動負債 リュウドウフサイ		39,538		39,903		増減 ゾウゲン

								16,472		18,681		+ 2,209						13,149		12,959		▲ 190

								主な要因 オモヨウイン										主な要因 オモヨウイン

								・現金及び預金 ゲンキンオヨヨキン				+ 1,256						・支払手形・買掛金 シハライテガタカイカケキン				▲ 61

								・受取手形及び売掛金 ウケトリテガタオヨウリカケキン				+ 100						・短期借入金 タンキカリイレキン				+ 1,600

								・棚卸資産 タナオロシシサン				+ 865						・１年以内返済予定長期借入金 ネンイナイヘンサイヨテイチョウキカリイレキン				▲ 1,176

																固定負債 コテイフサイ		39,538		39,903		増減 ゾウゲン

																		9,896		8,202		▲ 1,694

																		主な要因 オモヨウイン

																		・長期借入金 チョウキカリイレキン				▲ 1,120

						固定資産 コテイシサン		39,538		39,903		増減 ゾウゲン

								51,893		49,910		▲ 1,983

								主な要因 オモヨウイン						負債合計 フサイゴウケイ				39,538		39,903		増減 ゾウゲン

								・有形固定資産 ユウケイコテイシサン				▲ 698						23,046		21,162		▲ 1,884

								・無形固定資産 ムケイコテイシサン				▲ 6		純資産 ジュンシサン				39,172		39,538		増減 ゾウゲン

								・投資その他の資産 トウシタシサン				▲ 1,279						45,319		47,429		+ 2,110

																		主な要因 オモヨウイン

																		・利益剰余金 リエキジョウヨキン				+ 2,988

				借方合計 カリカタゴウケイ				39,172		39,538		増減 ゾウゲン		貸方合計 カガタゴウケイ				39,172		39,538		増減 ゾウゲン

								68,365		68,592		+ 227						68,365		68,592		+ 227





				８２期 キ		８３期 キ		８４期見込 キミコ		８５期（計画） キケイカク

		砂糖原価限界利益推移表 サトウゲンカゲンカイリエキスイイヒョウ		24.64		32.86		33.06		29.3

				８２期 キ		８３期 キ		８４期見込 キミコ		８５期（計） キケイ

		販売量推移表（製品） ハンバイリョウスイイヒョウセイヒン		428,466		400,059		431,820		434,680

		部門別推移（単体）売上 ブモンベツスイイタンタイウリア		８２期 キ		８３期 キ		８４期見込 キミコ		８５期（計画） キケイカク

		砂糖部門 サトウブモン		61,812		64,543		66,955		66,818

		食品素材 ショクヒンソザイ		4,465		4,345		3,723		3,857

		不動産 フドウサン		1,528		1,371		1,459		1,608

		部門別推移（営業利益） ブモンベツスイイエイギョウリエキ		８２期 キ		８３期 キ		８４期見込 キミコ		８５期（計画） キケイカク

		砂糖部門 サトウブモン		1,256		3,266		4,720		3,123

		食品素材 ショクヒンソザイ		147		172		36		128

		不動産 フドウサン		581		3		514		795

		製造費単価推移 セイゾウヒタンカスイイ		８２期 キ		８３期 キ		８４期見込 キミコ		８５期（計画） キケイカク

		固定費 コテイヒ		16.0		18.4		15.5		15.8

		変動費 ヘンドウヒ		11.0		11.3		11.7		12.2

		製造費額推移 セイゾウヒガクスイイ		８２期 キ		８３期 キ		８４期見込 キミコ		８５期（計画） キケイカク

		変動費 ヘンドウヒ		5,128		4,995		5,503		5,826

		固定費 コテイヒ		6,742		7,345		6,640		6,805

				８２期 キ		８３期 キ		８４期見込 キミコ		８５期（計） キケイ

		溶糖量推移 トトウリョウスイイ		436,059		413,266		444,566		446,840

		販売量推移表（製品） ハンバイリョウスイイヒョウセイヒン		428,466		400,059		431,820		434,680

		固定資産 コテイシサン		砂糖事業 サトウジギョウ		不動産 フドウサン		社宅 シャタク		食品素材 ショクヒンソザイ		本社・研究 ホンシャケンキュウ

				20,334		12,886		450		780		804		35253.3

				砂糖事業 サトウジギョウ		食品素材 ショクヒンソザイ		不動産 フドウサン		管理 カンリ

		人員 ジンイン		318		50		5		69

				千葉工場 チバコウジョウ		神戸工場 コウベコウジョウ		岡山工場 オカヤマコウジョウ		福岡工場 フクオカコウジョウ

				6,741		4,934		3,865		3,035

		連・単比較　PL８３期 レンタンヒカクキ		単体 タンタイ		連結 レンケツ		連結 レンケツ

		売上高 ウリアゲダカ		70,358		5,978		76,336

		総資産 ソウシサン		57,518		11,749		69,267

				単体 タンタイ		連結 レンケツ		連結 レンケツ

		経常利益 ケイジョウリエキ		4,090		199		4,289

		当期利益 トウキリエキ		2,796		156		2,952

		連・単比較　BS８４期中間 レンタンヒカクキチュウカン		単体 タンタイ		連結 レンケツ		連結 レンケツ

		流動資産 リュウドウシサン		14,511		2,603		17,114

		固定資産 コテイシサン		43,007		9,146		52,153

		流動負債 リュウドウフサイ		12,858		427		13,285

		固定負債 コテイフサイ		10,852		879		11,731

		純資産 ジュンシサン		33,807		10,444		44,251

				単体 タンタイ		連結 レンケツ

		流動資産 リュウドウシサン		14,511		17,114

		固定資産 コテイシサン		43,007		52,153

		流動負債 リュウドウフサイ		12,858		13,285

		固定負債 コテイフサイ		10,852		11,731

		純資産 ジュンシサン		33,807		44,251

				当社 トウシャ		製造業平均 セイゾウギョウヘイキン

		ROE

		ROA

		流動比率 リュウドウヒリツ		39,142

				三井製糖 ミツイセイトウ		食料品 ショクリョウヒン		全製造業 ゼンセイゾウギョウ		全製造業 ゼンセイゾウギョウ

		売上高経常利益率 ウリアゲダカケイジョウリエキリツ		5.81		2.78		5.29		5.29

		株主資本利益率〔ＲＯＥ〕 カブヌシシホンリエキリツ		8.55		3.16		6.76		6.76

		使用総資本利益率〔ＲＯＡ〕 シヨウソウシホンリエキリツ		4.71		1.34		2.96		2.96

		売上高原価率 ウリアゲダカゲンカリツ		8.023		7.257		7.901		7.901

		売上高人件費比率 ウリアゲダカジンケンヒヒリツ		5.14		13.17		13.21		13.21

		固定比率 コテイヒリツ		13.04		13.57		11.65		116.51

		使用総資本回転率(回） シヨウソウシホンカイテンリツカイ		1.19		1.16		1.03

		固定資産回転率（回） コテイシサンカイテンリツカイ		1.58		2.01		2.02

		流動資産回転日数（日） リュウドウシサンカイテンニッスウヒ		76.88		134.38		173.53

		棚卸資産回転日数（日） タナオロシシサンカイテンニッスウヒ		45.31		27.45		33.88

		売上債権回転日数（日） ウリアゲサイケンカイテンニッスウヒ		18.88		47.62		74.77

		連　　　結 レンムスブ		新三井製糖 シンミツイセイトウ		三井製糖 ミツイセイトウ

				17/3		18/3		19/3		20/3				連結　　　　　　（単位：％） レンケツタンイ		17/3		17/3		18/3		19/3		20/3

		売上高 ウリアゲダカ		47,973		73,724		76,336		72,189				売上高 ウリアゲダカ

		売上原価 ウリアゲゲンカ		38,236		60,811		61,357		56,361				売上原価 ウリアゲゲンカ

		売上総利益 ウリアゲソウリエキ		9,736		12,912		14,979		15,828				売上総利益 ウリアゲソウリエキ

		営業利益 エイギョウリエキ		1,776		1,962		3,673		5,657				営業利益 エイギョウリエキ

		経常利益 ケイジョウリエキ		2,103		2,197		4,289		5,834				経常利益 ケイジョウリエキ

		税引き前当期純利益 ゼイビマエトウキジュンリエキ		2,218		2,040		4,425		5,909				税引き前当期純利益 ゼイビマエトウキジュンリエキ

		当期純利益 トウキジュンリエキ		1,351		1,176		2,952		3,475				当期純利益 トウキジュンリエキ

		売上高営業利益率 ウリアゲダカエイギョウリエキリツ		3.70%		2.7%		4.8%		7.9%				売上高営業利益率 ウリアゲダカエイギョウリエキリツ						2.7		4.8		7.9

		売上原価率 ウリアゲゲンカリツ		79.70%		82.5%		80.4%		78.1%				売上原価率 ウリアゲゲンカリツ		7.97				8.2		8.0		7.8

		売上高経常利益率 ウリアゲダカケイジョウリエキリツ		4.38%		3.0%		5.6%		8.9%				売上高経常利益率 ウリアゲダカケイジョウリエキリツ		4.38				3.0		5.6		8.9

		自己資本利益率（ＲＯＥ） ジコシホンリエキリツ		3.92%		2.8%		7.1%		10.1%				自己資本利益率（ＲＯＥ） ジコシホンリエキリツ		3.92				2.8		7.1		10.1

		総資産利益率（ＲＯＡ） ソウシサンリエキリツ		2.39%		1.6%		4.2%		6.4%				総資産利益率（ＲＯＡ） ソウシサンリエキリツ		2.39				1.6		4.2		6.4

		固定比率 コテイヒリツ		129.92%		132.3%		123.2%		75.9%				固定比率 コテイヒリツ		1.30				1.3		1.2		0.8

		有利子負債比率 ユウリシフサイヒリツ		52.49%		37.6%		25.5%		8.5%				有利子負債比率 ユウリシフサイヒリツ		5.25				2.5		4.9		8.3

		1株当り純利益(円） カブアタジュンリエキエン		15.08		8.00		20.92		24.53				1株当り純利益(円） カブアタジュンリエキエン		15.08				8.00		20.92		24.53

		流動資産 リュウドウシサン		10,724		17,585		18,126		16,472

		固定資産 コテイシサン		44,850		54,131		52,271		51,893

		資産合計 シサンゴウケイ		55,575		71,717		70,397		68,365

		流動負債 リュウドウフサイ		8,392		15,806		14,474		14,149

		固定負債 コテイフサイ		10,914		14,433		12,872		9,896

		負債合計 フサイゴウケイ		19,307		30,240		27,346		23,046

		少数株主持分 ショウスウカブヌシモチブン		1,747		575		623		682

		資本合計 シホンゴウケイ		34,520		40,901		42,428		68,365

		（評価差額金） ヒョウカサガクキン		609		957		910		544

		（自己株式） ジコカブシキ		△ 646		△ 62		△ 821		△ 1,608

		短期借入金 タンキカリイレキン		8,290		8,441		5,231		2,676

		長期借入金 チョウキカリイレキン		9,830		6,958		5,602		3,146

		有利子負債合計 ユウリシフサイゴウケイ		18,120		15,399		10,834		5,822

		単体 タンタイ				18/3		19/3		20/3

		売上高 ウリアゲダカ				67,805		70,358

		売上原価 ウリアゲゲンカ				55,346		56,450

		売上総利益 ウリアゲソウリエキ				12,459		13,908

		売上原価率 ウリアゲゲンカリツ				81.6%		80.2%		0.0%

		営業利益 エイギョウリエキ				1,983		3,411

		経常利益 ケイジョウリエキ				2,135		4,090

		税引き前当期純利益 ゼイビマエトウキジュンリエキ				1,589		4,133

		当期純利益 トウキジュンリエキ				803		2,796

		資本金 シホンキン				7,083		7,083

		発行済株式総数 ハッコウズカブシキソウスウ				141,667		141,667		141,667

		純資産額 ジュンシサンガク				31,966		33,409

		総資産額 ソウシサンガク				60,082		58,643

		1株当り純資産額 カブアタジュンシサンガク				225.73		239

		1株当り配当 カブアタハイトウ				5.00		6.00

		1株当り当期純利益 カブアタトウキジュンリエキ				5.43		19.78

		自己資本比率 ジコシホンヒリツ				53.20		56.97

		自己資本利益率（株主資本利益率・ＲＯＥ） ジコシホンリエキリツカブヌシシホンリエキリツ				2.72		8.55

		株価収益率 カブカシュウエキリツ				96.69		22.14

		配当性向 ハイトウセイコウ				92.15		30.33

		従業員数 ジュウギョウインスウ				421		419



千葉工場6,741百万
神戸工場4,934百万
岡山工場3,865百万
福岡工場3,035百万
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目盛：有利子負債は中心点が50%で10%毎
　　　　他の指標は中心点が0%で2%毎

17/3

18/3

19/3

20/3



		次代の生産モデルとは ジダイセイサン

		熱エネルギー３０％削減 ネツサクゲン

		ＣＯ2排出量削減 ハイシュツリョウサクゲン

		双方のバランスを取った、効率性、環境配慮の最適化の追求 ソウホウトコウリツセイカンキョウハイリョサイテキカツイキュウ

		環境負荷低減型モデル カンキョウフカテイゲンガタ

		環境負荷軽減 カンキョウフカケイゲン		省エネ ショウ		温廃山利用システム、醗酵ガスエタノール、雨水利用、太陽光発電 アツシハイヤマリヨウハッコウウスイリヨウタイヨウコウハツデン

				省資源 ショウシゲン		エコフレコン、エコバッグ袋、再生セメント フクロサイセイ

				発電利用 ハツデンリヨウ		太陽光発電、風力発電、圧電素子、波力(樹脂）、温度差 タイヨウコウハツデンフウリョクハツデンアツデンソコナミチカラジュシオンドサ

				CO2対策 タイサク		バッテリーフォークリフト、電子ライン、緑化物資 デンシリョクカブッシ

		効率性 コウリツセイ		モータのインバータ化 カ

		最新鋭で、最強の生産体制 サイシンエイサイキョウセイサンタイセイ



千葉工場6,741百万
神戸工場4,934百万
岡山工場3,865百万
福岡工場3,035百万
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5. 2017年３月期 決算 修正公表比較 

（単位：億円）

2017年3月期
修正公表
(16/10/31)

増減 増減要因

1,032 1,040 ▲ 8
当社、販売量減少により
減収

52 45 7
海外粗糖相場が想定に比し
低めに推移、営業増益

125 110 15
営業増益に加え、タイ国関係
会社の業績が改善、経常増益

75 68 7
親会社株主に帰属する

当期純利益

売上高

営業利益

経常利益


Sheet1

																（単位：億円） タンイ オク エン

						2017年3月期 ネン ガツ キ		2016年3月期 ネン ガツ キ		増減 ゾウゲン		修正公表
(16/10/31) シュウセイ コウヒョウ		増減 ゾウゲン		増減要因 ゾウゲン ヨウイン

		売上高 ウリアゲ ダカ				1,032		1,014		18		1,040		▲ 8		当社、販売量減少により
減収 トウシャ ハンバイ リョウ ゲンショウ ゲンシュウ

				砂糖 サトウ						0				0

				フードサイエンス						0				0

				不動産 フドウサン						0				0

		売上総利益 ウリア ソウリエキ								0				0

		販売費一般管理費 ハンバイ ヒ イッパン カンリヒ								0				0

		営業利益 エイギョウ リエキ				52		55		▲ 3		45		7		海外粗糖相場が想定に比し
低めに推移、営業増益 カイガイ ソトウ ソウバ ソウテイ ヒ ヒク スイイ エイギョウ ゾウエキ

				砂糖 サトウ						0				0

				フードサイエンス						0				0

				不動産 フドウサン						0				0

		営業外損益 エイギョウ ガイ ソンエキ				73		73		▲ 0		65		8

		経常利益 ケイジョウ リエキ				125		128		▲ 3		110		15		営業増益に加え、タイ国関係
会社の業績が改善、経常増益 エイギョウ ゾウエキ クワ コク カンケイ ガイシャ ギョウセキ カイゼン ケイジョウ ゾウエキ

		親会社株主に帰属する
当期純利益 オヤガイシャ カブヌシ キゾク トウキ ジュンリエキ				75		76		▲ 1		68		7
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6. 2018年3月期  事業計画サマリー 

（単位：億円）

2018年3月期 2017年3月期 増減

1,080 1,032 48

52 52 －

125 125 －

80 75 5
親会社株主に帰属する

当期純利益

売上高

営業利益

経常利益


Sheet1

										（単位：億円） タンイ オク エン

						2018年3月期 ネン ガツ キ		2017年3月期 ネン ガツ キ		増減 ゾウゲン

		売上高 ウリアゲ ダカ				1,080		1,032		48

		営業利益 エイギョウ リエキ				52		52		－

		経常利益 ケイジョウ リエキ				125		125		－

		親会社株主に帰属する
当期純利益 オヤガイシャ カブヌシ キゾク トウキ ジュンリエキ				80		75		5
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7. 2018年3月期 事業計画 売上高増減 

2017年3月期

フードサイエンス事業

不動産事業

2018年3月期

1,030 1,0801,040 1,060 1,0701,050

1,032億円

売上高増減

砂糖事業計
+5億円

単位：億円

売上高1,080億円
（前期比＋48億円）

+42億円

1,080億円

＋1億円

+13億円

▲8億円

販売平均単価上昇等

北海道糖業

ビート販売数量減少

事業譲受


Sheet2

		

																		（単位：百万円) タンイヒャクマンエン

				19年3月 ネンガツ		20年3月 ネンガツ		21年3月 ネンガツ		22年3月 ネンガツ		23年3月		24年3月		前期実績対比 ゼンキジッセキタイヒ

		売上高 ウリアゲダカ		76,336		78,535		77,119		78,519		80,720		81,300		+ 580		100.7%

		営業利益 エイギョウリエキ		3,673		6,191		6,413		6,114		6,299		4,950		▲ 1,349		78.6%

		経常利益 ケイジョウリエキ		4,289		7,008		6,521		6,861		6,963		5,860		▲ 1,103		84.2%

		当期純利益 トウキジュンリエキ		2,952		4,409		3,952		4,196		4,034		3,710		▲ 324		92.0%

														（単位：％) タンイ

				19年3月 ネンガツ		20年3月 ネンガツ		21年3月 ネンガツ		22年3月 ネンガツ		23年3月		24年3月

		自己資本 ジコシホン		41,636		43,524		45,654		47,745		50,064		53,982

		当期純利益 トウキジュンリエキ		2,952		4,409		3,952		4,196		4,034		3,710

		ROE		7.09		10.13		8.66		8.79		8.06		6.87
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営業利益

経常利益

当期純利益

（百万円）



①業績（全社・連結）

		



売上高

（百万円）



Sheet1

		



ROE

(%)



②セグメント別業績表
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自己資本

当期純利益

ROE

百万円

％



業界シェア

		

																		（単位：百万円) タンイヒャクマンエン

				全　社 ゼンシャ		18年3月 ネンガツ		19年3月 ネンガツ		20年3月 ネンガツ		21年3月 ネンガツ		22年3月		前期実績対比 ゼンキジッセキタイヒ

				売上高 ウリアゲダカ		73,724		76,336		78,535		77,119		78,519		+ 1,400		101.8%

				営業利益 エイギョウリエキ		1,962		3,673		6,191		6,413		6,114		▲ 299		95.3%

				経常利益 ケイジョウリエキ		2,197		4,289		7,008		6,521		6,861		+ 340		105.2%

				当期純利益 トウキジュンリエキ		1,176		2,952		4,409		3,952		4,196		+ 244		106.1%

																（単位：百万円) タンイヒャクマンエン

				全　社 ゼンシャ		19年3月 ネンガツ		20年3月 ネンガツ		21年3月 ネンガツ		22年3月		前期実績対比 ゼンキジッセキタイヒ

				売上高 ウリアゲダカ		76,336		78,535		77,119		78,519		+ 1,400		101.8%

				営業利益 エイギョウリエキ		3,673		6,191		6,413		6,114		▲ 299		95.3%

				経常利益 ケイジョウリエキ		4,289		7,008		6,521		6,861		+ 340		105.2%

				当期純利益 トウキジュンリエキ		2,952		4,409		3,952		4,196		+ 244		106.1%

																（単位：百万円) タンイヒャクマンエン

						21年3月		22年3月		23年3月		24年3月		前期実績対比 ゼンキジッセキタイヒ

				売上高 ウリアゲダカ		77,119		78,519		80,720		80,049		▲ 671		99.2%

				営業利益 エイギョウリエキ		6,413		6,114		6,299		4,504		▲ 1,795		71.5%

				経常利益 ケイジョウリエキ		6,521		6,861		6,963		6,210		▲ 753		89.2%

				当期純利益 トウキジュンリエキ		3,952		4,196		4,034		2,549		▲ 1,485		63.2%





業界シェア

		



&A

Page &P

売上高

営業利益

経常利益

当期純利益



23年3月期連結営業目標

		

				国内市中相場（日本経済新聞掲載、東京上白大袋１㎏当たり） コクナイシチュウソウバニホンケイザイシンブンケイサイトウキョウジョウシロオオタイア

				始値 ハジマネ		安値 ヤスネ		高値 タカネ		終値 オワリネ

				182円～183円 エンエン		176円～177円 エンエン		189円～190円 エンエン		189円～190円 エンエン

				海外粗糖相場（ニューヨーク砂糖現物、１ポンド当たり） カイガイソトウソウバサトウゲンブツア

				始値 ハジマネ		安値 ヤスネ		高値 タカネ		終値 オワリネ

				19.97ｾﾝﾄ		18.07ｾﾝﾄ		39.65ｾﾝﾄ		31.58ｾﾝﾄ





②’セグメント別業績棒グラフ

														（単位：百万円） タンイヒャクマンエン

		セグメント別 ベツ		売上高 ウリアゲダカ						営業利益 エイギョウリエキ

				22年3月期 ネンガツキ		23年3月期 ネンガツキ		前期実績対比 ゼンキジッセキタイヒ		22年3月期 ネンガツキ		23年3月期 ネンガツキ		前期実績対比 ゼンキジッセキタイヒ

		砂　糖 スナトウ		70,531		71,861		+ 1,331		5,103		5,019		▲ 84

		食品素材 ショクヒンソザイ		6,499		7,409		+ 910		160		462		+ 302

		不動産 フドウサン		1,490		1,451		▲ 39		852		819		▲ 33

		その他 タ		0				+ 0		0		0		+ 0

		合　計 ゴウケイ		78,519		80,720		+ 2,201		6,114		6,299		+ 185

														（単位：百万円） タンイヒャクマンエン

		セグメント別 ベツ		売上高 ウリアゲダカ						営業利益 エイギョウリエキ

				23年3月期		24年3月期 ネンガツキ		前期実績対比 ゼンキジッセキタイヒ		23年3月期		24年3月期 ネンガツキ		前期実績対比 ゼンキジッセキタイヒ

		砂　糖 スナトウ		71,861		71,787		▲ 74		5,019		3,411		▲ 1,608

		食品素材 ショクヒンソザイ		7,409		6,937		▲ 472		462		355		▲ 107

		不動産 フドウサン		1,451		1,326		▲ 125		819		738		▲ 81

		合　計 ゴウケイ		80,720		80,049		▲ 671		6,299		4,504		▲ 1,795
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④連結貸借対照表

		





各指標推移

		

										19/3実績 ジッセキ		20/3実績 ジッセキ		21/3当初計画 トウショケイカク		21/3実行計画 ジッコウケイカク

								売上高 ウリアゲダカ		763		750		750		770

								食品素材事業 ショクヒンソザイジギョウ		3		3		4		1.27

								不動産事業 フドウサンジギョウ		1		5		7		7.95

								砂糖事業 サトウジギョウ		33		37		39		31.23

								営業利益 エイギョウリエキ		37		45		50		40.45

										19/3実績 ジッセキ		20/3実績 ジッセキ		21/3当初計画 トウショケイカク		21/3実行計画 ジッコウケイカク

								売上高 ウリアゲダカ		763		750		750		770

								食品素材事業 ショクヒンソザイジギョウ		3		3		4		1.27

								不動産事業 フドウサンジギョウ		4		8		11		9.22

								砂糖事業 サトウジギョウ		37		45		50		40.45

																(単位：百万円） タンイヒャクマンエン

						連結 レンケツ				25年3月期事業計画 ネンガツキジギョウケイカク				24年3月期
実績 ネンガツキジッセキ		前年実績
差異 ゼンネンジッセキサイ

										中間 チュウカン		期末 キマツ										連結 レンケツ				22年3月期事業計画 ネンガツキジギョウケイカク				21年3月期
実績 ネンガツキジッセキ		前年実績
差異 ゼンネンジッセキサイ

						売上高 ウリアゲダカ				49,700		100,900		80,049		+ 20,851										中間 チュウカン		期末 キマツ

						営業利益 エイギョウリエキ				1,650		4,590		4,504		+ 86						売上高 ウリアゲダカ				39,000		76,800		77,119		▲ 319

						経常利益 ケイジョウリエキ				2,400		6,030		6,210		▲ 180						営業利益 エイギョウリエキ				3,060		5,860		6,413		▲ 553

						当期純利益 トウキジュンリエキ				1,590		3,780		2,549		+ 1,231						経常利益 ケイジョウリエキ				3,170		6,070		6,521		▲ 451

																						当期純利益 トウキジュンリエキ				1,870		3,580		3,952		▲ 372

						内訳 ウチワケ		当　　社 トウシャ								+ 0

								連結子会社 レンケツコガイシャ								+ 0

								持分会社 モチブンカイシャ								+ 0

																																		(単位：百万円） タンイヒャクマンエン																(単位：百万円） タンイヒャクマンエン

																						連結 レンケツ		売上高 ウリアゲダカ						営業利益 エイギョウリエキ								連結 レンケツ		売上高 ウリアゲダカ						営業利益 エイギョウリエキ

																								24年3月期
実績 ネンガツキジッセキ		25年3月期
計画 ネンガツキケイカク		前年差異 ゼンネンサイ		24年3月期
実績 ネンガツキジッセキ		25年3月期
計画 ネンガツキケイカク		前年差異 ゼンネンサイ						24年3月期
実績 ネンガツキジッセキ		25年3月期
計画 ネンガツキケイカク		前年差異 ゼンネンサイ		24年3月期
実績 ネンガツキジッセキ		25年3月期
計画 ネンガツキケイカク		前年差異 ゼンネンサイ

																						砂糖事業 サトウジギョウ		71,787		89,524		+ 17,737		3,411		3,376		▲ 35				砂糖事業 サトウジギョウ		71,787		91,200		+ 19,413		3,411		3,574		+ 163

																						食品素材事業 ショクヒンソザイジギョウ		6,937		8,453		+ 1,516		355		364		+ 9				食品素材事業 ショクヒンソザイジギョウ		6,937		8,453		+ 1,516		355		346		▲ 9

																						不動産事業 フドウサンジギョウ		1,326		1,247		▲ 79		738		673		▲ 65				不動産事業 フドウサンジギョウ		1,326		1,247		▲ 79		738		673		▲ 65

																						バイオ事業 ジギョウ		-		772		-		-		▲ 18		-				合計 ゴウケイ		78,519		100,900		+ 22,381		6,114		4,593		▲ 1,521

																						農機具事業 ノウキグジギョウ		-		911		-		-		196		-

																						合計 ゴウケイ		78,519		100,907		+ 22,388		6,114		4,591		▲ 1,523

																								売上高 ウリアゲダカ								営業利益 エイギョウリエキ

																								20/年3実績 ネンジッセキ		21/3計画 ケイカク		前年差異 ゼンネンサイ				20/年3実績 ネンジッセキ		21/3計画 ケイカク		前年差異 ゼンネンサイ

																						砂糖事業 サトウジギョウ		69,800		69,754		▲ 46		砂糖事業 サトウジギョウ		7,326		6,270		▲ 1,056

																						食品素材事業 ショクヒンソザイジギョウ		7,276		7,480		+ 204		食品素材事業 ショクヒンソザイジギョウ		299		380		+ 81

																						不動産事業 フドウサンジギョウ		1,420		1,566		+ 146		不動産事業 フドウサンジギョウ		636		895		+ 259

																						その他事業 タジギョウ		38				▲ 38		その他事業 タジギョウ		19		0		▲ 19

																						合計 ゴウケイ		78,535		78,800		+ 265		合計 ゴウケイ		6,191		5,420		▲ 771





各指標推移

		





次代の生産モデル

		

						23年3月期 ネンガツキ

						販売価格改定等 ハンバイカカクカイテイトウ

						販売量減少等 ハンバイリョウゲンショウトウ

						子会社売上 コガイシャウリアゲ

						食品素材売上減少 ショクヒンソザイウリアゲゲンショウ

						不動産事業売上減少 フドウサンジギョウウリアゲゲンショウ

						24年3月期 ネンガツキ

																800								810								820								830

						23年3月期 ネンガツキ

						販売価格改定等 ハンバイカカクカイテイトウ

						販売量減少等 ハンバイリョウゲンショウトウ

						原料費・製造変動費等 ゲンリョウヒセイゾウヘンドウヒトウ

						販売直接費等 ハンバイチョクセツヒトウ

						子会社減益 コガイシャゲンエキ

						食品素材事業減益 ショクヒンソザイジギョウゲンエキ

						不動産事業減益 フドウサンジギョウゲンエキ

						24年3月期 ネンガツキ

														40						50						60						70						80

				23年3月期経常利益 ネンガツキケイジョウリエキ

				営業利益減 エイギョウリエキゲン

				営業外損益 エイギョウガイソンエキ

						　　　（持分法投資損益を除く） モチブンポウトウシソンエキノゾ

				持分法投資損益 モチブンホウトウシソンエキ

				24年3月期経常利益 ネンガツキケイジョウリエキ

																50								60								70

				22年3月期税前当期純利益 ネンガツキゼイマエトウキジュンリエキ

				経常利益増 ケイジョウリエキゾウ

				特別利益 トクベツリエキ

				特別損失 トクベツソンシツ

				23年3月期税前当期純利益 ネンガツキゼイマエトウキジュンリエキ

								50								60								70								80

				23年3月期当期純利益 ネンガツキトウキジュンリエキ

				24年3月期当期純利益 ネンガツキトウキジュンリエキ

																20								30								40

						22年3月期実績 ネンガツキジッセキ																																																		売値UP ウリネ

						販売価格改定 ハンバイカカクカイテイ																																																		販売量微減 ハンバイリョウビゲン

						販売量減少 ハンバイリョウゲンショウ																																																		子会社売上減 コガイシャウリアゲゲン

						甘蔗糖子会社売上減他 カンショトウコガイシャウリアゲゲンホカ																																																		在庫差他 ザイコサホカ												0

						食品素材売上増 ショクヒンソザイウリアゲゾウ																																																		砂糖事業計 サトウジギョウケイ										0

						不動産事業売上減 フドウサンジギョウウリアゲゲン																																																		食材本体 ショクザイホンタイ										-180

						22年3月期業績予想 ネンガツキギョウセキヨソウ																																																		テクノス										-221		-401

																760								770								780								790

						22年3月期実績 ネンガツキジッセキ

						販売価格改定 ハンバイカカクカイテイ

						販売量減による利益減 ハンバイリョウゲンリエキゲン

						原料費･製造費増 ゲンリョウヒセイゾウヒゾウ																																																		原料費ＵＰ ゲンリョウヒ										-497

						販売費その他 ハンバイヒタ																																																		製造費ＵＰ セイゾウヒ										-1028		-1525

						食品素材事業 ショクヒンソザイジギョウ

						不動産事業 フドウサンジギョウ

						22年3月期業績予想 ネンガツキギョウセキヨソウ

																		50										55										60



76,336

78,535

＋2,099

6,191

＋93

±0

▲58

＋529

▲53

+２，１９９百万円

+２，５１８百万円

807.2億円

＋21.3億円

▲0.9億円

売上高増減推移

▲1,272

78,535

＋2,569

▲180

▲2,695

＋162

77,120

国産糖制度変更による減他

売値UP

販売量減

売上高増減推移

63.0億円

▲1.1億円

77,120

▲0.8億円

営業利益増減推移

砂糖事業計
▲0.7億円

45.0億円

▲5.4億円

砂糖事業計
▲16.1億円

＋2.2億円

経常利益増減推移

当期純利益増減推移

62.1億円

69.6億円

67.5億円

＋25.7億円

▲0.6億円

785.2億円

▲27.0億円

▲0.09億円 
円

甘蔗糖会社売上減他

売値UP

販売量減

売上高増減推移

砂糖事業計
＋2億円

783.9億円

61.1億円

＋0.1億円

77,120

＋0.1億円

営業利益増減推移

55.3億円

▲5.3億円

▲15.3億円

▲5.4億円

砂糖事業計
＋4.9億円

単位：億円

単位：億円

単位：億円

単位：億円

単位：億円

単位：億円

▲0.2億円

▲0.2億円

▲18.0億円
▲3億円

＋3.4億円

67.5億円

▲21.9億円

▲0.1億円

＋21.3億円

▲30.1億円

売上高800.5億円
（前期比▲6.7億円）

営業利益45.0億円
（前期比＋18.0億円）

経常利益62.1億円
（前期比▲7.5億円）

当期純利益40億円
前期比▲1.6億円）

▲0.2億円

+0.3億円

当期純利益増減推移

40.3億円

単位：億円

▲0.2億円

▲0.2億円

＋3.4億円

25.5億円

当期純利益25.5億円
（前期比▲14.8億円）

＋2.2億円

▲0.8億円

▲19.9億円

▲0.4億円

▲19.9億円

▲4.7億円

800.5億円

▲1.3億円

▲2.4億円

▲5.6億円

＋8.2億円



		

						2017年3月期 ネンガツキ

						フードサイエンス事業 ジギョウ

						不動産事業 フドウサンジギョウ

						2018年3月期 ネンガツキ

												1,030				1,040				1,050				1,060				1,070				1,080

						23年3月期 ネンガツキ

						販売価格改定等 ハンバイカカクカイテイトウ

						販売量減少等 ハンバイリョウゲンショウトウ

						原料費・製造変動費等 ゲンリョウヒセイゾウヘンドウヒトウ

						販売直接費等 ハンバイチョクセツヒトウ

						子会社減益 コガイシャゲンエキ

						食品素材事業減益 ショクヒンソザイジギョウゲンエキ

						不動産事業減益 フドウサンジギョウゲンエキ

						24年3月期 ネンガツキ

														40

				23年3月期経常利益 ネンガツキケイジョウリエキ

				営業利益減 エイギョウリエキゲン

				営業外損益 エイギョウガイソンエキ

						　　　（持分法投資損益を除く） モチブンポウトウシソンエキノゾ

				持分法投資損益 モチブンホウトウシソンエキ

				24年3月期経常利益 ネンガツキケイジョウリエキ

																50						60

				22年3月期税前当期純利益 ネンガツキゼイマエトウキジュンリエキ

				経常利益増 ケイジョウリエキゾウ

				特別利益 トクベツリエキ

				特別損失 トクベツソンシツ

				23年3月期税前当期純利益 ネンガツキゼイマエトウキジュンリエキ

								50								60						70

				23年3月期当期純利益 ネンガツキトウキジュンリエキ

				24年3月期当期純利益 ネンガツキトウキジュンリエキ

																20						30

						22年3月期実績 ネンガツキジッセキ																																										売値UP ウリネ

						販売価格改定 ハンバイカカクカイテイ																																										販売量微減 ハンバイリョウビゲン

						販売量減少 ハンバイリョウゲンショウ																																										子会社売上減 コガイシャウリアゲゲン

						甘蔗糖子会社売上減他 カンショトウコガイシャウリアゲゲンホカ																																										在庫差他 ザイコサホカ												0

						食品素材売上増 ショクヒンソザイウリアゲゾウ																																										砂糖事業計 サトウジギョウケイ										0

						不動産事業売上減 フドウサンジギョウウリアゲゲン																																										食材本体 ショクザイホンタイ										-180

						22年3月期業績予想 ネンガツキギョウセキヨソウ																																										テクノス										-221		-401

																760						770										790

						22年3月期実績 ネンガツキジッセキ

						販売価格改定 ハンバイカカクカイテイ

						販売量減による利益減 ハンバイリョウゲンリエキゲン

						原料費･製造費増 ゲンリョウヒセイゾウヒゾウ																																										原料費ＵＰ ゲンリョウヒ										-497

						販売費その他 ハンバイヒタ																																										製造費ＵＰ セイゾウヒ										-1028		-1525

						食品素材事業 ショクヒンソザイジギョウ

						不動産事業 フドウサンジギョウ

						22年3月期業績予想 ネンガツキギョウセキヨソウ

																		50						55



76,336

78,535

＋2,099

6,191

＋93

±0

▲58

＋529

▲53

+２，１９９百万円

+２，５１８百万円

1,032億円

売上高増減

▲1,272

78,535

＋2,569

▲180

▲2,695

＋162

77,120

国産糖制度変更による減他

売値UP

販売量減

売上高増減推移

63.0億円

▲1.1億円

77,120

▲0.8億円

営業利益増減推移

砂糖事業計
+5億円

45.0億円

▲5.4億円

砂糖事業計
▲16.1億円

＋2.2億円

経常利益増減推移

当期純利益増減推移

62.1億円

69.6億円

67.5億円

＋25.7億円

▲0.6億円

785.2億円

▲27.0億円

▲0.09億円 
円

甘蔗糖会社売上減他

売値UP

販売量減

売上高増減推移

砂糖事業計
＋2億円

783.9億円

61.1億円

＋0.1億円

77,120

＋0.1億円

営業利益増減推移

55.3億円

▲5.3億円

▲15.3億円

▲5.4億円

砂糖事業計
＋4.9億円

単位：億円

単位：億円

単位：億円

単位：億円

単位：億円

単位：億円

▲0.2億円

▲0.2億円

▲18.0億円
▲3億円

＋3.4億円

67.5億円

＋21.3億円

▲30.1億円

売上高1,080億円
（前期比＋48億円）

営業利益45.0億円
（前期比＋18.0億円）

経常利益62.1億円
（前期比▲7.5億円）

当期純利益40億円
前期比▲1.6億円）

▲0.2億円

+0.3億円

当期純利益増減推移

40.3億円

単位：億円

▲0.2億円

▲0.2億円

＋3.4億円

25.5億円

当期純利益25.5億円
（前期比▲14.8億円）

＋2.2億円

▲0.8億円

▲19.9億円

+42億円

1,080億円

＋1億円

▲2.4億円

▲5.6億円

＋8.2億円

+13億円

▲8億円

販売平均単価上昇等

北海道糖業
ビート販売数量減少

事業譲受



												(単位：百万円） タンイヒャクマンエン

						連結 レンケツ		18年3月期 ネンガツキ		19年3月期 ネンガツキ		前期対比 ゼンキタイヒ

						営業キャッシュフロー エイギョウ		756		6,156		+ 1,376

						投資キャッシュフロー トウシ		339		▲ 223		▲ 719

						(フリー・キャッシュ・フロー

						財務キャッシュフロー ザイム		▲ 3,332		▲ 6,036		▲ 1,015

						現金・現金同等物増減額 ゲンキンゲンキンドウトウブツゾウゲンガク		2,235		▲ 103		▲ 358

						現金・現金同等物期首残高 ゲンキンゲンキンドウトウブツキシュザンダカ		2,270		2,441		▲ 103

						合併に伴う変動 ガッペイトモナヘンドウ		2,406		-		-

						現金・現金同等物期末残高 ゲンキンゲンキンドウトウブツキマツザンダカ		2,441		2,338		▲ 461

												(単位：百万円） タンイヒャクマンエン

						連結 レンケツ		18年3月期 ネンガツキ		19年3月期 ネンガツキ		前期対比 ゼンキタイヒ

						短期借入金、C・P タンキカリイレキン		8,441		5,231		0

						長期借入金 チョウキシャクニュウキン		6,958		5,602		0

						有利子負債合計 ユウリシフサイゴウケイ		15,399		10,833		0

										(百万円） ヒャクマンエン

								20年3月期 ネンガツキ		21年3月期 ネンガツキ		前期対比 ゼンキタイヒ

						営業キャッシュ・フロー エイギョウ		7,533		4,537		+ 1,376

						投資キャッシュ・フロー トウシ		▲ 943		▲ 1,618		▲ 719

						フリー・キャッシュ・フロー		6,590		2,919		+ 657

						財務キャッシュ・フロー ザイム		▲ 7,051		▲ 1,668		▲ 1,015

						現金・現金同等物増減額 ゲンキンゲンキンドウトウブツゾウゲンガク		▲ 461		1,250		▲ 358

						現金・現金同等物期首残高 ゲンキンゲンキンドウトウブツキシュザンダカ		2,338		1,876		▲ 103

						合併に伴う変動 ガッペイトモナヘンドウ		-		-		-

						現金・現金同等物期末残高 ゲンキンゲンキンドウトウブツキマツザンダカ		1,876		3,127		▲ 461

						連　　結 レンムスブ		19年3月期 ネンガツキ		20年3月期 ネンガツキ		21年3月期 ネンガツキ		前期対比 ゼンキタイヒ

						短期借入金、C・P タンキカリイレキン		5,231		2,676		3,100		424

						長期借入金 チョウキシャクニュウキン		5,602		3,146		2,026		▲ 1,120

						有利子負債合計 ユウリシフサイゴウケイ		10,833		5,822		5,126		▲ 696

						連　　結 レンムスブ		20年3月期 ネンガツキ

						営業キャッシュ・フロー エイギョウ		7,533

						投資キャッシュ・フロー トウシ		▲ 943

						（フリー・キャッシュ・フロー）		6,590

						財務キャッシュ・フロー ザイム		▲ 7,051

						現金・現金同等物増減額 ゲンキンゲンキンドウトウブツゾウゲンガク		▲ 461

						現金・現金同等物期首残高 ゲンキンゲンキンドウトウブツキシュザンダカ		2,338

						合併に伴う変動 ガッペイトモナヘンドウ		-

						現金・現金同等物期末残高 ゲンキンゲンキンドウトウブツキマツザンダカ		1,876

						連　　結 レンムスブ		20年3月期 ネンガツキ

						短期借入金、C・P、
一年以内長期借入金 タンキカリイレキンイチネンイナイチョウキカリイレキン		2,676

						長期借入金 チョウキシャクニュウキン		3,146

						有利子負債合計 ユウリシフサイゴウケイ		5,822
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Page &P

19/03

20/03

21/03

営業キャッシュ・フロー

投資キャッシュ・フロー

フリー・キャッシュ・フロー

財務キャッシュ・フロー



		１．需給関係資料

		(1) 砂糖及び異性化糖の需給総括表

		砂糖年度		総需要量（1）				国内産糖生産量（2）										輸入量		(2)／(1)		一　人		異性化糖

						対前年比				てん菜糖						甘しゃ糖						当たり		需要量

												白　糖		原料糖								消費量

				千トン		％		千トン		千トン		千トン		千トン		千トン		千トン		％		kg		千トン

		54		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		55		2,614		▲ 10.7		765		535		535		-		223		1,548		29		22.3		432

		60		2,655		0.5		870		574		574		-		285		1,779		32		21.9		617

		H2		2,643		0.4		865		644		527		116		212		1,693		32		21.3		725

		4		2,513		▲ 3.8		838		626		513		112		204		1,701		33		20.2		672

		5		2,476		▲ 1.5		790		602		491		111		180		1,628		32		19.8		738

		6		2,471		▲ 0.2		765		583		501		82		175		1,639		31		19.8		727

		7		2,435		▲ 1.5		842		650		491		159		183		1,606		35		19.4		733

		8		2,385		▲ 2.1		716		573		483		90		136		1,608		30		18.9		737

		9		2,323		▲ 2.6		808		643		476		166		156		1,542		35		18.4		740

		10		2,313		▲ 0.4		860		679		453		225		172		1,468		37		18.3		760

		11		2,300		▲ 0.6		800		616		482		134		175		1,487		35		18.1		763

		12		2,293		▲ 0.3		730		569		446		123		153		1,483		32		18.1		741

		13		2,277		▲ 0.7		840		663		471		192		170		1,405		37		17.9		761

		14		2,296		0.8		875		721		469		252		143		1,480		38		18.0		768

		15		2,237		▲ 2.6		904		743		463		280		153		1,364		40		17.5		791

		16		2,229		▲ 0.4		912		784		477		307		121		1,272		41		17.5		796

		17		2,165		▲ 2.9		839		699		452		247		132		1,326		39		17.0		790

		18		2,181		0.7		800		643		451		192		148		1,346		37		17.1		801

		19		2,197		0.7		861		683		454		229		169		1,380		39		17.2		824

		20＊		2,182		▲ 0.7		873		683		451		232		181		1,427		40		17.1		804

		（農林水産省資料より）

		注１．砂糖年度とは、当該年の10月1日から翌年の9月30日までの期間をいう。

		　２．国内産糖生産量と輸入量の合計と総需要量の差は在庫変動である。

		　３．国内産糖生産量には含みつ糖生産量を含む。

		国内産糖・異性化糖生産量及び砂糖の輸入実績の推移



業界としての取組み課題

合併の目的
規模のメリットの発揮

取巻く環境

ＷＴＯ
FTA・EPA

世界的
景気低迷

国内
消費減退

資源高

食の安全への関心

3年間の実績
企業基盤の整備
①販売略の安定、②B/Sの改善

適正な市場
形成・維持

安定した
供給体制の確保
形成・維持

当社としての取組み課題：アゲインストの風に耐え得る、安定的な収益体制の確立
→更なる企業基盤の強化

企業力アップへの集中投資
品質管理、効率化、人材

連結経営、グループ力の発揮

短期的取り組み
スプーンブランドの更なる活用
次代の生産モデルの追求

企業価値の向上

企業価値の向上

3年間の歩み



		54		54		54		54		54

		55		55		55		55		55

		56		56		56		56		56

		57		57		57		57		57

		58		58		58		58		58

		59		59		59		59		59

		60		60		60		60		60

		61		61		61		61		61

		62		62		62		62		62

		63		63		63		63		63

		1		1		1		1		1

		2		2		2		2		2

		3		3		3		3		3

		4		4		4		4		4

		5		5		5		5		5

		6		6		6		6		6

		7		7		7		7		7

		8		8		8		8		8

		9		9		9		9		9

		10		10		10		10		10

		11		11		11		11		11

		12		12		12		12		12

		13		13		13		13		13

		14		14		14		14		14

		15		15		15		15		15
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てん菜糖原料糖

てん菜糖白糖

甘しゃ糖

輸入糖

異性化糖

砂糖年度

千ﾄﾝ

0

0

0

0

0

0

535

223

1548

432

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

574

285

1779

617

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

116

527

212

1693

725

0

0

0

0

0

112

513

204

1701

672

111

491

180

1628

738

82

501

175

1639

727

159

491

183

1606

733

90

483

136

1608

737

166

476

156

1542

740

225

453

172

1468

760

134

482

175

1487

763

123

446

153

1483

741

192

471

170

1405

761

252

469

143

1480

768

280

463

153

1364

791

307

477

121

1272

796

247

452

132

1326

790

192

451

148

1346

801

229

454

169

1380

824



		



*砂糖年度は10-9月
*20年は見通し

千㌧

2,643

2,197



																						(単位：百万円） タンイヒャクマンエン

				借　　方 シャクカタ										貸　　方 カシカタ

				資　　　　　産 シサン		流動資産 リュウドウシサン		39,172		39,538		増減 ゾウゲン		負債 フサイ		流動負債 リュウドウフサイ		39,172		39,538		増減 ゾウゲン

								18,126		16,472		▲ 1,654						14,474		13,149		▲ 1,324

								主な要因 オモヨウイン										主な要因 オモヨウイン

								・現金及び預金 ゲンキンオヨヨキン				▲ 461						・支払手形・買掛金 シハライテガタカイカケキン				+ 1,481

								・受取手形及び売掛金 ウケトリテガタオヨウリカケキン				▲ 368						・ｺﾏｰｼｬﾙﾍﾟｰﾊﾟｰ				▲ 2,500

								・棚卸資産 タナオロシシサン				▲ 791

																固定負債 コテイフサイ		39,172		39,538		増減 ゾウゲン

																		12,872		9,896		▲ 2,975

																		主な要因 オモヨウイン

																		・長期借入金 チョウキカリイレキン				▲ 2,457

						固定資産 コテイシサン		39,172		39,538		増減 ゾウゲン

								52,271		51,893		▲ 377

								主な要因 オモヨウイン						負債合計 フサイゴウケイ				39,172		39,538		増減 ゾウゲン

								・有形固定資産 ユウケイコテイシサン				▲ 631						27,346		23,046		▲ 4,300

								・無形固定資産 ムケイコテイシサン				▲ 36		純資産 ジュンシサン				39,172		39,538		増減 ゾウゲン

								・投資その他の資産 トウシタシサン				+ 291						43,051		45,319		+ 2,268

																		主な要因 オモヨウイン

																		・利益剰余金 リエキジョウヨキン				+ 3,155

																		・自己株式　 ジコカブシキ				▲ 787

				借方合計 カリカタゴウケイ				39,172		39,538		増減 ゾウゲン		貸方合計 カガタゴウケイ				39,172		39,538		増減 ゾウゲン

								70,397		68,365		▲ 2,031						70,397		68,365		▲ 2,031

				２１年３月期用 ネンガツキヨウ

																						(単位：百万円） タンイヒャクマンエン

				借　　方 シャクカタ										貸　　方 カシカタ

				資　　　　　産 シサン		流動資産 リュウドウシサン		39,538		39,903		増減 ゾウゲン		負債 フサイ		流動負債 リュウドウフサイ		39,538		39,903		増減 ゾウゲン

								16,472		18,681		+ 2,209						13,149		12,959		▲ 190

								主な要因 オモヨウイン										主な要因 オモヨウイン

								・現金及び預金 ゲンキンオヨヨキン				+ 1,256						・支払手形・買掛金 シハライテガタカイカケキン				▲ 61

								・受取手形及び売掛金 ウケトリテガタオヨウリカケキン				+ 100						・短期借入金 タンキカリイレキン				+ 1,600

								・棚卸資産 タナオロシシサン				+ 865						・１年以内返済予定長期借入金 ネンイナイヘンサイヨテイチョウキカリイレキン				▲ 1,176

																固定負債 コテイフサイ		39,538		39,903		増減 ゾウゲン

																		9,896		8,202		▲ 1,694

																		主な要因 オモヨウイン

																		・長期借入金 チョウキカリイレキン				▲ 1,120

						固定資産 コテイシサン		39,538		39,903		増減 ゾウゲン

								51,893		49,910		▲ 1,983

								主な要因 オモヨウイン						負債合計 フサイゴウケイ				39,538		39,903		増減 ゾウゲン

								・有形固定資産 ユウケイコテイシサン				▲ 698						23,046		21,162		▲ 1,884

								・無形固定資産 ムケイコテイシサン				▲ 6		純資産 ジュンシサン				39,172		39,538		増減 ゾウゲン

								・投資その他の資産 トウシタシサン				▲ 1,279						45,319		47,429		+ 2,110

																		主な要因 オモヨウイン

																		・利益剰余金 リエキジョウヨキン				+ 2,988

				借方合計 カリカタゴウケイ				39,172		39,538		増減 ゾウゲン		貸方合計 カガタゴウケイ				39,172		39,538		増減 ゾウゲン

								68,365		68,592		+ 227						68,365		68,592		+ 227





				８２期 キ		８３期 キ		８４期見込 キミコ		８５期（計画） キケイカク

		砂糖原価限界利益推移表 サトウゲンカゲンカイリエキスイイヒョウ		24.64		32.86		33.06		29.3

				８２期 キ		８３期 キ		８４期見込 キミコ		８５期（計） キケイ

		販売量推移表（製品） ハンバイリョウスイイヒョウセイヒン		428,466		400,059		431,820		434,680

		部門別推移（単体）売上 ブモンベツスイイタンタイウリア		８２期 キ		８３期 キ		８４期見込 キミコ		８５期（計画） キケイカク

		砂糖部門 サトウブモン		61,812		64,543		66,955		66,818

		食品素材 ショクヒンソザイ		4,465		4,345		3,723		3,857

		不動産 フドウサン		1,528		1,371		1,459		1,608

		部門別推移（営業利益） ブモンベツスイイエイギョウリエキ		８２期 キ		８３期 キ		８４期見込 キミコ		８５期（計画） キケイカク

		砂糖部門 サトウブモン		1,256		3,266		4,720		3,123

		食品素材 ショクヒンソザイ		147		172		36		128

		不動産 フドウサン		581		3		514		795

		製造費単価推移 セイゾウヒタンカスイイ		８２期 キ		８３期 キ		８４期見込 キミコ		８５期（計画） キケイカク

		固定費 コテイヒ		16.0		18.4		15.5		15.8

		変動費 ヘンドウヒ		11.0		11.3		11.7		12.2

		製造費額推移 セイゾウヒガクスイイ		８２期 キ		８３期 キ		８４期見込 キミコ		８５期（計画） キケイカク

		変動費 ヘンドウヒ		5,128		4,995		5,503		5,826

		固定費 コテイヒ		6,742		7,345		6,640		6,805

				８２期 キ		８３期 キ		８４期見込 キミコ		８５期（計） キケイ

		溶糖量推移 トトウリョウスイイ		436,059		413,266		444,566		446,840

		販売量推移表（製品） ハンバイリョウスイイヒョウセイヒン		428,466		400,059		431,820		434,680

		固定資産 コテイシサン		砂糖事業 サトウジギョウ		不動産 フドウサン		社宅 シャタク		食品素材 ショクヒンソザイ		本社・研究 ホンシャケンキュウ

				20,334		12,886		450		780		804		35253.3

				砂糖事業 サトウジギョウ		食品素材 ショクヒンソザイ		不動産 フドウサン		管理 カンリ

		人員 ジンイン		318		50		5		69

				千葉工場 チバコウジョウ		神戸工場 コウベコウジョウ		岡山工場 オカヤマコウジョウ		福岡工場 フクオカコウジョウ

				6,741		4,934		3,865		3,035

		連・単比較　PL８３期 レンタンヒカクキ		単体 タンタイ		連結 レンケツ		連結 レンケツ

		売上高 ウリアゲダカ		70,358		5,978		76,336

		総資産 ソウシサン		57,518		11,749		69,267

				単体 タンタイ		連結 レンケツ		連結 レンケツ

		経常利益 ケイジョウリエキ		4,090		199		4,289

		当期利益 トウキリエキ		2,796		156		2,952

		連・単比較　BS８４期中間 レンタンヒカクキチュウカン		単体 タンタイ		連結 レンケツ		連結 レンケツ

		流動資産 リュウドウシサン		14,511		2,603		17,114

		固定資産 コテイシサン		43,007		9,146		52,153

		流動負債 リュウドウフサイ		12,858		427		13,285

		固定負債 コテイフサイ		10,852		879		11,731

		純資産 ジュンシサン		33,807		10,444		44,251

				単体 タンタイ		連結 レンケツ

		流動資産 リュウドウシサン		14,511		17,114

		固定資産 コテイシサン		43,007		52,153

		流動負債 リュウドウフサイ		12,858		13,285

		固定負債 コテイフサイ		10,852		11,731

		純資産 ジュンシサン		33,807		44,251

				当社 トウシャ		製造業平均 セイゾウギョウヘイキン

		ROE

		ROA

		流動比率 リュウドウヒリツ		39,142

				三井製糖 ミツイセイトウ		食料品 ショクリョウヒン		全製造業 ゼンセイゾウギョウ		全製造業 ゼンセイゾウギョウ

		売上高経常利益率 ウリアゲダカケイジョウリエキリツ		5.81		2.78		5.29		5.29

		株主資本利益率〔ＲＯＥ〕 カブヌシシホンリエキリツ		8.55		3.16		6.76		6.76

		使用総資本利益率〔ＲＯＡ〕 シヨウソウシホンリエキリツ		4.71		1.34		2.96		2.96

		売上高原価率 ウリアゲダカゲンカリツ		8.023		7.257		7.901		7.901

		売上高人件費比率 ウリアゲダカジンケンヒヒリツ		5.14		13.17		13.21		13.21

		固定比率 コテイヒリツ		13.04		13.57		11.65		116.51

		使用総資本回転率(回） シヨウソウシホンカイテンリツカイ		1.19		1.16		1.03

		固定資産回転率（回） コテイシサンカイテンリツカイ		1.58		2.01		2.02

		流動資産回転日数（日） リュウドウシサンカイテンニッスウヒ		76.88		134.38		173.53

		棚卸資産回転日数（日） タナオロシシサンカイテンニッスウヒ		45.31		27.45		33.88

		売上債権回転日数（日） ウリアゲサイケンカイテンニッスウヒ		18.88		47.62		74.77

		連　　　結 レンムスブ		新三井製糖 シンミツイセイトウ		三井製糖 ミツイセイトウ

				17/3		18/3		19/3		20/3				連結　　　　　　（単位：％） レンケツタンイ		17/3		17/3		18/3		19/3		20/3

		売上高 ウリアゲダカ		47,973		73,724		76,336		72,189				売上高 ウリアゲダカ

		売上原価 ウリアゲゲンカ		38,236		60,811		61,357		56,361				売上原価 ウリアゲゲンカ

		売上総利益 ウリアゲソウリエキ		9,736		12,912		14,979		15,828				売上総利益 ウリアゲソウリエキ

		営業利益 エイギョウリエキ		1,776		1,962		3,673		5,657				営業利益 エイギョウリエキ

		経常利益 ケイジョウリエキ		2,103		2,197		4,289		5,834				経常利益 ケイジョウリエキ

		税引き前当期純利益 ゼイビマエトウキジュンリエキ		2,218		2,040		4,425		5,909				税引き前当期純利益 ゼイビマエトウキジュンリエキ

		当期純利益 トウキジュンリエキ		1,351		1,176		2,952		3,475				当期純利益 トウキジュンリエキ

		売上高営業利益率 ウリアゲダカエイギョウリエキリツ		3.70%		2.7%		4.8%		7.9%				売上高営業利益率 ウリアゲダカエイギョウリエキリツ						2.7		4.8		7.9

		売上原価率 ウリアゲゲンカリツ		79.70%		82.5%		80.4%		78.1%				売上原価率 ウリアゲゲンカリツ		7.97				8.2		8.0		7.8

		売上高経常利益率 ウリアゲダカケイジョウリエキリツ		4.38%		3.0%		5.6%		8.9%				売上高経常利益率 ウリアゲダカケイジョウリエキリツ		4.38				3.0		5.6		8.9

		自己資本利益率（ＲＯＥ） ジコシホンリエキリツ		3.92%		2.8%		7.1%		10.1%				自己資本利益率（ＲＯＥ） ジコシホンリエキリツ		3.92				2.8		7.1		10.1

		総資産利益率（ＲＯＡ） ソウシサンリエキリツ		2.39%		1.6%		4.2%		6.4%				総資産利益率（ＲＯＡ） ソウシサンリエキリツ		2.39				1.6		4.2		6.4

		固定比率 コテイヒリツ		129.92%		132.3%		123.2%		75.9%				固定比率 コテイヒリツ		1.30				1.3		1.2		0.8

		有利子負債比率 ユウリシフサイヒリツ		52.49%		37.6%		25.5%		8.5%				有利子負債比率 ユウリシフサイヒリツ		5.25				2.5		4.9		8.3

		1株当り純利益(円） カブアタジュンリエキエン		15.08		8.00		20.92		24.53				1株当り純利益(円） カブアタジュンリエキエン		15.08				8.00		20.92		24.53

		流動資産 リュウドウシサン		10,724		17,585		18,126		16,472

		固定資産 コテイシサン		44,850		54,131		52,271		51,893

		資産合計 シサンゴウケイ		55,575		71,717		70,397		68,365

		流動負債 リュウドウフサイ		8,392		15,806		14,474		14,149

		固定負債 コテイフサイ		10,914		14,433		12,872		9,896

		負債合計 フサイゴウケイ		19,307		30,240		27,346		23,046

		少数株主持分 ショウスウカブヌシモチブン		1,747		575		623		682

		資本合計 シホンゴウケイ		34,520		40,901		42,428		68,365

		（評価差額金） ヒョウカサガクキン		609		957		910		544

		（自己株式） ジコカブシキ		△ 646		△ 62		△ 821		△ 1,608

		短期借入金 タンキカリイレキン		8,290		8,441		5,231		2,676

		長期借入金 チョウキカリイレキン		9,830		6,958		5,602		3,146

		有利子負債合計 ユウリシフサイゴウケイ		18,120		15,399		10,834		5,822

		単体 タンタイ				18/3		19/3		20/3

		売上高 ウリアゲダカ				67,805		70,358

		売上原価 ウリアゲゲンカ				55,346		56,450

		売上総利益 ウリアゲソウリエキ				12,459		13,908

		売上原価率 ウリアゲゲンカリツ				81.6%		80.2%		0.0%

		営業利益 エイギョウリエキ				1,983		3,411

		経常利益 ケイジョウリエキ				2,135		4,090

		税引き前当期純利益 ゼイビマエトウキジュンリエキ				1,589		4,133

		当期純利益 トウキジュンリエキ				803		2,796

		資本金 シホンキン				7,083		7,083

		発行済株式総数 ハッコウズカブシキソウスウ				141,667		141,667		141,667

		純資産額 ジュンシサンガク				31,966		33,409

		総資産額 ソウシサンガク				60,082		58,643

		1株当り純資産額 カブアタジュンシサンガク				225.73		239

		1株当り配当 カブアタハイトウ				5.00		6.00

		1株当り当期純利益 カブアタトウキジュンリエキ				5.43		19.78

		自己資本比率 ジコシホンヒリツ				53.20		56.97

		自己資本利益率（株主資本利益率・ＲＯＥ） ジコシホンリエキリツカブヌシシホンリエキリツ				2.72		8.55

		株価収益率 カブカシュウエキリツ				96.69		22.14

		配当性向 ハイトウセイコウ				92.15		30.33

		従業員数 ジュウギョウインスウ				421		419



千葉工場6,741百万
神戸工場4,934百万
岡山工場3,865百万
福岡工場3,035百万
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目盛：有利子負債は中心点が50%で10%毎
　　　　他の指標は中心点が0%で2%毎

17/3

18/3

19/3

20/3



		次代の生産モデルとは ジダイセイサン

		熱エネルギー３０％削減 ネツサクゲン

		ＣＯ2排出量削減 ハイシュツリョウサクゲン

		双方のバランスを取った、効率性、環境配慮の最適化の追求 ソウホウトコウリツセイカンキョウハイリョサイテキカツイキュウ

		環境負荷低減型モデル カンキョウフカテイゲンガタ

		環境負荷軽減 カンキョウフカケイゲン		省エネ ショウ		温廃山利用システム、醗酵ガスエタノール、雨水利用、太陽光発電 アツシハイヤマリヨウハッコウウスイリヨウタイヨウコウハツデン

				省資源 ショウシゲン		エコフレコン、エコバッグ袋、再生セメント フクロサイセイ

				発電利用 ハツデンリヨウ		太陽光発電、風力発電、圧電素子、波力(樹脂）、温度差 タイヨウコウハツデンフウリョクハツデンアツデンソコナミチカラジュシオンドサ

				CO2対策 タイサク		バッテリーフォークリフト、電子ライン、緑化物資 デンシリョクカブッシ

		効率性 コウリツセイ		モータのインバータ化 カ

		最新鋭で、最強の生産体制 サイシンエイサイキョウセイサンタイセイ
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＊目盛：有利子負債は10%毎、他は2%毎
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8. 2018年3月期 事業計画 営業利益増減 

2017年3月期

フードサイエンス事業

不動産事業

2018年3月期

50 6040

52億円

+5億円

営業利益増減推移

52億円

単位：億円

営業利益52億円
（前期並み）

▲8億円

+13億円

+1億円

▲11億円

砂糖事業計
▲6億円

製造コスト等増加

販売平均単価上昇

北海道糖業ビート販売数量減少

事業譲受


Sheet2

		

																		（単位：百万円) タンイヒャクマンエン

				19年3月 ネンガツ		20年3月 ネンガツ		21年3月 ネンガツ		22年3月 ネンガツ		23年3月		24年3月		前期実績対比 ゼンキジッセキタイヒ

		売上高 ウリアゲダカ		76,336		78,535		77,119		78,519		80,720		81,300		+ 580		100.7%

		営業利益 エイギョウリエキ		3,673		6,191		6,413		6,114		6,299		4,950		▲ 1,349		78.6%

		経常利益 ケイジョウリエキ		4,289		7,008		6,521		6,861		6,963		5,860		▲ 1,103		84.2%

		当期純利益 トウキジュンリエキ		2,952		4,409		3,952		4,196		4,034		3,710		▲ 324		92.0%

														（単位：％) タンイ

				19年3月 ネンガツ		20年3月 ネンガツ		21年3月 ネンガツ		22年3月 ネンガツ		23年3月		24年3月

		自己資本 ジコシホン		41,636		43,524		45,654		47,745		50,064		53,982

		当期純利益 トウキジュンリエキ		2,952		4,409		3,952		4,196		4,034		3,710

		ROE		7.09		10.13		8.66		8.79		8.06		6.87





Sheet2

		



営業利益

経常利益

当期純利益

（百万円）



①業績（全社・連結）

		



売上高

（百万円）



Sheet1

		



ROE

(%)



②セグメント別業績表

		



&A

Page &P

自己資本

当期純利益

ROE

百万円

％



業界シェア

		

																		（単位：百万円) タンイヒャクマンエン

				全　社 ゼンシャ		18年3月 ネンガツ		19年3月 ネンガツ		20年3月 ネンガツ		21年3月 ネンガツ		22年3月		前期実績対比 ゼンキジッセキタイヒ

				売上高 ウリアゲダカ		73,724		76,336		78,535		77,119		78,519		+ 1,400		101.8%

				営業利益 エイギョウリエキ		1,962		3,673		6,191		6,413		6,114		▲ 299		95.3%

				経常利益 ケイジョウリエキ		2,197		4,289		7,008		6,521		6,861		+ 340		105.2%

				当期純利益 トウキジュンリエキ		1,176		2,952		4,409		3,952		4,196		+ 244		106.1%

																（単位：百万円) タンイヒャクマンエン

				全　社 ゼンシャ		19年3月 ネンガツ		20年3月 ネンガツ		21年3月 ネンガツ		22年3月		前期実績対比 ゼンキジッセキタイヒ

				売上高 ウリアゲダカ		76,336		78,535		77,119		78,519		+ 1,400		101.8%

				営業利益 エイギョウリエキ		3,673		6,191		6,413		6,114		▲ 299		95.3%

				経常利益 ケイジョウリエキ		4,289		7,008		6,521		6,861		+ 340		105.2%

				当期純利益 トウキジュンリエキ		2,952		4,409		3,952		4,196		+ 244		106.1%

																（単位：百万円) タンイヒャクマンエン

						21年3月		22年3月		23年3月		24年3月		前期実績対比 ゼンキジッセキタイヒ

				売上高 ウリアゲダカ		77,119		78,519		80,720		80,049		▲ 671		99.2%

				営業利益 エイギョウリエキ		6,413		6,114		6,299		4,504		▲ 1,795		71.5%

				経常利益 ケイジョウリエキ		6,521		6,861		6,963		6,210		▲ 753		89.2%

				当期純利益 トウキジュンリエキ		3,952		4,196		4,034		2,549		▲ 1,485		63.2%





業界シェア

		



&A

Page &P

売上高

営業利益

経常利益

当期純利益



23年3月期連結営業目標

		

				国内市中相場（日本経済新聞掲載、東京上白大袋１㎏当たり） コクナイシチュウソウバニホンケイザイシンブンケイサイトウキョウジョウシロオオタイア

				始値 ハジマネ		安値 ヤスネ		高値 タカネ		終値 オワリネ

				182円～183円 エンエン		176円～177円 エンエン		189円～190円 エンエン		189円～190円 エンエン

				海外粗糖相場（ニューヨーク砂糖現物、１ポンド当たり） カイガイソトウソウバサトウゲンブツア

				始値 ハジマネ		安値 ヤスネ		高値 タカネ		終値 オワリネ

				19.97ｾﾝﾄ		18.07ｾﾝﾄ		39.65ｾﾝﾄ		31.58ｾﾝﾄ





②’セグメント別業績棒グラフ

														（単位：百万円） タンイヒャクマンエン

		セグメント別 ベツ		売上高 ウリアゲダカ						営業利益 エイギョウリエキ

				22年3月期 ネンガツキ		23年3月期 ネンガツキ		前期実績対比 ゼンキジッセキタイヒ		22年3月期 ネンガツキ		23年3月期 ネンガツキ		前期実績対比 ゼンキジッセキタイヒ

		砂　糖 スナトウ		70,531		71,861		+ 1,331		5,103		5,019		▲ 84

		食品素材 ショクヒンソザイ		6,499		7,409		+ 910		160		462		+ 302

		不動産 フドウサン		1,490		1,451		▲ 39		852		819		▲ 33

		その他 タ		0				+ 0		0		0		+ 0

		合　計 ゴウケイ		78,519		80,720		+ 2,201		6,114		6,299		+ 185

														（単位：百万円） タンイヒャクマンエン

		セグメント別 ベツ		売上高 ウリアゲダカ						営業利益 エイギョウリエキ

				23年3月期		24年3月期 ネンガツキ		前期実績対比 ゼンキジッセキタイヒ		23年3月期		24年3月期 ネンガツキ		前期実績対比 ゼンキジッセキタイヒ

		砂　糖 スナトウ		71,861		71,787		▲ 74		5,019		3,411		▲ 1,608

		食品素材 ショクヒンソザイ		7,409		6,937		▲ 472		462		355		▲ 107

		不動産 フドウサン		1,451		1,326		▲ 125		819		738		▲ 81

		合　計 ゴウケイ		80,720		80,049		▲ 671		6,299		4,504		▲ 1,795





Sheet3

		

		三井製糖 ミツイセイトウ		28

		グループＡ		23.2

		グループＢ		14.5

		グループＣ		14.4

		グループＤ		6

		グループＥ		3.9

		その他 タ		9.9

		合計 ゴウケイ		99.9



千葉工場6,741百万
神戸工場4,934百万
岡山工場3,865百万
福岡工場3,035百万
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④連結貸借対照表

		





各指標推移

		

										19/3実績 ジッセキ		20/3実績 ジッセキ		21/3当初計画 トウショケイカク		21/3実行計画 ジッコウケイカク

								売上高 ウリアゲダカ		763		750		750		770

								食品素材事業 ショクヒンソザイジギョウ		3		3		4		1.27

								不動産事業 フドウサンジギョウ		1		5		7		7.95

								砂糖事業 サトウジギョウ		33		37		39		31.23

								営業利益 エイギョウリエキ		37		45		50		40.45

										19/3実績 ジッセキ		20/3実績 ジッセキ		21/3当初計画 トウショケイカク		21/3実行計画 ジッコウケイカク

								売上高 ウリアゲダカ		763		750		750		770

								食品素材事業 ショクヒンソザイジギョウ		3		3		4		1.27

								不動産事業 フドウサンジギョウ		4		8		11		9.22

								砂糖事業 サトウジギョウ		37		45		50		40.45

																(単位：百万円） タンイヒャクマンエン

						連結 レンケツ				25年3月期事業計画 ネンガツキジギョウケイカク				24年3月期
実績 ネンガツキジッセキ		前年実績
差異 ゼンネンジッセキサイ

										中間 チュウカン		期末 キマツ										連結 レンケツ				22年3月期事業計画 ネンガツキジギョウケイカク				21年3月期
実績 ネンガツキジッセキ		前年実績
差異 ゼンネンジッセキサイ

						売上高 ウリアゲダカ				49,700		100,900		80,049		+ 20,851										中間 チュウカン		期末 キマツ

						営業利益 エイギョウリエキ				1,650		4,590		4,504		+ 86						売上高 ウリアゲダカ				39,000		76,800		77,119		▲ 319

						経常利益 ケイジョウリエキ				2,400		6,030		6,210		▲ 180						営業利益 エイギョウリエキ				3,060		5,860		6,413		▲ 553

						当期純利益 トウキジュンリエキ				1,590		3,780		2,549		+ 1,231						経常利益 ケイジョウリエキ				3,170		6,070		6,521		▲ 451

																						当期純利益 トウキジュンリエキ				1,870		3,580		3,952		▲ 372

						内訳 ウチワケ		当　　社 トウシャ								+ 0

								連結子会社 レンケツコガイシャ								+ 0

								持分会社 モチブンカイシャ								+ 0

																																		(単位：百万円） タンイヒャクマンエン																(単位：百万円） タンイヒャクマンエン

																						連結 レンケツ		売上高 ウリアゲダカ						営業利益 エイギョウリエキ								連結 レンケツ		売上高 ウリアゲダカ						営業利益 エイギョウリエキ

																								24年3月期
実績 ネンガツキジッセキ		25年3月期
計画 ネンガツキケイカク		前年差異 ゼンネンサイ		24年3月期
実績 ネンガツキジッセキ		25年3月期
計画 ネンガツキケイカク		前年差異 ゼンネンサイ						24年3月期
実績 ネンガツキジッセキ		25年3月期
計画 ネンガツキケイカク		前年差異 ゼンネンサイ		24年3月期
実績 ネンガツキジッセキ		25年3月期
計画 ネンガツキケイカク		前年差異 ゼンネンサイ

																						砂糖事業 サトウジギョウ		71,787		89,524		+ 17,737		3,411		3,376		▲ 35				砂糖事業 サトウジギョウ		71,787		91,200		+ 19,413		3,411		3,574		+ 163

																						食品素材事業 ショクヒンソザイジギョウ		6,937		8,453		+ 1,516		355		364		+ 9				食品素材事業 ショクヒンソザイジギョウ		6,937		8,453		+ 1,516		355		346		▲ 9

																						不動産事業 フドウサンジギョウ		1,326		1,247		▲ 79		738		673		▲ 65				不動産事業 フドウサンジギョウ		1,326		1,247		▲ 79		738		673		▲ 65

																						バイオ事業 ジギョウ		-		772		-		-		▲ 18		-				合計 ゴウケイ		78,519		100,900		+ 22,381		6,114		4,593		▲ 1,521

																						農機具事業 ノウキグジギョウ		-		911		-		-		196		-

																						合計 ゴウケイ		78,519		100,907		+ 22,388		6,114		4,591		▲ 1,523

																								売上高 ウリアゲダカ								営業利益 エイギョウリエキ

																								20/年3実績 ネンジッセキ		21/3計画 ケイカク		前年差異 ゼンネンサイ				20/年3実績 ネンジッセキ		21/3計画 ケイカク		前年差異 ゼンネンサイ

																						砂糖事業 サトウジギョウ		69,800		69,754		▲ 46		砂糖事業 サトウジギョウ		7,326		6,270		▲ 1,056

																						食品素材事業 ショクヒンソザイジギョウ		7,276		7,480		+ 204		食品素材事業 ショクヒンソザイジギョウ		299		380		+ 81

																						不動産事業 フドウサンジギョウ		1,420		1,566		+ 146		不動産事業 フドウサンジギョウ		636		895		+ 259

																						その他事業 タジギョウ		38				▲ 38		その他事業 タジギョウ		19		0		▲ 19

																						合計 ゴウケイ		78,535		78,800		+ 265		合計 ゴウケイ		6,191		5,420		▲ 771





各指標推移

		





次代の生産モデル

		

						23年3月期 ネンガツキ

						販売価格改定等 ハンバイカカクカイテイトウ

						販売量減少等 ハンバイリョウゲンショウトウ

						子会社売上 コガイシャウリアゲ

						食品素材売上減少 ショクヒンソザイウリアゲゲンショウ

						不動産事業売上減少 フドウサンジギョウウリアゲゲンショウ

						24年3月期 ネンガツキ

																800								810								820								830

						23年3月期 ネンガツキ

						販売価格改定等 ハンバイカカクカイテイトウ

						販売量減少等 ハンバイリョウゲンショウトウ

						原料費・製造変動費等 ゲンリョウヒセイゾウヘンドウヒトウ

						販売直接費等 ハンバイチョクセツヒトウ

						子会社減益 コガイシャゲンエキ

						食品素材事業減益 ショクヒンソザイジギョウゲンエキ

						不動産事業減益 フドウサンジギョウゲンエキ

						24年3月期 ネンガツキ

														40						50						60						70						80

				23年3月期経常利益 ネンガツキケイジョウリエキ

				営業利益減 エイギョウリエキゲン

				営業外損益 エイギョウガイソンエキ

						　　　（持分法投資損益を除く） モチブンポウトウシソンエキノゾ

				持分法投資損益 モチブンホウトウシソンエキ

				24年3月期経常利益 ネンガツキケイジョウリエキ

																50								60								70

				22年3月期税前当期純利益 ネンガツキゼイマエトウキジュンリエキ

				経常利益増 ケイジョウリエキゾウ

				特別利益 トクベツリエキ

				特別損失 トクベツソンシツ

				23年3月期税前当期純利益 ネンガツキゼイマエトウキジュンリエキ

								50								60								70								80

				23年3月期当期純利益 ネンガツキトウキジュンリエキ

				24年3月期当期純利益 ネンガツキトウキジュンリエキ

																20								30								40

						22年3月期実績 ネンガツキジッセキ																																																		売値UP ウリネ

						販売価格改定 ハンバイカカクカイテイ																																																		販売量微減 ハンバイリョウビゲン

						販売量減少 ハンバイリョウゲンショウ																																																		子会社売上減 コガイシャウリアゲゲン

						甘蔗糖子会社売上減他 カンショトウコガイシャウリアゲゲンホカ																																																		在庫差他 ザイコサホカ												0

						食品素材売上増 ショクヒンソザイウリアゲゾウ																																																		砂糖事業計 サトウジギョウケイ										0

						不動産事業売上減 フドウサンジギョウウリアゲゲン																																																		食材本体 ショクザイホンタイ										-180

						22年3月期業績予想 ネンガツキギョウセキヨソウ																																																		テクノス										-221		-401

																760								770								780								790

						22年3月期実績 ネンガツキジッセキ

						販売価格改定 ハンバイカカクカイテイ

						販売量減による利益減 ハンバイリョウゲンリエキゲン

						原料費･製造費増 ゲンリョウヒセイゾウヒゾウ																																																		原料費ＵＰ ゲンリョウヒ										-497

						販売費その他 ハンバイヒタ																																																		製造費ＵＰ セイゾウヒ										-1028		-1525

						食品素材事業 ショクヒンソザイジギョウ

						不動産事業 フドウサンジギョウ

						22年3月期業績予想 ネンガツキギョウセキヨソウ

																		50										55										60



76,336

78,535

＋2,099

6,191

＋93

±0

▲58

＋529

▲53

+２，１９９百万円

+２，５１８百万円

807.2億円

＋21.3億円

▲0.9億円

売上高増減推移

▲1,272

78,535

＋2,569

▲180

▲2,695

＋162

77,120

国産糖制度変更による減他

売値UP

販売量減

売上高増減推移

63.0億円

▲1.1億円

77,120

▲0.8億円

営業利益増減推移

砂糖事業計
▲0.7億円

45.0億円

▲5.4億円

砂糖事業計
▲16.1億円

＋2.2億円

経常利益増減推移

当期純利益増減推移

62.1億円

69.6億円

67.5億円

＋25.7億円

▲0.6億円

785.2億円

▲27.0億円

▲0.09億円 
円

甘蔗糖会社売上減他

売値UP

販売量減

売上高増減推移

砂糖事業計
＋2億円

783.9億円

61.1億円

＋0.1億円

77,120

＋0.1億円

営業利益増減推移

55.3億円

▲5.3億円

▲15.3億円

▲5.4億円

砂糖事業計
＋4.9億円

単位：億円

単位：億円

単位：億円

単位：億円

単位：億円

単位：億円

▲0.2億円

▲0.2億円

▲18.0億円
▲3億円

＋3.4億円

67.5億円

▲21.9億円

▲0.1億円

＋21.3億円

▲30.1億円

売上高800.5億円
（前期比▲6.7億円）

営業利益45.0億円
（前期比＋18.0億円）

経常利益62.1億円
（前期比▲7.5億円）

当期純利益40億円
前期比▲1.6億円）

▲0.2億円

+0.3億円

当期純利益増減推移

40.3億円

単位：億円

▲0.2億円

▲0.2億円

＋3.4億円

25.5億円

当期純利益25.5億円
（前期比▲14.8億円）

＋2.2億円

▲0.8億円

▲19.9億円

▲0.4億円

▲19.9億円

▲4.7億円

800.5億円

▲1.3億円

▲2.4億円

▲5.6億円

＋8.2億円



		

						24年3月期 ネンガツキ

						販売価格改定等 ハンバイカカクカイテイトウ

						販売量増加等 ハンバイリョウゾウカトウ

						二次製品等 ニジセイヒントウ

						子会社売上 コガイシャウリアゲ

						食品素材売上減少 ショクヒンソザイウリアゲゲンショウ

						不動産事業売上減少 フドウサンジギョウウリアゲゲンショウ

						25年3月期 ネンガツキ

																700								800								900								1,000

						2017年3月期 ネンガツキ

						フードサイエンス事業 ジギョウ

						不動産事業 フドウサンジギョウ

						2018年3月期 ネンガツキ

														40										50										60

				23年3月期経常利益 ネンガツキケイジョウリエキ

				営業利益減 エイギョウリエキゲン

				営業外損益 エイギョウガイソンエキ

						　　　（持分法投資損益を除く） モチブンポウトウシソンエキノゾ

				持分法投資損益 モチブンホウトウシソンエキ

				24年3月期経常利益 ネンガツキケイジョウリエキ

																50								60								70

				22年3月期税前当期純利益 ネンガツキゼイマエトウキジュンリエキ

				経常利益増 ケイジョウリエキゾウ

				特別利益 トクベツリエキ

				特別損失 トクベツソンシツ

				23年3月期税前当期純利益 ネンガツキゼイマエトウキジュンリエキ

								50								60								70								80

				23年3月期当期純利益 ネンガツキトウキジュンリエキ

				24年3月期当期純利益 ネンガツキトウキジュンリエキ

																20								30								40

						22年3月期実績 ネンガツキジッセキ																																																		売値UP ウリネ

						販売価格改定 ハンバイカカクカイテイ																																																		販売量微減 ハンバイリョウビゲン

						販売量減少 ハンバイリョウゲンショウ																																																		子会社売上減 コガイシャウリアゲゲン

						甘蔗糖子会社売上減他 カンショトウコガイシャウリアゲゲンホカ																																																		在庫差他 ザイコサホカ												0

						食品素材売上増 ショクヒンソザイウリアゲゾウ																																																		砂糖事業計 サトウジギョウケイ										0

						不動産事業売上減 フドウサンジギョウウリアゲゲン																																																		食材本体 ショクザイホンタイ										-180

						22年3月期業績予想 ネンガツキギョウセキヨソウ																																																		テクノス										-221		-401

																760								770								780								790

						22年3月期実績 ネンガツキジッセキ

						販売価格改定 ハンバイカカクカイテイ

						販売量減による利益減 ハンバイリョウゲンリエキゲン

						原料費･製造費増 ゲンリョウヒセイゾウヒゾウ																																																		原料費ＵＰ ゲンリョウヒ										-497

						販売費その他 ハンバイヒタ																																																		製造費ＵＰ セイゾウヒ										-1028		-1525

						食品素材事業 ショクヒンソザイジギョウ

						不動産事業 フドウサンジギョウ

						22年3月期業績予想 ネンガツキギョウセキヨソウ

																		50										55										60



76,336

78,535

＋2,099

6,191

＋93

±0

▲58

＋529

▲53

+２，１９９百万円

+２，５１８百万円

800.5億円

▲0.9億円

売上高増減推移

▲1,272

78,535

＋2,569

▲180

▲2,695

＋162

77,120

国産糖制度変更による減他

売値UP

販売量減

売上高増減推移

52億円

+5億円

77,120

営業利益増減推移

52億円

砂糖事業計
＋194.2億円

▲5.4億円

＋2.2億円

経常利益増減推移

当期純利益増減推移

62.1億円

69.6億円

67.5億円

＋25.7億円

▲0.6億円

785.2億円

▲27.0億円

▲0.09億円 
円

甘蔗糖会社売上減他

売値UP

販売量減

売上高増減推移

砂糖事業計
＋2億円

783.9億円

61.1億円

＋0.1億円

77,120

＋0.1億円

営業利益増減推移

55.3億円

▲5.3億円

▲15.3億円

▲5.4億円

砂糖事業計
＋4.9億円

単位：億円

単位：億円

単位：億円

単位：億円

単位：億円

単位：億円

▲0.2億円

▲0.2億円

▲18.0億円
▲3億円

＋3.4億円

67.5億円

+3.2億円

売上高1,009億円
（前期比＋208.5億円）

営業利益52億円
（前期並み）

経常利益62.1億円
（前期比▲7.5億円）

当期純利益40億円
前期比▲1.6億円）

▲8億円

当期純利益増減推移

40.3億円

単位：億円

▲0.2億円

▲0.2億円

＋3.4億円

25.5億円

当期純利益25.5億円
（前期比▲14.8億円）

＋2.2億円

▲19.9億円

▲0.4億円

▲19.9億円

＋15.1億円

1,009.0億円

▲0.8億円

＋8.2億円

▲10.5億円

▲11.7億円

＋213.2億円

+13億円

+1億円

▲11億円

砂糖事業計
▲6億円

製造コスト等増加

販売平均単価上昇

北海道糖業ビート販売数量減少

事業譲受



												(単位：百万円） タンイヒャクマンエン

						連結 レンケツ		18年3月期 ネンガツキ		19年3月期 ネンガツキ		前期対比 ゼンキタイヒ

						営業キャッシュフロー エイギョウ		756		6,156		+ 1,376

						投資キャッシュフロー トウシ		339		▲ 223		▲ 719

						(フリー・キャッシュ・フロー

						財務キャッシュフロー ザイム		▲ 3,332		▲ 6,036		▲ 1,015

						現金・現金同等物増減額 ゲンキンゲンキンドウトウブツゾウゲンガク		2,235		▲ 103		▲ 358

						現金・現金同等物期首残高 ゲンキンゲンキンドウトウブツキシュザンダカ		2,270		2,441		▲ 103

						合併に伴う変動 ガッペイトモナヘンドウ		2,406		-		-

						現金・現金同等物期末残高 ゲンキンゲンキンドウトウブツキマツザンダカ		2,441		2,338		▲ 461

												(単位：百万円） タンイヒャクマンエン

						連結 レンケツ		18年3月期 ネンガツキ		19年3月期 ネンガツキ		前期対比 ゼンキタイヒ

						短期借入金、C・P タンキカリイレキン		8,441		5,231		0

						長期借入金 チョウキシャクニュウキン		6,958		5,602		0

						有利子負債合計 ユウリシフサイゴウケイ		15,399		10,833		0

										(百万円） ヒャクマンエン

								20年3月期 ネンガツキ		21年3月期 ネンガツキ		前期対比 ゼンキタイヒ

						営業キャッシュ・フロー エイギョウ		7,533		4,537		+ 1,376

						投資キャッシュ・フロー トウシ		▲ 943		▲ 1,618		▲ 719

						フリー・キャッシュ・フロー		6,590		2,919		+ 657

						財務キャッシュ・フロー ザイム		▲ 7,051		▲ 1,668		▲ 1,015

						現金・現金同等物増減額 ゲンキンゲンキンドウトウブツゾウゲンガク		▲ 461		1,250		▲ 358

						現金・現金同等物期首残高 ゲンキンゲンキンドウトウブツキシュザンダカ		2,338		1,876		▲ 103

						合併に伴う変動 ガッペイトモナヘンドウ		-		-		-

						現金・現金同等物期末残高 ゲンキンゲンキンドウトウブツキマツザンダカ		1,876		3,127		▲ 461

						連　　結 レンムスブ		19年3月期 ネンガツキ		20年3月期 ネンガツキ		21年3月期 ネンガツキ		前期対比 ゼンキタイヒ

						短期借入金、C・P タンキカリイレキン		5,231		2,676		3,100		424

						長期借入金 チョウキシャクニュウキン		5,602		3,146		2,026		▲ 1,120

						有利子負債合計 ユウリシフサイゴウケイ		10,833		5,822		5,126		▲ 696

						連　　結 レンムスブ		20年3月期 ネンガツキ

						営業キャッシュ・フロー エイギョウ		7,533

						投資キャッシュ・フロー トウシ		▲ 943

						（フリー・キャッシュ・フロー）		6,590

						財務キャッシュ・フロー ザイム		▲ 7,051

						現金・現金同等物増減額 ゲンキンゲンキンドウトウブツゾウゲンガク		▲ 461

						現金・現金同等物期首残高 ゲンキンゲンキンドウトウブツキシュザンダカ		2,338

						合併に伴う変動 ガッペイトモナヘンドウ		-

						現金・現金同等物期末残高 ゲンキンゲンキンドウトウブツキマツザンダカ		1,876

						連　　結 レンムスブ		20年3月期 ネンガツキ

						短期借入金、C・P、
一年以内長期借入金 タンキカリイレキンイチネンイナイチョウキカリイレキン		2,676

						長期借入金 チョウキシャクニュウキン		3,146

						有利子負債合計 ユウリシフサイゴウケイ		5,822
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19/03
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営業キャッシュ・フロー

投資キャッシュ・フロー

フリー・キャッシュ・フロー

財務キャッシュ・フロー



		１．需給関係資料

		(1) 砂糖及び異性化糖の需給総括表

		砂糖年度		総需要量（1）				国内産糖生産量（2）										輸入量		(2)／(1)		一　人		異性化糖

						対前年比				てん菜糖						甘しゃ糖						当たり		需要量

												白　糖		原料糖								消費量

				千トン		％		千トン		千トン		千トン		千トン		千トン		千トン		％		kg		千トン

		54		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		55		2,614		▲ 10.7		765		535		535		-		223		1,548		29		22.3		432

		60		2,655		0.5		870		574		574		-		285		1,779		32		21.9		617

		H2		2,643		0.4		865		644		527		116		212		1,693		32		21.3		725

		4		2,513		▲ 3.8		838		626		513		112		204		1,701		33		20.2		672

		5		2,476		▲ 1.5		790		602		491		111		180		1,628		32		19.8		738

		6		2,471		▲ 0.2		765		583		501		82		175		1,639		31		19.8		727

		7		2,435		▲ 1.5		842		650		491		159		183		1,606		35		19.4		733

		8		2,385		▲ 2.1		716		573		483		90		136		1,608		30		18.9		737

		9		2,323		▲ 2.6		808		643		476		166		156		1,542		35		18.4		740

		10		2,313		▲ 0.4		860		679		453		225		172		1,468		37		18.3		760

		11		2,300		▲ 0.6		800		616		482		134		175		1,487		35		18.1		763

		12		2,293		▲ 0.3		730		569		446		123		153		1,483		32		18.1		741

		13		2,277		▲ 0.7		840		663		471		192		170		1,405		37		17.9		761

		14		2,296		0.8		875		721		469		252		143		1,480		38		18.0		768

		15		2,237		▲ 2.6		904		743		463		280		153		1,364		40		17.5		791

		16		2,229		▲ 0.4		912		784		477		307		121		1,272		41		17.5		796

		17		2,165		▲ 2.9		839		699		452		247		132		1,326		39		17.0		790

		18		2,181		0.7		800		643		451		192		148		1,346		37		17.1		801

		19		2,197		0.7		861		683		454		229		169		1,380		39		17.2		824

		20＊		2,182		▲ 0.7		873		683		451		232		181		1,427		40		17.1		804

		（農林水産省資料より）

		注１．砂糖年度とは、当該年の10月1日から翌年の9月30日までの期間をいう。

		　２．国内産糖生産量と輸入量の合計と総需要量の差は在庫変動である。

		　３．国内産糖生産量には含みつ糖生産量を含む。

		国内産糖・異性化糖生産量及び砂糖の輸入実績の推移



業界としての取組み課題

合併の目的
規模のメリットの発揮

取巻く環境

ＷＴＯ
FTA・EPA

世界的
景気低迷

国内
消費減退

資源高

食の安全への関心

3年間の実績
企業基盤の整備
①販売略の安定、②B/Sの改善

適正な市場
形成・維持

安定した
供給体制の確保
形成・維持

当社としての取組み課題：アゲインストの風に耐え得る、安定的な収益体制の確立
→更なる企業基盤の強化

企業力アップへの集中投資
品質管理、効率化、人材

連結経営、グループ力の発揮

短期的取り組み
スプーンブランドの更なる活用
次代の生産モデルの追求

企業価値の向上

企業価値の向上

3年間の歩み
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*砂糖年度は10-9月
*20年は見通し

千㌧
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																						(単位：百万円） タンイヒャクマンエン

				借　　方 シャクカタ										貸　　方 カシカタ

				資　　　　　産 シサン		流動資産 リュウドウシサン		39,172		39,538		増減 ゾウゲン		負債 フサイ		流動負債 リュウドウフサイ		39,172		39,538		増減 ゾウゲン

								18,126		16,472		▲ 1,654						14,474		13,149		▲ 1,324

								主な要因 オモヨウイン										主な要因 オモヨウイン

								・現金及び預金 ゲンキンオヨヨキン				▲ 461						・支払手形・買掛金 シハライテガタカイカケキン				+ 1,481

								・受取手形及び売掛金 ウケトリテガタオヨウリカケキン				▲ 368						・ｺﾏｰｼｬﾙﾍﾟｰﾊﾟｰ				▲ 2,500

								・棚卸資産 タナオロシシサン				▲ 791

																固定負債 コテイフサイ		39,172		39,538		増減 ゾウゲン

																		12,872		9,896		▲ 2,975

																		主な要因 オモヨウイン

																		・長期借入金 チョウキカリイレキン				▲ 2,457

						固定資産 コテイシサン		39,172		39,538		増減 ゾウゲン

								52,271		51,893		▲ 377

								主な要因 オモヨウイン						負債合計 フサイゴウケイ				39,172		39,538		増減 ゾウゲン

								・有形固定資産 ユウケイコテイシサン				▲ 631						27,346		23,046		▲ 4,300

								・無形固定資産 ムケイコテイシサン				▲ 36		純資産 ジュンシサン				39,172		39,538		増減 ゾウゲン

								・投資その他の資産 トウシタシサン				+ 291						43,051		45,319		+ 2,268

																		主な要因 オモヨウイン

																		・利益剰余金 リエキジョウヨキン				+ 3,155

																		・自己株式　 ジコカブシキ				▲ 787

				借方合計 カリカタゴウケイ				39,172		39,538		増減 ゾウゲン		貸方合計 カガタゴウケイ				39,172		39,538		増減 ゾウゲン

								70,397		68,365		▲ 2,031						70,397		68,365		▲ 2,031

				２１年３月期用 ネンガツキヨウ

																						(単位：百万円） タンイヒャクマンエン

				借　　方 シャクカタ										貸　　方 カシカタ

				資　　　　　産 シサン		流動資産 リュウドウシサン		39,538		39,903		増減 ゾウゲン		負債 フサイ		流動負債 リュウドウフサイ		39,538		39,903		増減 ゾウゲン

								16,472		18,681		+ 2,209						13,149		12,959		▲ 190

								主な要因 オモヨウイン										主な要因 オモヨウイン

								・現金及び預金 ゲンキンオヨヨキン				+ 1,256						・支払手形・買掛金 シハライテガタカイカケキン				▲ 61

								・受取手形及び売掛金 ウケトリテガタオヨウリカケキン				+ 100						・短期借入金 タンキカリイレキン				+ 1,600

								・棚卸資産 タナオロシシサン				+ 865						・１年以内返済予定長期借入金 ネンイナイヘンサイヨテイチョウキカリイレキン				▲ 1,176

																固定負債 コテイフサイ		39,538		39,903		増減 ゾウゲン

																		9,896		8,202		▲ 1,694

																		主な要因 オモヨウイン

																		・長期借入金 チョウキカリイレキン				▲ 1,120

						固定資産 コテイシサン		39,538		39,903		増減 ゾウゲン

								51,893		49,910		▲ 1,983

								主な要因 オモヨウイン						負債合計 フサイゴウケイ				39,538		39,903		増減 ゾウゲン

								・有形固定資産 ユウケイコテイシサン				▲ 698						23,046		21,162		▲ 1,884

								・無形固定資産 ムケイコテイシサン				▲ 6		純資産 ジュンシサン				39,172		39,538		増減 ゾウゲン

								・投資その他の資産 トウシタシサン				▲ 1,279						45,319		47,429		+ 2,110

																		主な要因 オモヨウイン

																		・利益剰余金 リエキジョウヨキン				+ 2,988

				借方合計 カリカタゴウケイ				39,172		39,538		増減 ゾウゲン		貸方合計 カガタゴウケイ				39,172		39,538		増減 ゾウゲン

								68,365		68,592		+ 227						68,365		68,592		+ 227





				８２期 キ		８３期 キ		８４期見込 キミコ		８５期（計画） キケイカク

		砂糖原価限界利益推移表 サトウゲンカゲンカイリエキスイイヒョウ		24.64		32.86		33.06		29.3

				８２期 キ		８３期 キ		８４期見込 キミコ		８５期（計） キケイ

		販売量推移表（製品） ハンバイリョウスイイヒョウセイヒン		428,466		400,059		431,820		434,680

		部門別推移（単体）売上 ブモンベツスイイタンタイウリア		８２期 キ		８３期 キ		８４期見込 キミコ		８５期（計画） キケイカク

		砂糖部門 サトウブモン		61,812		64,543		66,955		66,818

		食品素材 ショクヒンソザイ		4,465		4,345		3,723		3,857

		不動産 フドウサン		1,528		1,371		1,459		1,608

		部門別推移（営業利益） ブモンベツスイイエイギョウリエキ		８２期 キ		８３期 キ		８４期見込 キミコ		８５期（計画） キケイカク

		砂糖部門 サトウブモン		1,256		3,266		4,720		3,123

		食品素材 ショクヒンソザイ		147		172		36		128

		不動産 フドウサン		581		3		514		795

		製造費単価推移 セイゾウヒタンカスイイ		８２期 キ		８３期 キ		８４期見込 キミコ		８５期（計画） キケイカク

		固定費 コテイヒ		16.0		18.4		15.5		15.8

		変動費 ヘンドウヒ		11.0		11.3		11.7		12.2

		製造費額推移 セイゾウヒガクスイイ		８２期 キ		８３期 キ		８４期見込 キミコ		８５期（計画） キケイカク

		変動費 ヘンドウヒ		5,128		4,995		5,503		5,826

		固定費 コテイヒ		6,742		7,345		6,640		6,805

				８２期 キ		８３期 キ		８４期見込 キミコ		８５期（計） キケイ

		溶糖量推移 トトウリョウスイイ		436,059		413,266		444,566		446,840

		販売量推移表（製品） ハンバイリョウスイイヒョウセイヒン		428,466		400,059		431,820		434,680

		固定資産 コテイシサン		砂糖事業 サトウジギョウ		不動産 フドウサン		社宅 シャタク		食品素材 ショクヒンソザイ		本社・研究 ホンシャケンキュウ

				20,334		12,886		450		780		804		35253.3

				砂糖事業 サトウジギョウ		食品素材 ショクヒンソザイ		不動産 フドウサン		管理 カンリ

		人員 ジンイン		318		50		5		69

				千葉工場 チバコウジョウ		神戸工場 コウベコウジョウ		岡山工場 オカヤマコウジョウ		福岡工場 フクオカコウジョウ

				6,741		4,934		3,865		3,035

		連・単比較　PL８３期 レンタンヒカクキ		単体 タンタイ		連結 レンケツ		連結 レンケツ

		売上高 ウリアゲダカ		70,358		5,978		76,336

		総資産 ソウシサン		57,518		11,749		69,267

				単体 タンタイ		連結 レンケツ		連結 レンケツ

		経常利益 ケイジョウリエキ		4,090		199		4,289

		当期利益 トウキリエキ		2,796		156		2,952

		連・単比較　BS８４期中間 レンタンヒカクキチュウカン		単体 タンタイ		連結 レンケツ		連結 レンケツ

		流動資産 リュウドウシサン		14,511		2,603		17,114

		固定資産 コテイシサン		43,007		9,146		52,153

		流動負債 リュウドウフサイ		12,858		427		13,285

		固定負債 コテイフサイ		10,852		879		11,731

		純資産 ジュンシサン		33,807		10,444		44,251

				単体 タンタイ		連結 レンケツ

		流動資産 リュウドウシサン		14,511		17,114

		固定資産 コテイシサン		43,007		52,153

		流動負債 リュウドウフサイ		12,858		13,285

		固定負債 コテイフサイ		10,852		11,731

		純資産 ジュンシサン		33,807		44,251

				当社 トウシャ		製造業平均 セイゾウギョウヘイキン

		ROE

		ROA

		流動比率 リュウドウヒリツ		39,142

				三井製糖 ミツイセイトウ		食料品 ショクリョウヒン		全製造業 ゼンセイゾウギョウ		全製造業 ゼンセイゾウギョウ

		売上高経常利益率 ウリアゲダカケイジョウリエキリツ		5.81		2.78		5.29		5.29

		株主資本利益率〔ＲＯＥ〕 カブヌシシホンリエキリツ		8.55		3.16		6.76		6.76

		使用総資本利益率〔ＲＯＡ〕 シヨウソウシホンリエキリツ		4.71		1.34		2.96		2.96

		売上高原価率 ウリアゲダカゲンカリツ		8.023		7.257		7.901		7.901

		売上高人件費比率 ウリアゲダカジンケンヒヒリツ		5.14		13.17		13.21		13.21

		固定比率 コテイヒリツ		13.04		13.57		11.65		116.51

		使用総資本回転率(回） シヨウソウシホンカイテンリツカイ		1.19		1.16		1.03

		固定資産回転率（回） コテイシサンカイテンリツカイ		1.58		2.01		2.02

		流動資産回転日数（日） リュウドウシサンカイテンニッスウヒ		76.88		134.38		173.53

		棚卸資産回転日数（日） タナオロシシサンカイテンニッスウヒ		45.31		27.45		33.88

		売上債権回転日数（日） ウリアゲサイケンカイテンニッスウヒ		18.88		47.62		74.77

		連　　　結 レンムスブ		新三井製糖 シンミツイセイトウ		三井製糖 ミツイセイトウ

				17/3		18/3		19/3		20/3				連結　　　　　　（単位：％） レンケツタンイ		17/3		17/3		18/3		19/3		20/3

		売上高 ウリアゲダカ		47,973		73,724		76,336		72,189				売上高 ウリアゲダカ

		売上原価 ウリアゲゲンカ		38,236		60,811		61,357		56,361				売上原価 ウリアゲゲンカ

		売上総利益 ウリアゲソウリエキ		9,736		12,912		14,979		15,828				売上総利益 ウリアゲソウリエキ

		営業利益 エイギョウリエキ		1,776		1,962		3,673		5,657				営業利益 エイギョウリエキ

		経常利益 ケイジョウリエキ		2,103		2,197		4,289		5,834				経常利益 ケイジョウリエキ

		税引き前当期純利益 ゼイビマエトウキジュンリエキ		2,218		2,040		4,425		5,909				税引き前当期純利益 ゼイビマエトウキジュンリエキ

		当期純利益 トウキジュンリエキ		1,351		1,176		2,952		3,475				当期純利益 トウキジュンリエキ

		売上高営業利益率 ウリアゲダカエイギョウリエキリツ		3.70%		2.7%		4.8%		7.9%				売上高営業利益率 ウリアゲダカエイギョウリエキリツ						2.7		4.8		7.9

		売上原価率 ウリアゲゲンカリツ		79.70%		82.5%		80.4%		78.1%				売上原価率 ウリアゲゲンカリツ		7.97				8.2		8.0		7.8

		売上高経常利益率 ウリアゲダカケイジョウリエキリツ		4.38%		3.0%		5.6%		8.9%				売上高経常利益率 ウリアゲダカケイジョウリエキリツ		4.38				3.0		5.6		8.9

		自己資本利益率（ＲＯＥ） ジコシホンリエキリツ		3.92%		2.8%		7.1%		10.1%				自己資本利益率（ＲＯＥ） ジコシホンリエキリツ		3.92				2.8		7.1		10.1

		総資産利益率（ＲＯＡ） ソウシサンリエキリツ		2.39%		1.6%		4.2%		6.4%				総資産利益率（ＲＯＡ） ソウシサンリエキリツ		2.39				1.6		4.2		6.4

		固定比率 コテイヒリツ		129.92%		132.3%		123.2%		75.9%				固定比率 コテイヒリツ		1.30				1.3		1.2		0.8

		有利子負債比率 ユウリシフサイヒリツ		52.49%		37.6%		25.5%		8.5%				有利子負債比率 ユウリシフサイヒリツ		5.25				2.5		4.9		8.3

		1株当り純利益(円） カブアタジュンリエキエン		15.08		8.00		20.92		24.53				1株当り純利益(円） カブアタジュンリエキエン		15.08				8.00		20.92		24.53

		流動資産 リュウドウシサン		10,724		17,585		18,126		16,472

		固定資産 コテイシサン		44,850		54,131		52,271		51,893

		資産合計 シサンゴウケイ		55,575		71,717		70,397		68,365

		流動負債 リュウドウフサイ		8,392		15,806		14,474		14,149

		固定負債 コテイフサイ		10,914		14,433		12,872		9,896

		負債合計 フサイゴウケイ		19,307		30,240		27,346		23,046

		少数株主持分 ショウスウカブヌシモチブン		1,747		575		623		682

		資本合計 シホンゴウケイ		34,520		40,901		42,428		68,365

		（評価差額金） ヒョウカサガクキン		609		957		910		544

		（自己株式） ジコカブシキ		△ 646		△ 62		△ 821		△ 1,608

		短期借入金 タンキカリイレキン		8,290		8,441		5,231		2,676

		長期借入金 チョウキカリイレキン		9,830		6,958		5,602		3,146

		有利子負債合計 ユウリシフサイゴウケイ		18,120		15,399		10,834		5,822

		単体 タンタイ				18/3		19/3		20/3

		売上高 ウリアゲダカ				67,805		70,358

		売上原価 ウリアゲゲンカ				55,346		56,450

		売上総利益 ウリアゲソウリエキ				12,459		13,908

		売上原価率 ウリアゲゲンカリツ				81.6%		80.2%		0.0%

		営業利益 エイギョウリエキ				1,983		3,411

		経常利益 ケイジョウリエキ				2,135		4,090

		税引き前当期純利益 ゼイビマエトウキジュンリエキ				1,589		4,133

		当期純利益 トウキジュンリエキ				803		2,796

		資本金 シホンキン				7,083		7,083

		発行済株式総数 ハッコウズカブシキソウスウ				141,667		141,667		141,667

		純資産額 ジュンシサンガク				31,966		33,409

		総資産額 ソウシサンガク				60,082		58,643

		1株当り純資産額 カブアタジュンシサンガク				225.73		239

		1株当り配当 カブアタハイトウ				5.00		6.00

		1株当り当期純利益 カブアタトウキジュンリエキ				5.43		19.78

		自己資本比率 ジコシホンヒリツ				53.20		56.97

		自己資本利益率（株主資本利益率・ＲＯＥ） ジコシホンリエキリツカブヌシシホンリエキリツ				2.72		8.55

		株価収益率 カブカシュウエキリツ				96.69		22.14

		配当性向 ハイトウセイコウ				92.15		30.33

		従業員数 ジュウギョウインスウ				421		419



千葉工場6,741百万
神戸工場4,934百万
岡山工場3,865百万
福岡工場3,035百万
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目盛：有利子負債は中心点が50%で10%毎
　　　　他の指標は中心点が0%で2%毎

17/3

18/3

19/3

20/3



		次代の生産モデルとは ジダイセイサン

		熱エネルギー３０％削減 ネツサクゲン

		ＣＯ2排出量削減 ハイシュツリョウサクゲン

		双方のバランスを取った、効率性、環境配慮の最適化の追求 ソウホウトコウリツセイカンキョウハイリョサイテキカツイキュウ

		環境負荷低減型モデル カンキョウフカテイゲンガタ

		環境負荷軽減 カンキョウフカケイゲン		省エネ ショウ		温廃山利用システム、醗酵ガスエタノール、雨水利用、太陽光発電 アツシハイヤマリヨウハッコウウスイリヨウタイヨウコウハツデン

				省資源 ショウシゲン		エコフレコン、エコバッグ袋、再生セメント フクロサイセイ

				発電利用 ハツデンリヨウ		太陽光発電、風力発電、圧電素子、波力(樹脂）、温度差 タイヨウコウハツデンフウリョクハツデンアツデンソコナミチカラジュシオンドサ

				CO2対策 タイサク		バッテリーフォークリフト、電子ライン、緑化物資 デンシリョクカブッシ

		効率性 コウリツセイ		モータのインバータ化 カ

		最新鋭で、最強の生産体制 サイシンエイサイキョウセイサンタイセイ



千葉工場6,741百万
神戸工場4,934百万
岡山工場3,865百万
福岡工場3,035百万
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Ⅲ．キャッシュ・フローの見通し 

17年3月期 18年3月期 19年3月期

営業キャッシュ・フロー 131 130 130

投資キャッシュ・フロー ▲ 76 ▲ 90 ▲ 90

フリー・キャッシュ・フロー 55 40 40 （単位：億円） 

＊追加的資金需要には、外部負債調達で対応。 

【主要な投資内容】 
2017年3月期 
・当社、北海道糖業及びニュートリーの設備投資など 
 
2018年3月期 
・生産設備投資…約40億円 
・海外投資  …約50億円 
 
2019年3月期 
・生産設備投資…約60億円 
・新規事業投資…約30億円 


①業績（全社・連結）

		

																（単位：百万円) タンイヒャクマンエン

				全　社 ゼンシャ		18年3月 ネンガツ		19年3月 ネンガツ		20年3月 ネンガツ		21年3月 ネンガツ		前期実績対比 ゼンキジッセキタイヒ

				売上高 ウリアゲダカ		73,724		76,336		78,535		77,119		▲ 1,416		98.2%

				営業利益 エイギョウリエキ		1,962		3,673		6,191		6,413		+ 222		103.6%

				経常利益 ケイジョウリエキ		2,197		4,289		7,008		6,521		▲ 487		93.0%

				当期純利益 トウキジュンリエキ		1,176		2,952		4,409		3,952		▲ 457		89.6%





①業績（全社・連結）

		



&A

Page &P

売上高

営業利益

経常利益

当期純利益



②セグメント別業績表

														（単位：百万円） タンイヒャクマンエン

		セグメント別 ベツ		売上高 ウリアゲダカ						営業利益 エイギョウリエキ

				20年3月期 ネンガツキ		21年3月期 ネンガツキ		前期実績対比 ゼンキジッセキタイヒ		20年3月期 ネンガツキ		21年3月期 ネンガツキ		前期実績対比 ゼンキジッセキタイヒ

		砂　糖 スナトウ		69,800		68,589		▲ 1,211		7,326		7,297		▲ 29

		食品素材 ショクヒンソザイ		7,276		6,910		▲ 366		299		247		▲ 52

		不動産 フドウサン		1,420		1,582		+ 162		636		917		+ 281

		その他 タ		38		37		▲ 1		19		19		+ 0

		消去・全社 ショウキョゼンシャ		-		-		-		▲ 2,090		▲ 2,069		+ 21

		合　計 ゴウケイ		78,535		77,119		▲ 1,416		6,191		6,413		+ 222





業界シェア

		

		三井製糖 ミツイセイトウ		28

		グループＡ		23.2

		グループＢ		14.5

		グループＣ		14.4

		グループＤ		6

		グループＥ		3.9

		その他 タ		9.9

		合計 ゴウケイ		99.9



千葉工場6,741百万
神戸工場4,934百万
岡山工場3,865百万
福岡工場3,035百万



業界シェア
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＊目盛：有利子負債は10%毎、他は2%毎
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②’セグメント別業績棒グラフ

		





設備投資計画

		

										19/3実績 ジッセキ		20/3実績 ジッセキ		21/3当初計画 トウショケイカク		21/3実行計画 ジッコウケイカク

								売上高 ウリアゲダカ		763		750		750		770

								食品素材事業 ショクヒンソザイジギョウ		3		3		4		1.27

								不動産事業 フドウサンジギョウ		1		5		7		7.95

								砂糖事業 サトウジギョウ		33		37		39		31.23

								営業利益 エイギョウリエキ		37		45		50		40.45

										19/3実績 ジッセキ		20/3実績 ジッセキ		21/3当初計画 トウショケイカク		21/3実行計画 ジッコウケイカク

								売上高 ウリアゲダカ		763		750		750		770

								食品素材事業 ショクヒンソザイジギョウ		3		3		4		1.27

								不動産事業 フドウサンジギョウ		4		8		11		9.22

								砂糖事業 サトウジギョウ		37		45		50		40.45

																(単位：百万円） タンイヒャクマンエン

						連結 レンケツ				22年3月期事業計画 ネンガツキジギョウケイカク				21年3月期
実績 ネンガツキジッセキ		前年実績
差異 ゼンネンジッセキサイ

										中間 チュウカン		期末 キマツ										連結 レンケツ				22年3月期事業計画 ネンガツキジギョウケイカク				21年3月期
実績 ネンガツキジッセキ		前年実績
差異 ゼンネンジッセキサイ

						売上高 ウリアゲダカ				39,000		76,800		77,119		▲ 319										中間 チュウカン		期末 キマツ

						営業利益 エイギョウリエキ				3,060		5,860		6,413		▲ 553						売上高 ウリアゲダカ				39,000		76,800		77,119		▲ 319

						経常利益 ケイジョウリエキ				3,170		6,070		6,521		▲ 451						営業利益 エイギョウリエキ				3,060		5,860		6,413		▲ 553

						当期純利益 トウキジュンリエキ				1,870		3,580		3,952		▲ 372						経常利益 ケイジョウリエキ				3,170		6,070		6,521		▲ 451

																						当期純利益 トウキジュンリエキ				1,870		3,580		3,952		▲ 372

						内訳 ウチワケ		当　　社 トウシャ								+ 0

								連結子会社 レンケツコガイシャ								+ 0

								持分会社 モチブンカイシャ								+ 0

																																		(単位：百万円） タンイヒャクマンエン

																						連結 レンケツ		売上高 ウリアゲダカ						営業利益 エイギョウリエキ

																								21年3月期
実績 ネンガツキジッセキ		22年3月期
計画 ネンガツキケイカク		前年差異 ゼンネンサイ		21年3月期
実績 ネンガツキジッセキ		22年3月期
計画 ネンガツキケイカク		前年差異 ゼンネンサイ

																						砂糖事業 サトウジギョウ		68,589		68,280		▲ 309		7,298		6,810		▲ 488

								0														食品素材事業 ショクヒンソザイジギョウ		6,910		7,020		+ 110		248		340		+ 92

																						不動産事業 フドウサンジギョウ		1,583		1,500		▲ 83		918		900		▲ 18

																						その他事業 タジギョウ		37		0		▲ 37		19		0		▲ 19

																						消去または全社 ショウキョゼンシャ		-		-		-		▲ 2,069		▲ 2,190		▲ 121

																						合計 ゴウケイ		77,119		76,800		▲ 319		6,413		5,860		▲ 553

																								売上高 ウリアゲダカ								営業利益 エイギョウリエキ

																								20/年3実績 ネンジッセキ		21/3計画 ケイカク		前年差異 ゼンネンサイ				20/年3実績 ネンジッセキ		21/3計画 ケイカク		前年差異 ゼンネンサイ

																						砂糖事業 サトウジギョウ		69,800		69,754		▲ 46		砂糖事業 サトウジギョウ		7,326		6,270		▲ 1,056

																						食品素材事業 ショクヒンソザイジギョウ		7,276		7,480		+ 204		食品素材事業 ショクヒンソザイジギョウ		299		380		+ 81

																						不動産事業 フドウサンジギョウ		1,420		1,566		+ 146		不動産事業 フドウサンジギョウ		636		895		+ 259

																						その他事業 タジギョウ		38				▲ 38		その他事業 タジギョウ		19		0		▲ 19

																						合計 ゴウケイ		78,535		78,800		+ 265		合計 ゴウケイ		6,191		5,420		▲ 771





設備投資計画

		





⑤ｷｬｯｼｭﾌﾛｰ&有利子負債

		

						20年3月期 ネンガツキ																																												売値UP ウリネ										2569

						販売価格改定 ハンバイカカクカイテイ																																												販売量減 ハンバイリョウゲン										-2695

						販売量減少 ハンバイリョウゲンショウ																																												子会社売上減 コガイシャウリアゲゲン										-1051

						甘蔗糖子会社売上減他 カンショトウコガイシャウリアゲゲンホカ																																												在庫差他 ザイコサホカ										-34		-1085

						食品素材売上減 ショクヒンソザイウリアゲゲン																																												砂糖事業計 サトウジギョウケイ										-1177

						不動産事業売上増 フドウサンジギョウウリアゲゾウ																																												食材本体 ショクザイホンタイ										-180

						21年3月期 ネンガツキ																																												テクノス										-221		-401

										770						780						790						800						810

						20年3月期 ネンガツキ

						販売価格改定 ハンバイカカクカイテイ

						販売量減による利益減 ハンバイリョウゲンリエキゲン

						原料費･製造費増 ゲンリョウヒセイゾウヒゾウ																																												原料費ＵＰ ゲンリョウヒ										-497

						販売費その他 ハンバイヒタ																																												製造費ＵＰ セイゾウヒ										-1028		-1525

						食品素材事業 ショクヒンソザイジギョウ

						不動産事業 フドウサンジギョウ

						21年3月期 ネンガツキ

										60								70								80								90

				20年3月期経常利益 ネンガツキケイジョウリエキ

				営業利益増 エイギョウリエキゾウ

				営業外損益 エイギョウガイソンエキ

				持分法投資損益 モチブンホウトウシソンエキ

				21年3月期経常利益 ネンガツキケイジョウリエキ

										60								70								80								90

				20年3月期税前当期純利益 ネンガツキゼイマエトウキジュンリエキ

				経常利益減 ケイジョウリエキゲン

				特別利益 トクベツリエキ

				特別損失 トクベツソンシツ

				21年3月期税前当期純利益 ネンガツキゼイマエトウキジュンリエキ

										60								70								80								90

						21年3月期実績 ネンガツキジッセキ																																												売値UP ウリネ

						販売価格改定 ハンバイカカクカイテイ																																												販売量微減 ハンバイリョウビゲン

						販売量減少 ハンバイリョウゲンショウ																																												子会社売上減 コガイシャウリアゲゲン

						甘蔗糖子会社売上減他 カンショトウコガイシャウリアゲゲンホカ																																												在庫差他 ザイコサホカ												0

						食品素材売上増 ショクヒンソザイウリアゲゾウ																																												砂糖事業計 サトウジギョウケイ										0

						不動産事業売上減 フドウサンジギョウウリアゲゲン																																												食材本体 ショクザイホンタイ										-180

						21年3月期業績予想 ネンガツキギョウセキヨソウ																																												テクノス										-221		-401

										750								760								770								780

						21年3月期実績 ネンガツキジッセキ

						販売価格改定 ハンバイカカクカイテイ

						販売量減による利益減 ハンバイリョウゲンリエキゲン

						原料費･製造費増 ゲンリョウヒセイゾウヒゾウ																																												原料費ＵＰ ゲンリョウヒ										-497

						販売費その他 ハンバイヒタ																																												製造費ＵＰ セイゾウヒ										-1028		-1525

						食品素材事業 ショクヒンソザイジギョウ

						不動産事業 フドウサンジギョウ

						22年3月期業績予想 ネンガツキギョウセキヨソウ

												55										60										65

						50



76,336

78,535

＋2,099

6,191

＋93

±0

▲58

＋529

▲53

+２，１９９百万円

+２，５１８百万円

785.4億円

＋25.7億円

▲3.7億円

771.2億円

▲27.0億円

＋1.6億円

売値UP

販売量減

売上高増減推移

▲1,272

78,535

＋2,569

▲180

▲2,695

＋162

77,120

国産糖制度変更による減他

売値UP

販売量減

売上高増減推移

▲10.8億円

＋25.7億円

▲0.5億円

77,120

＋2.8億円

営業利益増減推移

砂糖事業計
▲12.1億円

64.1億円

▲5.3億円

▲15.3億円

▲5.4億円

砂糖事業計
▲0.3億円

▲1.9億円

▲5.2億円

61.9億円

経常利益増減推移

税引前当期純利益増減推移

65.2億円

70.1億円

70.2億円

＋25.7億円

＋1.1億円

771.2億円

▲27.0億円

▲0.8億円

甘蔗糖会社売上減他

売値UP

販売量減

売上高増減推移

砂糖事業計
▲3.1億円

768.0億円

64.1億円

▲0.5億円

77,120

＋2.8億円

営業利益増減推移

55.

▲5.3億円

▲15.3億円

▲5.4億円

砂糖事業計
▲0.3億円

単位：億円

単位：億円

単位：億円

単位：億円

単位：億円

単位：億円

▲0.8億円

▲0.5億円

＋2.2億円

▲4.9億円

64.1億円



砂糖需要量推移

		

						20年3月期 ネンガツキ																																																		売値UP ウリネ										2569

						販売価格改定 ハンバイカカクカイテイ																																																		販売量減 ハンバイリョウゲン										-1990

						砂糖販売量減少 サトウハンバイリョウゲンショウ																																																		子会社売上減 コガイシャウリアゲゲン										-1051

						仕入・加工商品売上減他 シイカコウショウヒンウリアゲゲンホカ																																																		在庫差他 ザイコサホカ										-34		-3075

						子会社売上減（国産甘蔗糖他） コガイシャウリアゲゲンコクサンカンショトウホカ																																																		在庫差他 ザイコサホカ										-34		-1119

						食品素材売上減 ショクヒンソザイウリアゲゲン																																																		砂糖事業計 サトウジギョウケイ										-472

						不動産事業売上増 フドウサンジギョウウリアゲゾウ																																																		食材本体 ショクザイホンタイ										-180

						21年3月期 ネンガツキ																																																		テクノス										-221		-401

																770						780						790						800						810

																																																								販売量DOWN ハンバイリョウ

						20年3月期 ネンガツキ

						売上高減少に伴う収益減 ウリアゲダカゲンショウトモナシュウエキゲン

						生産量減少に伴う経費減 セイサンリョウゲンショウトモナケイヒゲン

						原料費・製造費UP ゲンリョウヒセイゾウヒ

						販売費UP ハンバイヒ

						仕入・加工商品売上減に伴う経費減 シイカコウショウヒンウリアゲゲントモナケイヒゲン																																																		原料費ＵＰ ゲンリョウヒ										-497

						食品素材事業 ショクヒンソザイジギョウ

						不動産事業 フドウサンジギョウ

						21年3月期 ネンガツキ

								40								50								60								70

				20年3月期経常利益 ネンガツキケイジョウリエキ

				営業利益増 エイギョウリエキゾウ

				営業外損益 エイギョウガイソンエキ

				持分法投資損益 モチブンホウトウシソンエキ

				21年3月期経常利益 ネンガツキケイジョウリエキ

								50								60								70								80

				20年3月期税前当期純利益 ネンガツキゼイマエトウキジュンリエキ

				経常利益減 ケイジョウリエキゲン

				特別利益 トクベツリエキ

				特別損失 トクベツソンシツ

				21年3月期税前当期純利益 ネンガツキゼイマエトウキジュンリエキ

								50								60								70								80

						21年3月期実績 ネンガツキジッセキ																																																		売値UP ウリネ

						販売価格改定 ハンバイカカクカイテイ																																																		販売量微減 ハンバイリョウビゲン

						販売量減少 ハンバイリョウゲンショウ																																																		子会社売上減 コガイシャウリアゲゲン

						甘蔗糖子会社売上減他 カンショトウコガイシャウリアゲゲンホカ																																																		在庫差他 ザイコサホカ												0

						食品素材売上増 ショクヒンソザイウリアゲゾウ																																																		砂糖事業計 サトウジギョウケイ										0

						不動産事業売上減 フドウサンジギョウウリアゲゲン																																																		食材本体 ショクザイホンタイ										-180

						22年3月期業績予想 ネンガツキギョウセキヨソウ																																																		テクノス										-221		-401

																750								760								770								780

						21年3月期実績 ネンガツキジッセキ

						販売価格改定 ハンバイカカクカイテイ

						販売量減による利益減 ハンバイリョウゲンリエキゲン

						原料費･製造費増 ゲンリョウヒセイゾウヒゾウ																																																		原料費ＵＰ ゲンリョウヒ										-497

						販売費その他 ハンバイヒタ																																																		製造費ＵＰ セイゾウヒ										-1028		-1525

						食品素材事業 ショクヒンソザイジギョウ

						不動産事業 フドウサンジギョウ

						22年3月期業績予想 ネンガツキギョウセキヨソウ

																		55										60										65

						50



76,336

78,535

＋2,099

6,191

＋93

±0

▲58

＋529

▲53

+２，１９９百万円

+２，５１８百万円

785.4億円

＋25.7億円

▲3.7億円

771.2億円

▲19.9億円

＋1.6億円

売値UP

販売量減

売上高増減推移

▲1,272

78,535

＋2,569

▲180

▲2,695

＋162

77,120

国産糖制度変更による減他

売値UP

販売量減

売上高増減推移

＋21.7億円

▲0.5億円

77,120

＋2.8億円

営業利益増減推移

砂糖事業計
▲12.1億円

64.1億円

▲5.3億円

▲5.4億円

砂糖事業計
▲0.3億円

▲1.9億円

▲5.2億円

61.9億円

経常利益増減推移

当期純利益増減推移（税引前）

65.2億円

70.1億円

70.2億円

＋25.7億円

＋1.1億円

771.2億円

▲27.0億円

▲0.8億円

甘蔗糖会社売上減他

売値UP

販売量減

売上高増減推移

砂糖事業計
▲3.1億円

768.0億円

64.1億円

▲0.5億円

77,120

＋2.8億円

営業利益増減推移

55.

▲5.3億円

▲15.3億円

▲5.4億円

砂糖事業計
▲0.3億円

単位：億円

単位：億円

単位：億円

単位：億円

単位：億円

単位：億円

▲0.8億円

▲0.5億円

＋2.2億円

▲4.9億円

64.1億円

▲7.3億円

▲10.6億円

▲12.1億円

＋10.1億円円

▲15.3億円

▲4.5億円

売上高７７１．２億円
（前期比▲１４．２億円）

営業利益６４．１億円
（前期比＋２．２億円）

経常利益６５．２億円
（前期比▲４．９億円）

当期純利益６４．１億円
（前期比▲６．１億円）



④連結貸借対照表

		

		１０年３月期　設備投資計画　砂糖関連 ネンガツキセツビトウシケイカクサトウカンレン

						砂糖４工場 サトウコウジョウ		その他 タ				合計 ゴウケイ

		老朽更新 ロウキュウコウシン		21%		184,070		28,651		41%		212,721		23%

		安定操業 アンテイソウギョウ		25%		213,842		8,060		12%		221,902		24%

		品質対策 ヒンシツタイサク		17%		149,490		3,800		5%		153,290		17%

		省ｴﾈ･環境対策 ショウカンキョウタイサク		20%		173,787		4,100		6%		177,887		19%

		安全衛生対策 アンゼンエイセイタイサク		4%		31,240		10,015		14%		41,255		4%

		生産効率化 セイサンコウリツカ		12%		104,360		15,220		22%		119,580		13%

		合計 ゴウケイ		100%		856,789		69,846		100%		926,635		100%





④連結貸借対照表

		





各指標推移

		





次代の生産モデル

												(単位：百万円） タンイヒャクマンエン

						連結 レンケツ		18年3月期 ネンガツキ		19年3月期 ネンガツキ		前期対比 ゼンキタイヒ

						営業キャッシュフロー エイギョウ		756		6,156		+ 1,376

						投資キャッシュフロー トウシ		339		▲ 223		▲ 719

						(フリー・キャッシュ・フロー

						財務キャッシュフロー ザイム		▲ 3,332		▲ 6,036		▲ 1,015

						現金・現金同等物増減額 ゲンキンゲンキンドウトウブツゾウゲンガク		2,235		▲ 103		▲ 358

						現金・現金同等物期首残高 ゲンキンゲンキンドウトウブツキシュザンダカ		2,270		2,441		▲ 103

						合併に伴う変動 ガッペイトモナヘンドウ		2,406		-		-

						現金・現金同等物期末残高 ゲンキンゲンキンドウトウブツキマツザンダカ		2,441		2,338		▲ 461

												(単位：百万円） タンイヒャクマンエン

						連結 レンケツ		18年3月期 ネンガツキ		19年3月期 ネンガツキ		前期対比 ゼンキタイヒ

						短期借入金、C・P タンキカリイレキン		8,441		5,231		0

						長期借入金 チョウキシャクニュウキン		6,958		5,602		0

						有利子負債合計 ユウリシフサイゴウケイ		15,399		10,833		0

										(百万円） ヒャクマンエン

								17年3月期 ネンガツキ		18年3月期 ネンガツキ		19年3月期 ネンガツキ

						営業キャッシュ・フロー エイギョウ		131		130		130

						投資キャッシュ・フロー トウシ		▲ 76		▲ 90		▲ 90

						フリー・キャッシュ・フロー		55		40		40

						財務キャッシュ・フロー ザイム		▲ 45		▲ 36		▲ 28

						現金・現金同等物増減額 ゲンキンゲンキンドウトウブツゾウゲンガク		10		9		3

						現金・現金同等物期首残高 ゲンキンゲンキンドウトウブツキシュザンダカ		175		186		195

						合併に伴う変動 ガッペイトモナヘンドウ		-		-		-

						現金・現金同等物期末残高 ゲンキンゲンキンドウトウブツキマツザンダカ		186		195		198

						連　　結 レンムスブ		19年3月期 ネンガツキ		20年3月期 ネンガツキ		21年3月期 ネンガツキ

						短期借入金、C・P タンキカリイレキン		5,231		2,676		3,100

						長期借入金 チョウキシャクニュウキン		5,602		3,146		2,026

						有利子負債合計 ユウリシフサイゴウケイ		10,833		5,822		5,126

						連　　結 レンムスブ		20年3月期 ネンガツキ

						営業キャッシュ・フロー エイギョウ		7,533

						投資キャッシュ・フロー トウシ		▲ 943

						（フリー・キャッシュ・フロー）		6,590

						財務キャッシュ・フロー ザイム		▲ 7,051

						現金・現金同等物増減額 ゲンキンゲンキンドウトウブツゾウゲンガク		▲ 461

						現金・現金同等物期首残高 ゲンキンゲンキンドウトウブツキシュザンダカ		2,338

						合併に伴う変動 ガッペイトモナヘンドウ		-

						現金・現金同等物期末残高 ゲンキンゲンキンドウトウブツキマツザンダカ		1,876

						連　　結 レンムスブ		20年3月期 ネンガツキ

						短期借入金、C・P、
一年以内長期借入金 タンキカリイレキンイチネンイナイチョウキカリイレキン		2,676

						長期借入金 チョウキシャクニュウキン		3,146

						有利子負債合計 ユウリシフサイゴウケイ		5,822





次代の生産モデル

		



&A

Page &P

19/03

20/03

21/03

営業キャッシュ・フロー

投資キャッシュ・フロー

フリー・キャッシュ・フロー

財務キャッシュ・フロー



		１．需給関係資料

		(1) 砂糖及び異性化糖の需給総括表

		砂糖年度		総需要量（1）				国内産糖生産量（2）										輸入量		(2)／(1)		一　人		異性化糖

						対前年比				てん菜糖						甘しゃ糖						当たり		需要量

												白　糖		原料糖								消費量

				千トン		％		千トン		千トン		千トン		千トン		千トン		千トン		％		kg		千トン

		54		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		55		2,614		▲ 10.7		765		535		535		-		223		1,548		29		22.3		432

		60		2,655		0.5		870		574		574		-		285		1,779		32		21.9		617

		H2		2,643		0.4		865		644		527		116		212		1,693		32		21.3		725

		4		2,513		▲ 3.8		838		626		513		112		204		1,701		33		20.2		672

		5		2,476		▲ 1.5		790		602		491		111		180		1,628		32		19.8		738

		6		2,471		▲ 0.2		765		583		501		82		175		1,639		31		19.8		727

		7		2,435		▲ 1.5		842		650		491		159		183		1,606		35		19.4		733

		8		2,385		▲ 2.1		716		573		483		90		136		1,608		30		18.9		737

		9		2,323		▲ 2.6		808		643		476		166		156		1,542		35		18.4		740

		10		2,313		▲ 0.4		860		679		453		225		172		1,468		37		18.3		760

		11		2,300		▲ 0.6		800		616		482		134		175		1,487		35		18.1		763

		12		2,293		▲ 0.3		730		569		446		123		153		1,483		32		18.1		741

		13		2,277		▲ 0.7		840		663		471		192		170		1,405		37		17.9		761

		14		2,296		0.8		875		721		469		252		143		1,480		38		18.0		768

		15		2,237		▲ 2.6		904		743		463		280		153		1,364		40		17.5		791

		16		2,229		▲ 0.4		912		784		477		307		121		1,272		41		17.5		796

		17		2,165		▲ 2.9		839		699		452		247		132		1,326		39		17.0		790

		18		2,181		0.7		800		643		451		192		148		1,346		37		17.1		801

		19		2,197		0.7		861		683		454		229		169		1,380		39		17.2		824

		20＊		2,182		▲ 0.7		873		683		451		232		181		1,427		40		17.1		804

		（農林水産省資料より）

		注１．砂糖年度とは、当該年の10月1日から翌年の9月30日までの期間をいう。

		　２．国内産糖生産量と輸入量の合計と総需要量の差は在庫変動である。

		　３．国内産糖生産量には含みつ糖生産量を含む。

		国内産糖・異性化糖生産量及び砂糖の輸入実績の推移



業界としての取組み課題

合併の目的
規模のメリットの発揮

取巻く環境

ＷＴＯ
FTA・EPA

世界的
景気低迷

国内
消費減退

資源高

食の安全への関心

3年間の実績
企業基盤の整備
①販売略の安定、②B/Sの改善

適正な市場
形成・維持

安定した
供給体制の確保
形成・維持

当社としての取組み課題：アゲインストの風に耐え得る、安定的な収益体制の確立
→更なる企業基盤の強化

企業力アップへの集中投資
品質管理、効率化、人材

連結経営、グループ力の発揮

短期的取り組み
スプーンブランドの更なる活用
次代の生産モデルの追求

企業価値の向上

企業価値の向上

3年間の歩み



		54		54		54		54		54

		55		55		55		55		55

		56		56		56		56		56

		57		57		57		57		57

		58		58		58		58		58

		59		59		59		59		59

		60		60		60		60		60

		61		61		61		61		61

		62		62		62		62		62

		63		63		63		63		63

		1		1		1		1		1

		2		2		2		2		2

		3		3		3		3		3

		4		4		4		4		4

		5		5		5		5		5

		6		6		6		6		6

		7		7		7		7		7

		8		8		8		8		8

		9		9		9		9		9

		10		10		10		10		10

		11		11		11		11		11

		12		12		12		12		12

		13		13		13		13		13

		14		14		14		14		14

		15		15		15		15		15

		16		16		16		16		16

		17		17		17		17		17

		18		18		18		18		18

		19		19		19		19		19



てん菜糖原料糖

てん菜糖白糖

甘しゃ糖

輸入糖

異性化糖

砂糖年度

千ﾄﾝ

0

0

0

0

0

0

535

223

1548

432

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

574

285

1779

617

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

116

527

212

1693

725

0

0

0

0

0

112

513

204

1701

672

111

491

180

1628

738

82

501

175

1639

727

159

491

183

1606

733

90

483

136

1608

737

166

476

156

1542

740

225

453

172

1468

760

134

482

175

1487

763

123

446

153

1483

741

192

471

170

1405

761

252

469

143

1480

768

280

463

153

1364

791

307

477

121

1272

796

247

452

132

1326

790

192

451

148

1346

801

229

454

169

1380

824



		



*砂糖年度は10-9月
*20年は見通し

千㌧

2,643

2,197



																						(単位：百万円） タンイヒャクマンエン

				借　　方 シャクカタ										貸　　方 カシカタ

				資　　　　　産 シサン		流動資産 リュウドウシサン		39,172		39,538		増減 ゾウゲン		負債 フサイ		流動負債 リュウドウフサイ		39,172		39,538		増減 ゾウゲン

								18,126		16,472		▲ 1,654						14,474		13,149		▲ 1,324

								主な要因 オモヨウイン										主な要因 オモヨウイン

								・現金及び預金 ゲンキンオヨヨキン				▲ 461						・支払手形・買掛金 シハライテガタカイカケキン				+ 1,481

								・受取手形及び売掛金 ウケトリテガタオヨウリカケキン				▲ 368						・ｺﾏｰｼｬﾙﾍﾟｰﾊﾟｰ				▲ 2,500

								・棚卸資産 タナオロシシサン				▲ 791

																固定負債 コテイフサイ		39,172		39,538		増減 ゾウゲン

																		12,872		9,896		▲ 2,975

																		主な要因 オモヨウイン

																		・長期借入金 チョウキカリイレキン				▲ 2,457

						固定資産 コテイシサン		39,172		39,538		増減 ゾウゲン

								52,271		51,893		▲ 377

								主な要因 オモヨウイン						負債合計 フサイゴウケイ				39,172		39,538		増減 ゾウゲン

								・有形固定資産 ユウケイコテイシサン				▲ 631						27,346		23,046		▲ 4,300

								・無形固定資産 ムケイコテイシサン				▲ 36		純資産 ジュンシサン				39,172		39,538		増減 ゾウゲン

								・投資その他の資産 トウシタシサン				+ 291						43,051		45,319		+ 2,268

																		主な要因 オモヨウイン

																		・利益剰余金 リエキジョウヨキン				+ 3,155

																		・自己株式　 ジコカブシキ				▲ 787

				借方合計 カリカタゴウケイ				39,172		39,538		増減 ゾウゲン		貸方合計 カガタゴウケイ				39,172		39,538		増減 ゾウゲン

								70,397		68,365		▲ 2,031						70,397		68,365		▲ 2,031

				２１年３月期用 ネンガツキヨウ

																						(単位：百万円） タンイヒャクマンエン

				借　　方 シャクカタ										貸　　方 カシカタ

				資　　　　　産 シサン		流動資産 リュウドウシサン		39,538		39,903		増減 ゾウゲン		負債 フサイ		流動負債 リュウドウフサイ		39,538		39,903		増減 ゾウゲン

								16,472		18,681		+ 2,209						13,149		12,959		▲ 190

								主な要因 オモヨウイン										主な要因 オモヨウイン

								・現金及び預金 ゲンキンオヨヨキン				+ 1,256						・支払手形・買掛金 シハライテガタカイカケキン				▲ 61

								・受取手形及び売掛金 ウケトリテガタオヨウリカケキン				+ 100						・短期借入金 タンキカリイレキン				+ 1,600

								・棚卸資産 タナオロシシサン				+ 865						・１年以内返済予定長期借入金 ネンイナイヘンサイヨテイチョウキカリイレキン				▲ 1,176

																固定負債 コテイフサイ		39,538		39,903		増減 ゾウゲン

																		9,896		8,202		▲ 1,694

																		主な要因 オモヨウイン

																		・長期借入金 チョウキカリイレキン				▲ 1,120

						固定資産 コテイシサン		39,538		39,903		増減 ゾウゲン

								51,893		49,910		▲ 1,983

								主な要因 オモヨウイン						負債合計 フサイゴウケイ				39,538		39,903		増減 ゾウゲン

								・有形固定資産 ユウケイコテイシサン				▲ 698						23,046		21,162		▲ 1,884

								・無形固定資産 ムケイコテイシサン				▲ 6		純資産 ジュンシサン				39,172		39,538		増減 ゾウゲン

								・投資その他の資産 トウシタシサン				▲ 1,279						45,319		47,429		+ 2,110

																		主な要因 オモヨウイン

																		・利益剰余金 リエキジョウヨキン				+ 2,988

				借方合計 カリカタゴウケイ				39,172		39,538		増減 ゾウゲン		貸方合計 カガタゴウケイ				39,172		39,538		増減 ゾウゲン

								68,365		68,592		+ 227						68,365		68,592		+ 227





				８２期 キ		８３期 キ		８４期見込 キミコ		８５期（計画） キケイカク

		砂糖原価限界利益推移表 サトウゲンカゲンカイリエキスイイヒョウ		24.64		32.86		33.06		29.3

				８２期 キ		８３期 キ		８４期見込 キミコ		８５期（計） キケイ

		販売量推移表（製品） ハンバイリョウスイイヒョウセイヒン		428,466		400,059		431,820		434,680

		部門別推移（単体）売上 ブモンベツスイイタンタイウリア		８２期 キ		８３期 キ		８４期見込 キミコ		８５期（計画） キケイカク

		砂糖部門 サトウブモン		61,812		64,543		66,955		66,818

		食品素材 ショクヒンソザイ		4,465		4,345		3,723		3,857

		不動産 フドウサン		1,528		1,371		1,459		1,608

		部門別推移（営業利益） ブモンベツスイイエイギョウリエキ		８２期 キ		８３期 キ		８４期見込 キミコ		８５期（計画） キケイカク

		砂糖部門 サトウブモン		1,256		3,266		4,720		3,123

		食品素材 ショクヒンソザイ		147		172		36		128

		不動産 フドウサン		581		3		514		795

		製造費単価推移 セイゾウヒタンカスイイ		８２期 キ		８３期 キ		８４期見込 キミコ		８５期（計画） キケイカク

		固定費 コテイヒ		16.0		18.4		15.5		15.8

		変動費 ヘンドウヒ		11.0		11.3		11.7		12.2

		製造費額推移 セイゾウヒガクスイイ		８２期 キ		８３期 キ		８４期見込 キミコ		８５期（計画） キケイカク

		変動費 ヘンドウヒ		5,128		4,995		5,503		5,826

		固定費 コテイヒ		6,742		7,345		6,640		6,805

				８２期 キ		８３期 キ		８４期見込 キミコ		８５期（計） キケイ

		溶糖量推移 トトウリョウスイイ		436,059		413,266		444,566		446,840

		販売量推移表（製品） ハンバイリョウスイイヒョウセイヒン		428,466		400,059		431,820		434,680

		固定資産 コテイシサン		砂糖事業 サトウジギョウ		不動産 フドウサン		社宅 シャタク		食品素材 ショクヒンソザイ		本社・研究 ホンシャケンキュウ

				20,334		12,886		450		780		804		35253.3

				砂糖事業 サトウジギョウ		食品素材 ショクヒンソザイ		不動産 フドウサン		管理 カンリ

		人員 ジンイン		318		50		5		69

				千葉工場 チバコウジョウ		神戸工場 コウベコウジョウ		岡山工場 オカヤマコウジョウ		福岡工場 フクオカコウジョウ

				6,741		4,934		3,865		3,035

		連・単比較　PL８３期 レンタンヒカクキ		単体 タンタイ		連結 レンケツ		連結 レンケツ

		売上高 ウリアゲダカ		70,358		5,978		76,336

		総資産 ソウシサン		57,518		11,749		69,267

				単体 タンタイ		連結 レンケツ		連結 レンケツ

		経常利益 ケイジョウリエキ		4,090		199		4,289

		当期利益 トウキリエキ		2,796		156		2,952

		連・単比較　BS８４期中間 レンタンヒカクキチュウカン		単体 タンタイ		連結 レンケツ		連結 レンケツ

		流動資産 リュウドウシサン		14,511		2,603		17,114

		固定資産 コテイシサン		43,007		9,146		52,153

		流動負債 リュウドウフサイ		12,858		427		13,285

		固定負債 コテイフサイ		10,852		879		11,731

		純資産 ジュンシサン		33,807		10,444		44,251

				単体 タンタイ		連結 レンケツ

		流動資産 リュウドウシサン		14,511		17,114

		固定資産 コテイシサン		43,007		52,153

		流動負債 リュウドウフサイ		12,858		13,285

		固定負債 コテイフサイ		10,852		11,731

		純資産 ジュンシサン		33,807		44,251

				当社 トウシャ		製造業平均 セイゾウギョウヘイキン

		ROE

		ROA

		流動比率 リュウドウヒリツ		39,142

				三井製糖 ミツイセイトウ		食料品 ショクリョウヒン		全製造業 ゼンセイゾウギョウ		全製造業 ゼンセイゾウギョウ

		売上高経常利益率 ウリアゲダカケイジョウリエキリツ		5.81		2.78		5.29		5.29

		株主資本利益率〔ＲＯＥ〕 カブヌシシホンリエキリツ		8.55		3.16		6.76		6.76

		使用総資本利益率〔ＲＯＡ〕 シヨウソウシホンリエキリツ		4.71		1.34		2.96		2.96

		売上高原価率 ウリアゲダカゲンカリツ		8.023		7.257		7.901		7.901

		売上高人件費比率 ウリアゲダカジンケンヒヒリツ		5.14		13.17		13.21		13.21

		固定比率 コテイヒリツ		13.04		13.57		11.65		116.51

		使用総資本回転率(回） シヨウソウシホンカイテンリツカイ		1.19		1.16		1.03

		固定資産回転率（回） コテイシサンカイテンリツカイ		1.58		2.01		2.02

		流動資産回転日数（日） リュウドウシサンカイテンニッスウヒ		76.88		134.38		173.53

		棚卸資産回転日数（日） タナオロシシサンカイテンニッスウヒ		45.31		27.45		33.88

		売上債権回転日数（日） ウリアゲサイケンカイテンニッスウヒ		18.88		47.62		74.77

		連　　　結 レンムスブ		新三井製糖 シンミツイセイトウ		三井製糖 ミツイセイトウ

				17/3		18/3		19/3		20/3				連結　　　　　　（単位：％） レンケツタンイ		17/3		17/3		18/3		19/3		20/3

		売上高 ウリアゲダカ		47,973		73,724		76,336		72,189				売上高 ウリアゲダカ

		売上原価 ウリアゲゲンカ		38,236		60,811		61,357		56,361				売上原価 ウリアゲゲンカ

		売上総利益 ウリアゲソウリエキ		9,736		12,912		14,979		15,828				売上総利益 ウリアゲソウリエキ

		営業利益 エイギョウリエキ		1,776		1,962		3,673		5,657				営業利益 エイギョウリエキ

		経常利益 ケイジョウリエキ		2,103		2,197		4,289		5,834				経常利益 ケイジョウリエキ

		税引き前当期純利益 ゼイビマエトウキジュンリエキ		2,218		2,040		4,425		5,909				税引き前当期純利益 ゼイビマエトウキジュンリエキ

		当期純利益 トウキジュンリエキ		1,351		1,176		2,952		3,475				当期純利益 トウキジュンリエキ

		売上高営業利益率 ウリアゲダカエイギョウリエキリツ		3.70%		2.7%		4.8%		7.9%				売上高営業利益率 ウリアゲダカエイギョウリエキリツ						2.7		4.8		7.9

		売上原価率 ウリアゲゲンカリツ		79.70%		82.5%		80.4%		78.1%				売上原価率 ウリアゲゲンカリツ		7.97				8.2		8.0		7.8

		売上高経常利益率 ウリアゲダカケイジョウリエキリツ		4.38%		3.0%		5.6%		8.9%				売上高経常利益率 ウリアゲダカケイジョウリエキリツ		4.38				3.0		5.6		8.9

		自己資本利益率（ＲＯＥ） ジコシホンリエキリツ		3.92%		2.8%		7.1%		10.1%				自己資本利益率（ＲＯＥ） ジコシホンリエキリツ		3.92				2.8		7.1		10.1

		総資産利益率（ＲＯＡ） ソウシサンリエキリツ		2.39%		1.6%		4.2%		6.4%				総資産利益率（ＲＯＡ） ソウシサンリエキリツ		2.39				1.6		4.2		6.4

		固定比率 コテイヒリツ		129.92%		132.3%		123.2%		75.9%				固定比率 コテイヒリツ		1.30				1.3		1.2		0.8

		有利子負債比率 ユウリシフサイヒリツ		52.49%		37.6%		25.5%		8.5%				有利子負債比率 ユウリシフサイヒリツ		5.25				2.5		4.9		8.3

		1株当り純利益(円） カブアタジュンリエキエン		15.08		8.00		20.92		24.53				1株当り純利益(円） カブアタジュンリエキエン		15.08				8.00		20.92		24.53

		流動資産 リュウドウシサン		10,724		17,585		18,126		16,472

		固定資産 コテイシサン		44,850		54,131		52,271		51,893

		資産合計 シサンゴウケイ		55,575		71,717		70,397		68,365

		流動負債 リュウドウフサイ		8,392		15,806		14,474		14,149

		固定負債 コテイフサイ		10,914		14,433		12,872		9,896

		負債合計 フサイゴウケイ		19,307		30,240		27,346		23,046

		少数株主持分 ショウスウカブヌシモチブン		1,747		575		623		682

		資本合計 シホンゴウケイ		34,520		40,901		42,428		68,365

		（評価差額金） ヒョウカサガクキン		609		957		910		544

		（自己株式） ジコカブシキ		△ 646		△ 62		△ 821		△ 1,608

		短期借入金 タンキカリイレキン		8,290		8,441		5,231		2,676

		長期借入金 チョウキカリイレキン		9,830		6,958		5,602		3,146

		有利子負債合計 ユウリシフサイゴウケイ		18,120		15,399		10,834		5,822

		単体 タンタイ				18/3		19/3		20/3

		売上高 ウリアゲダカ				67,805		70,358

		売上原価 ウリアゲゲンカ				55,346		56,450

		売上総利益 ウリアゲソウリエキ				12,459		13,908

		売上原価率 ウリアゲゲンカリツ				81.6%		80.2%		0.0%

		営業利益 エイギョウリエキ				1,983		3,411

		経常利益 ケイジョウリエキ				2,135		4,090

		税引き前当期純利益 ゼイビマエトウキジュンリエキ				1,589		4,133

		当期純利益 トウキジュンリエキ				803		2,796

		資本金 シホンキン				7,083		7,083

		発行済株式総数 ハッコウズカブシキソウスウ				141,667		141,667		141,667

		純資産額 ジュンシサンガク				31,966		33,409

		総資産額 ソウシサンガク				60,082		58,643

		1株当り純資産額 カブアタジュンシサンガク				225.73		239

		1株当り配当 カブアタハイトウ				5.00		6.00

		1株当り当期純利益 カブアタトウキジュンリエキ				5.43		19.78

		自己資本比率 ジコシホンヒリツ				53.20		56.97

		自己資本利益率（株主資本利益率・ＲＯＥ） ジコシホンリエキリツカブヌシシホンリエキリツ				2.72		8.55

		株価収益率 カブカシュウエキリツ				96.69		22.14

		配当性向 ハイトウセイコウ				92.15		30.33

		従業員数 ジュウギョウインスウ				421		419
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目盛：有利子負債は中心点が50%で10%毎
　　　　他の指標は中心点が0%で2%毎
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		次代の生産モデルとは ジダイセイサン

		熱エネルギー３０％削減 ネツサクゲン

		ＣＯ2排出量削減 ハイシュツリョウサクゲン

		双方のバランスを取った、効率性、環境配慮の最適化の追求 ソウホウトコウリツセイカンキョウハイリョサイテキカツイキュウ

		環境負荷低減型モデル カンキョウフカテイゲンガタ

		環境負荷軽減 カンキョウフカケイゲン		省エネ ショウ		温廃山利用システム、醗酵ガスエタノール、雨水利用、太陽光発電 アツシハイヤマリヨウハッコウウスイリヨウタイヨウコウハツデン

				省資源 ショウシゲン		エコフレコン、エコバッグ袋、再生セメント フクロサイセイ

				発電利用 ハツデンリヨウ		太陽光発電、風力発電、圧電素子、波力(樹脂）、温度差 タイヨウコウハツデンフウリョクハツデンアツデンソコナミチカラジュシオンドサ

				CO2対策 タイサク		バッテリーフォークリフト、電子ライン、緑化物資 デンシリョクカブッシ

		効率性 コウリツセイ		モータのインバータ化 カ

		最新鋭で、最強の生産体制 サイシンエイサイキョウセイサンタイセイ
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＊目盛：有利子負債は10%毎、他は2%毎
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Ⅳ．株主還元と財務戦略 

連結ＲＯＥ推移 

17/3期       ： 10.1% 

18/3期予想 ： 10.1% 

19/3期予想 ：  8.8% 
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配当推移（円/株） 

配当性向（％） 

※過去分含め 
   株式併合後ベースで試算  

円/株 ％ 

【配当推移、配当性向推移】 

配当性向 
引上げ 

＊自社株買い、金庫株消却による還元については、 
   常に視野に入れながら有効に活用する方針。 
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バランスシート増減 

バランスシート 

2017年3月末  
【2017年3月末の特徴】 
 

 資産 

 ・ 現金及び預金の増加      15億円 

 ・ 棚卸資産の減少         ▲33億円 

 ・ 有形固定資産の減少           ▲33億円 

 ・ リース投資資産の増加     59億円 

   

 負債 

 ・ 支払手形及び買掛金の減少  ▲21億円 

 ・ 借入金の減少        ▲23億円 

 ・ 未払法人税等の減少     ▲10億円 

 

  純資産 

 ・ 当期純利益            75億円 

 ・ 剰余金の配当        ▲20億円 

 

単位：億円 

2016年3月末 

流動資産 
502 

（▲14） 

 
負債  
379 

(▲52) 
 

固定資産 
713 

(+24) 

純資産 
837 

(+63) 

流動資産 
516 

 
負債 
431 

固定資産 
689 

純資産 
774 

*（）内は前期末比 

16年3月末 17年3月末

総資産 1,205 1,215

Net有利子負債 33 ▲ 6

自己資本比率 58.9% 63.1%

ROE（純利益） 11.1% 10.1%

NetDER 4.6% ▲0.7%


Sheet1

				16年3月末 ガツキ マツ		17年3月末 ガツキ マツ

		総資産 ソウシサン		1,205		1,215

		Net有利子負債 ユウ リシ フサイ

hirata: hirata:
有利子負債－現預金		33		▲ 6

		自己資本比率 ジコ シホン ヒリツ		58.9%		63.1%

		ROE（純利益） ジュンリエキ		11.1%		10.1%

		NetDER		4.6%		▲0.7%



　　　　　　　　  　　  （2013/3）　　   　　（2014/3）
総資産                   93,294　　　    　　99,115
棚卸資産　　　          21,731　 　　 　   19,886
有利子負債　　         14,862              12,804
自己資本比率　　　     60.4%                61.9%
ＲＯＡ（経常利益）         7.4%                  9.6%
ＲＯＥ（純利益）            8.2%                  8.9%



Sheet2





Sheet3
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Gilenya (FTY720) によるロイヤリティ 

Gilenya® （FTY720）とは？  
   Gilenya®はNovartisの多発性硬化症の治療薬。 

     当社は共同研究に参画し、ロイヤリティを受け取っている。 
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11/3月期 12/3月期 13/3月期 14/3月期 15/3月期 16/3月期 17/3月期 

多発性硬化症患者数 
 

全世界 250万人 
日本    1.7万人 

百万円 
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スローカロリープロジェクト 

糖のポジティブな機能で心も体も満足 

ゆっくり吸収される『次世代型砂糖』を啓発 

“認知症”“健康寿命”と糖の関連 
アクティブシニア層への啓発 

商品リニューアルと新形態の開発 

健康機能 
パラチノース® 

美味しさ 
砂糖 

スローカロリーシュガー販促＆開発 

小売り・和洋菓子ブランド 
コラボレーション推進 

“美味しさと健康の両立”啓発 

スローカロリースイーツ拡大 
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本日は、ありがとうございました。 

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する

記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であ

ると判断する一定の前提に基づいており、その達成を

当社として約束する趣旨のものではありません。 

また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる

可能性があります。 
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