
選ばれて２０年
家庭用オリゴ糖売上 No.1

赤ちゃんのおなかを守るオリゴ糖
　食べ物の消化から栄養の吸収、細菌などからカラダを守
る機能など、おなかの中のビフィズス菌が大切な役割を担っ
ています。生後間もない赤ちゃんの腸内細菌の大半をビフ
ィズス菌が占めていますが、離乳食がはじまり大人と同じよ
うなものを食べるようになると、ビフィズス菌が急激に減少
してしまいます。オリゴのおかげを活用し、オリゴ糖を摂る
ことで、ビフィズス菌を効率的に増やし、赤ちゃんのおなか
の調子を良好に保つことが可能となります。トクホのオリゴ
糖は薬でありませんので、安心してご使用いただけます。

❶ 牛肉は細かく切り、じゃがいも、にんじん、玉ねぎは
小角切りにする。

❷ 小鍋に❶、だし汁をかぶる位入れ、野菜が柔らかくな
るまで煮る。

❸ 絹さやはすじを取って茹でてから刻み、❷に加え、煮
汁がほとんど無くなったら、オリゴのおかげ、醤油を
加えてからめる。

離乳食レシピ　オリ
ゴのおかげを離乳食

に！

牛赤身薄切り10ｇ、じゃがいも20ｇ、にんじん10ｇ、玉
ねぎ5ｇ、絹さや1/2枚、和風だし汁（赤ちゃん用）適量、
オリゴのおかげ小さじ1、醤油少量

材料

肉じゃが

作り方

大人用の肉じゃがを味付けする前に取り出し、小
さく切ったものを更に柔らかく煮て仕上げれば、
大人のおかずと離乳食が一気に完成です。

ひとくち
メモ
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※ 連結財務諸表に関する会計基準の改正により、第83期から「親会社株主に帰属する当期純利益」に表示変更。1 ENSUIKO SUGAR REFINING CO.,LTD. 2ENSUIKO SUGAR REFINING CO.,LTD.

連結財務ハイライト

けて全力で取り組んで参りました。
　以上の結果、当期の売上高は26,319百万円（前期比3.5
％減）、営業利益は572百万円（同24.8％減）、経常利益は
581百万円（同0.5％減）、当期純利益は317百万円（同
17.5％増）となりました。

　次期の見通しにつきましては、経済成長を目指す政府の各
種政策が下支えする中で、わが国の景気は緩やかに回復して
いくと思われますが、砂糖消費量の漸減傾向や原糖及び為替
相場の変動、原油価格動向等の不安定要素が懸念されること
から、当社及び当社グループを取り巻く経営環境は依然とし
て厳しい状況が続くものと思われます。
　砂糖事業につきましては、砂糖需要が減少する中、販売競
争は厳しい状況が続くものと思われますが、顧客満足を第一
義とする営業に努め、取引先との信頼強化を図って参ります。

　当連結会計年度におけるわが国経済は、企業収益や雇用情
勢には一定の改善が見られるものの、消費税増税後の個人消
費の低迷に加え、急激な円安の進行もあって依然として先行
き不透明な状況にあります。
　砂糖業界におきましても、個人消費マインドの冷え込みと
夏場の天候不順等の影響によって、砂糖消費量の漸減傾向が
続き、依然として厳しい状況が続いております。
　このような状況の中、当社グループは基幹事業である砂糖
事業並びにバイオ事業における売上高・利益計画の達成に向

売上高	 （単位:百万円） 営業利益	 （単位:百万円） 経常利益	 （単位:百万円） 当期純利益※	 （単位:百万円） 配当金の推移	 （単位:円）

また、高品質で安全な製品を安定的に供給するとともに、効
率的な事業体制の構築を推し進めることにより、経営基盤の
更なる強化に努めて参ります。
　バイオ事業につきましては、オリゴ糖事業は引き続き業容
の拡大に向け、「オリゴのおかげ」ブランドの信頼と製品の機
能性について、さまざまな媒体・機会を利用した啓蒙の取り
組みを推進し、他のオリゴ糖商品との差別化、潜在需要の掘
り起こしによる拡販に努めて参ります。サイクロデキストリン
事業は営業力を強化し、新規用途の開発及び新素材との組み
合わせによる商品化を中心に引き続き拡販に努めて参ります。
　研究開発につきましては、保有する研究開発成果の実用化
を目指し継続して応用研究に取り組んで参ります。
　以上の状況を踏まえ、次期の連結業績見通しにつきまして
は、売上高は26,000百万円（前期比1.2％減）、営業利益は
590百万円（同3.1％増）、経常利益は590百万円（同1.5％
増）、親会社株主に帰属する当期純利益は390百万円（同
22.7％増）を見込んでおります。

　株主の皆様には、ますますご清栄のことと拝察申し上げます。また平素は
格別のご高配を賜り、有難く厚く御礼申し上げます。さて、当社第82期

（平成26年４月１日から平成27年３月31日まで）の決算を終了いたしました
ので、営業の概況につきご報告申し上げます。

取締役社長　山下 裕司

当期の業績について

中長期的な経営戦略

次期の見通し

持続的な成長と企業価値の増大を図るため、
ブランド育成・研究開発を推進しました。
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トップメッセージ

売 上 高 26,319 百万円	 (前期比   3.5％減➡)

営 業 利 益 572 百万円	 (前期比 24.8％減➡)

経 常 利 益 581 百万円	 (前期比   0.5％減➡)

当期純利益 317 百万円	 (前期比 17.5％増扌)

売 上 高 26,000 百万円	 (前期比   1.2％減➡)

営 業 利 益 590 百万円	 (前期比   3.1％増扌)

経 常 利 益 590 百万円	 (前期比   1.5％増扌)

当期純利益※ 390 百万円	 (前期比 22.7％増扌)

❶ 事業基盤の強化

❷ 新商品開発の推進

❸ グループ経営資源の積極的な活用による競争力強化
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3 ENSUIKO SUGAR REFINING CO.,LTD. 4ENSUIKO SUGAR REFINING CO.,LTD.

当社製品の購入方法について

注目をあびる当社の製品をご紹介します。

おなかの調子を整える甘味料
オリゴのおかげ

メタボや糖質の気になる方に
コタラのおかげ

噛んで香る薔薇サプリ
ボン・デ・パルル®さ姫の香り

　主成分の「乳糖果糖オリゴ糖」は、自分自身の腸内に棲む善玉菌の
代表格“ビフィズス菌”をはじめとした有用菌を増殖させたり、有害な
細菌の増殖を抑制することで、有益な効果をもたらす難消化性成分を
含んだ“プレバイオティクス食品”です。
　天然素材から生まれた自然な甘さで、カロリーも控えめですので、ダ
イエット中の方にも安心してお使いいただけます。おなかの調子を良好
に保つ食品として、ダブルサポートシリーズはカルシウム吸収促進効果
も認められている「消費者庁許可・特定保健用食品」（通称:トクホ）です。

　コタラのおかげ（顆粒）は、糖質が気になる方のメタボ対策
商品です。インドやスリランカで古くから飲用されてきた貴重な
特産植物（サラシア属植物）のエキスを抽出し加工したものです。

サラシア属植物とは？
サラシア属植物は、インドやスリランカなどの亜熱帯地域に自生す
る、つる性の植物です。その中の1種、サラシアレテイキュラータ
は、スリランカでは「コタラヒムブツ」と呼ばれ貴重な植物として
古くから健康維持のために利用されています。

全国の食品スーパー・ドラッグストアで当社の
製品を購入することができます。また、オン
ラインショップでも購入することも可能です。

　奇跡の薔薇といわれている奥出雲薔薇園のブランド薔薇「さ
姫」に、おなかのビフィズス菌を育てる「乳糖果糖オリゴ糖」と
口臭原因物質の吸着作用を持つ「環状オリゴ糖」を配合。吐息
をふんわり薔薇色に…そして当社2種類のオリゴ糖配合で息もお
なかもスッキリ…コラーゲンやビタミンCも配合した、まさに女
性にうれしい美を応援するエチケットサプリです。

製品のご紹介

1 3

2

パールエースオンラインショップ
http://www.okage-sama.co.jp/
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5 ENSUIKO SUGAR REFINING CO.,LTD. 6ENSUIKO SUGAR REFINING CO.,LTD.

砂 糖 事 業

『パールエース印』
発売50周年記念上白糖キャンペーン実施

バ イ オ 事 業

不 動 産 賃 貸 事 業

　海外原糖市況は、ニューヨーク市場粗糖先物相場
（当限、１ポンド当たり）において17.77セントで始まり、
５月中旬には18.28セントの高値をつけましたが、３
月末には11.91セントまで値を下げ、結局11.93セン
トで当期を終了しました。
　国内市中価格（日本経済新聞掲載、上白糖大袋１
kg当たり）は、期初185～186円で始まり、同水準
のまま当期を終了しました。
　国内精糖及び異性化糖などの国内販売は、第1四
半期での消費税率引き上げに伴う駆け込み需要の反
動を大きく受けた上、需要期における天候不順等の
影響により売上高は前期を下回りました。

　当社はおかげさまで2014年に創業110周年を、また
「パールエース印」ブランド発売50周年を迎えました。
これを記念してパールエース印発売50周年記念上白糖
キャンペーンを実施し、46,000通を超える応募をいた
だきました。1月末には1等クオカード（1,000名様）、
2等オリゴのおかげ（2,000名様）の抽選を行い、多く
の消費者の皆様にご好評をいただきました。

　当社はこれからも、グループ一丸となって、環境に
やさしく、人々の食生活を支える天然甘味料「砂糖」
の価値を追求し、健康で楽しい豊かなくらしの向上に
貢献してまいります。
　ステークホルダーの皆様におかれましては、今後と
も変わらぬご支援を賜りますよう、よろしくお願い申
し上げます。

　オリゴ糖事業は、家庭用「オリゴのおかげ」の商品
価値の啓蒙と正しい使い方などの理解普及に努めサ
ンプリングなどを積極的に実施しましたが、消費税率
引き上げに伴う駆け込み需要の反動等により、売上
高は前期をやや下回りました。
　サイクロデキストリン事業は、食品分野のほか、非
食品分野への拡販に努めました。また、血糖値上昇
抑制と体脂肪蓄積抑制作用を有する「サラシア属植
物」を原料とする加工製品「サラシア属植物エキス末」
の販売にも努めました。
　さらに、当社のバイオ商材を活用した「ボン・デ・
パルル さ姫の香り」の商品開発を行い上市しました。

　関西製糖株式会社への大阪工場設備の賃貸及び
ニューＥＳＲビル事務所の一部賃貸等を行い、所有不
動産の活用に努めました。

92.0%

売上高構成比 売上高構成比

5.1%

売上高構成比

2.9%

売上高（単位：百万円）

第82期第81期

25,091 24,238 1,617 1,539

第82期第81期

営業利益（単位：百万円） 売上高（単位：百万円）

第82期第81期

1,396 1,365 139

69

第82期第81期

営業利益（単位：百万円）

売上高（単位：百万円）

第82期第81期

855
787

47

60

第82期第81期

営業利益（単位：百万円）

セグメント別データ

24,238 百万円売上高
（前期比 3.4％減）

1,365 百万円売上高
（前期比 2.2％減）

787 百万円売上高
（前期比 7.9％減）

1,539 百万円営業
利益

（前期比 4.8％減）
69 百万円営業

利益
（前期比 50.3％減）

60 百万円営業
利益

（前期比 26.6％増）TOPICS
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7 ENSUIKO SUGAR REFINING CO.,LTD. 8ENSUIKO SUGAR REFINING CO.,LTD.

連結貸借対照表 （単位：百万円）

連結キャッシュー・フロー計算書 （単位：百万円）

連結損益計算書 （単位：百万円）

第81期末
平成26年3月31日現在

第82期末
平成27年3月31日現在

● 資産の部

第81期末
平成26年3月31日現在

第82期末
平成27年3月31日現在

● 負債・純資産の部
資産合計
25,416
流動資産
6,791

固定資産
18,624

資産合計
24,824
流動資産
6,497

固定資産
18,327

負債・純資産合計
25,416

負債
18,878

純資産
6,538

負債・純資産合計
24,824

負債
17,938

純資産
6,885

有形固定資産
11,314

 
無形固定資産 

73
 

投資その他の資産
7,236

有形固定資産
11,034

 
無形固定資産

38
 

投資その他の資産
7,254

流動負債
14,221

 
固定負債
4,656

株主資本
6,832

 
その他の

包括利益累計額
△294

流動負債
13,295

 
固定負債
4,643

株主資本
6,997

 
その他の

包括利益累計額
△111

第82期
平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

現金及び
現金同等物の
期首残高
1,368

現金及び
現金同等物の
期末残高
1,477

営業活動による
キャッシュ・フロー

1,023

投資活動による
キャッシュ・フロー

△323

財務活動による
キャッシュ・フロー

△599

現金及び
現金同等物に係る
換算差額
9

第81期
平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

第82期
平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

売上高
27,273

売上
総利益
4,465

営業利益
760

経常利益
583

当期
純利益
270

売上高
26,319

売上
総利益
4,327

営業利益
572

経常利益
581

当期
純利益
317

売上原価
21,991

販売費及び
一般管理費

3,754

営業外収益
160

営業外費用
151

特別利益
7

法人税等
270

財務データ

資産・負債・純資産
　総資産は前期末に比べて592百万円減少し、24,824百万円と
なりました。これは主に、受取手形及び売掛金326百万円減少、
有形固定資産280百万円減少及び原材料及び貯蔵品469百万円
減少等によるものであります。負債合計は前期末に比べて939百
万円減少し、17,938百万円となりました。これは主に、支払手形
及び買掛金348百万円減少、有利子負債437百万円減少等によ
るものであります。純資産合計は、前期末に比べて347百万円増
加し、6,885百万円となりました。これは主に、その他有価証券
評価差額金92百万円増加等によるものであります。

営業活動によるキャッシュ・フロー
　営業活動の結果得られた資金は、1,023百万円（前連結会計年
度比98百万円の増加）となりました。これは主に、税金等調整前
当期純利益588百万円、減価償却費688百万円、売上債権の増

減額326百万円等による資金の増加があった一方で、仕入債務の
増減額348百万円等による資金の減少があったことによるもので
あります。

投資活動によるキャッシュ・フロー
　投資活動の結果支出した資金は、323百万円（前連結会計年
度は368百万円の資金支出）となりました。これは主に、有形固
定資産の取得による支出340百万円等による資金の減少があった
ことによるものであります。

財務活動によるキャッシュ・フロー
　財務活動の結果支出した資金は、599百万円（前連結会計年
度は616百万円の資金支出）となりました。これは主に、借入金
の返済による純支出437百万円、配当金の支払162百万円等によ
る資金の減少があったことによるものであります。

財務のポイント
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会社概要（平成27年3月31日現在） 株式の状況（平成27年3月31日現在） 株主優待情報

所有者別分布状況 所有株式数別株主分布状況

取締役及び監査役（平成27年6月25日現在）

取締役会長 ※ 久野　修慈
取締役社長 ※ 山下　裕司
専務取締役 神﨑　　俊
常務取締役 尾滝　　亨
常務取締役 黒田　一晴
常務取締役 藤田　孝輝
取 締 役 原　　浩司

取 締 役 酒井　英喜
取 締 役 内海　和男
取 締 役 木村　成克
常勤監査役 多田　啓一
常勤監査役 青木　義一
監 査 役 金澤　賢一
監 査 役 渡部　以光

商 号 塩水港精糖株式会社
ENSUIKO SUGAR REFINING CO.,LTD.

本 社 東京都中央区日本橋堀留町二丁目9番6号

03-3249-2381(代)

創 立 明治37年2月

設 立 昭和25年7月

資 本 金 17億5,000万円

事 業 所 糖質研究所

関西営業所

工場 ／ 横浜共同生産工場（太平洋製糖㈱）
　　　  大阪共同生産工場（関西製糖㈱）

関係会社 ㈱パールエース、㈱おかげさま．、太平洋製糖㈱、
関西製糖㈱、南西糖業㈱、㈱ナルミヤ

株式上場 東京証券取引所市場1部

主要商品 精製糖（グラニュ糖、上白糖、三温糖、液糖他）
乳糖果糖オリゴ糖

（オリゴのおかげ、オリゴのおかげダブルサポート）
サイクロデキストリン

（デキシーパール、イソエリート、デキシーエース他）
サラシア属植物エキス末

株主名 持株数（千株） 持株比率（%）

三菱商事株式会社 3,990 14.72

株式会社みずほ銀行 1,354 4.99
CREDIT SUISSE （LUXEMBOURG） 
S.A. ON BEHALF OF CLIENTS 700 2.58

三菱UFJ信託銀行株式会社 603 2.22
株式会社榎本武平商店 550 2.03

大東通商株式会社 500 1.84
日本トラスティ・サービス
信託銀行株式会社（信託口） 359 1.33

東京海上日動火災保険株式会社 340 1.25
日本マスタートラスト
信託銀行株式会社（信託口） 329 1.22

日本トラスティ・サービス
信託銀行株式会社（信託口5） 249 0.92

（注） 持株比率は自己株式（7,890,584株）を控除して計算しております。

発行可能株式総数 80,000,000株

発行済株式の総数 35,000,000株
（自己株式7,890,584株を含む。）

当 期 末 株 主 数 7,055名
大株主

※ は代表取締役です。

対象株主
毎年３月31日現在の株主名簿および実質株主名簿に記載または記録さ
れた1,000株以上を保有されている株主様。
送付時期
毎年７月上旬に送付を予定しております。
送付先
毎年３月31日現在の株主名簿および実質株主名簿に記載または記録さ
れた住所に送付しております。
ご優待の内容
1,000株以上当社株式を保有されている株主様に対して、当社製品「オ
リゴのおかげ」６本セット（3,000円相当）を贈呈いたします。

■ 金融機関 4,909千株 14.03%
■ 証券会社 948千株 2.71％
■ 外国法人等 1,454千株 4.16％
■ その他国内法人 5,652千株 16.15%
■ 自己名義株式 7,890千株 22.54%
■ 個人・その他 14,143千株 40.41%

■ 100株未満 1,046名 14.83%
■ 500株未満 878名 12.45%
■ 1,000株未満 197名 2.79%
■ 1,000株以上 4,181名 59.26%
■ 5,000株以上 388名 5.50%
■ 10,000株以上 365名 5.17%

ＷＥＢサイトのご案内
当 社では、 最 新 の ニ
ュースやＩＲ情報、製品
情報など当社をご理解
いただくためのさまざ
まな情報をご提供して
います。

会社概要 株式情報

株 主メモ

事業年度 毎年4月1日～翌年3月31日

利益配当金の 
株主確定日

毎年3月31日および中間配当の支払いを
行うときは9月30日

基準日 定時株主総会については3月31日
上記の他必要がある場合は予め公告して
臨時に基準日を設けることがあります。

定時株主総会 毎年6月

公告・IR情報掲載
URL http://www.ensuiko.co.jp/

株主名簿管理人 東京都中央区八重洲1丁目2番1号
みずほ信託銀行株式会社

事務取扱場所等

証券会社等に口座を
お持ちの場合

証券会社等に口座を
お持ちでない場合

（特別口座の場合）

郵便物送付先

お取引の
証券会社に
なります。

〒168−8507
東京都杉並区和泉2−8−4
みずほ信託銀行 証券代行部

電話での
お問い合せ先

0120−288−324
（フリーダイヤル）
（土･日･祝日を除く9:00～17:00）

各種手続お取扱店
（住所変更、
株主配当金

受け取り方法の
変更等）

みずほ証券
本店、全国各支店および営業所プラ
ネットブース（みずほ銀行内の店舗）
でもお取り扱いいたします。
みずほ信託銀行
本店および全国各支店
※ トラストラウンジではお取り扱いで

きませんのでご了承ください。

未払配当金の
お支払

みずほ信託銀行およびみずほ銀行の本店
および全国各支店（みずほ証券では取次のみとなります）

ご注意

支払明細発行について
は、右の「特別口座の
場合」の郵便物送付
先・電話お問い合せ
先・各種手続お取扱店
をご利用ください。

特別口座では、単元未満株式の買
取・買増以外の株式売買は出来ませ
ん。証券会社等に口座を開設し、株
式の振替手続を行っていただく必要
があります。

決算期末（３月31日）現在の株主の方に対し、年１回当社製品を以
下の基準により送付致します。

https://www.ensuiko.co.jp/

塩水港 検	索

010_0079101302706.indd   9-10 2015/06/14   1:33:47


