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1 ENSUIKO SUGAR REFINING CO.,LTD.

連結財務ハイライト

　当連結会計年度におけるわが国経済は、企業収益や雇用環
境の改善がみられ、緩やかな回復基調が続きました。
　一方、砂糖業界におきましては、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
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26,846百万円（前期比2.0％増）、営業利益は1,022百
万円（同78.6％増）、経常利益は1,012百万円（同74.3％増）、

売上高	 （単位:百万円） 営業利益	 （単位:百万円）

　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83期

（平成27年４月１日から平成28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

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 26,846 百万円	 (前期比   2.0％増扌)

営 業 利 益 1,022 百万円	 (前期比 78.6％増扌)

経 常 利 益 1,012 百万円	 (前期比 74.3％増扌)

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 621 百万円	 (前期比 95.6％増扌)
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2ENSUIKO SUGAR REFINING CO.,LTD.

親会社株式に帰属する当期純利益は621百万円（同95.6％
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粗糖相場及び
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、厳しい
販売環境が続くものと思われますが、顧客満足を第一義に、
取引先との信頼営業強化に努めて参ります。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。

経常利益	 （単位:百万円） 親会社株主に帰属する当期純利益	（単位:百万円） 配当金の推移	 （単位:円）

　バイオ事業につきましては、オリゴ糖部門は引き続き業容
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
部門は営業力を強化し、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27,000百万円（前期比0.6％増）、営業利益は
750百万円（同26.6％減）、経常利益は870百万円（同14.1
％減）、親会社株主に帰属する当期純利益は630百万円（同
1.4％増）を見込んでおります。

第83期 第84期第82期0

300

600

1,200

900

581

1,012 870
（予想）

第83期 第84期第82期0

150

300

750

600

450
317

621
630

（予想）

第83期 第84期第82期0

2

6

4

8

5 5

5
（予想）

次期の見通し
売 上 高 27,000 百万円	 (前期比   0.6％増扌)

営 業 利 益 750 百万円	 (前期比  26.6％減➡)

経 常 利 益 870 百万円	 (前期比  14.1％減➡)

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 630 百万円	 (前期比   1.4％増扌)

中長期的な経営戦略
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.

当社製品の購入方法について

特集：腸内フローラとオリゴのおかげ

今、注目されている「腸内フローラ」とは？

「腸内フローラ」のバランスを整えるためには？

20年以上にわたって多くのみなさまに愛されている『オリゴのおかげ』は“腸”を整える健康食品です。
『オリゴのおかげ』と密接な関係にある「腸内フローラ」をご存知でしょうか？

“腸”の中には、数百種類の善玉菌・悪玉菌・日和見菌がおよそ百兆個も生息して
います。それら腸内細菌の群生する様子が、まるでお花畑のように見えることから 

「腸内フローラ」と呼ばれています。最近の研究では「腸内フローラ」のバランスを 
整えることで「肥満」・「ガン」・「糖尿病」・「認知症」の予防、「アンチエイジング」等の
効果があることが分ってきました。

「腸内フローラ」の理想的なバランスは善玉菌「２」：日和見菌「７」：悪玉菌「１」と
言われています。「腸内フローラ」のバランスを整えるには善玉菌を増やすことが 
大切ですが、悪玉菌が少な過ぎても善玉菌の働きが鈍くなります。そして、３つの菌の
中で最も多い日和見菌は、善玉菌と悪玉菌のどちらか強い方に傾く菌です。善玉菌が
強い時には善玉菌側、悪玉菌が強いと悪玉菌側になります。

「腸内フローラ」のバランスを整えるには「善玉菌を増やし、日和見菌を味方につけ、
悪玉菌を少なくすること」が重要です。

「多くの食材を取り入れたバランスの良い食事」、「腸の動きを活発にする為の適度な運動」、そして善玉菌の代表格である
ビフィズス菌を適正に増やす『オリゴのおかげ』をオススメいたします。「腸内フローラ」のバランスを整える為には 

『オリゴのおかげ』少量（目安はティースプーン2杯程度）を毎日続けて摂取していただくことが大切です。

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。

製品のご紹介

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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4ENSUIKO SUGAR REFINING CO.,LTD.

腸内環境を整える特定保健用食品『オリゴのおかげ』

※ プレバイオティクスとは・・・・人の腸内に常在する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食品成分のことです。

トクホの『オリゴのおかげ』は、自分自身が持っている善玉菌のひとつ「ビフィズス菌」を適正に増やし、「腸内フローラ」の
バランスを整えます。単なる低カロリーの甘味料ではなく、健康管理に欠かせない「ビフィズス菌」を増やす「プレバイオ
ティクス食品」です。

家庭用
「オリゴ糖」

シェア
Ｎo.1

カロリーは
お砂糖の
約半分！

毎日スプーン
2杯程度を

続けることが
ポイント！

ビフィズス菌を
増やして
おなかも

すこやか！

使いやすい
液体だから
塗っても

かけても◎

サトウキビと
牛乳からできた

天然甘味料
だから安心

オリゴのおかげ	Q&A
Q 乳幼児や妊産婦は使用できますか？
A  薬ではないので、赤ちゃん・妊産婦・ご高齢の方まで安心してお使いいただけます。 

乳幼児の場合は、1日にティースプーン半分程度を目安に量を調整してお使いください。

Q 糖尿病ですが使用してもいいですか？
A  『オリゴのおかげ』主成分の「乳糖果糖オリゴ糖」は、胃や小腸では消化吸収されないので血糖値を上げにくく、糖尿病の

方でもお使いいただけます。カロリーはお砂糖の約半分ですが、カロリー制限をされている方はカロリーを計算して上手に
お使いください。

Q アレルギー体質ですが使用できますか？
A  原料に「牛乳に含まれる乳糖」を使用していますが、乳糖の製造工程で精製され、製品中の乳たん白は1ppm未満となって 

いますので、アレルギー体質の方や乳アレルギーの方でも安心してご使用いただけます。また、その他のアレルギー物質も 
含みません。
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5 ENSUIKO SUGAR REFINING CO.,LTD.

砂 糖 事 業

　海外粗糖市況につきましては、ニューヨーク市場粗
糖先物相場（当限、１ポンド当たり）において期初
12.00セントで始まりました。８月下旬にはレアル安
によるブラジルの輸出増加観測により７年ぶりの安値
となる10.13セントをつけ、その後、主要生産国の減
産見通しなどから３月下旬には16.75セントの高値を
つけ、結局15.35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円で始まりましたが、
粗糖国際相場の下落により10月上旬には183円～
184円に値を下げたものの、２月中旬には一転して粗
糖国際相場の上昇により187円～188円に値を上げ、
同水準のまま当期を終了しました。
　精糖及び異性化糖などの国内販売は、業務用は大
手飲料ユーザー向け販売が好調に推移したものの、
家庭用は特売の減少などにより、売上高はほぼ前年
並となりました。

○ ラジオＣＭ「腸内フローラ」＆「オリゴのおかげ」
放送期間： 2015年11月１日～2016年３月31日
放送局　：TBSラジオ（AM 954）　※関東圏
放送日時：毎週土曜日 9:00～13:00
放送番組： 『土曜ワイドラジオ TOKYO　ナイツのちゃきちゃき大放送』番組コーナー提供及び期間中 

スポットCM放送を実施いたしました。

○ 時報＋ラジオＣＭ「腸内フローラ」＆「オリゴのおかげ」
放送期間：2016年４月１日～2016年６月30日
放送局　：ニッポン放送（AM1242）　※関東圏
放送日時：【時報】平日月曜日～金曜日 6:00
  「おはようございます。『オリゴのおかげ』は“腸内フローラ”を整える善玉菌の一種 

「ビフィズス菌」を増やします。目覚めのコーヒーに『オリゴのおかげ』！『オリゴのおかげ』が 
６時をお伝えいたします。」＋時報音

  【CM】上記放送期間において日中にフリースポットＣＭ放送を実施いたしました。

90.8%

売上高構成比 売上高（単位：百万円）

第83期第82期

24,388 1,752

第83期第82期

営業利益（単位：百万円）

24,238
1,539

セグメント別データ

24,388 百万円売上高
（前期比 0.6％増）

1,752 百万円営業
利益

（前期比 13.8％増）

TOPICS
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6ENSUIKO SUGAR REFINING CO.,LTD.

バ イ オ 事 業

不 動 産 賃 貸 事 業

　オリゴ糖事業は、主要量販店等への販売促進活動
の強化に加え、各種メディアで取り上げられている

『腸内フローラ』特集等の効果もあり、「オリゴのお
かげ」の販売数量は好調に推移し、売上高は前年同
期を大幅に上回りました。
　サイクロデキストリン事業は、食品及び非食品への
拡販に努めましたが、売上高はほぼ前年並みとなりま
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を行い、所有不動
産の活用に努めました。

売上高構成比

6.4%

売上高構成比

2.8%

売上高（単位：百万円）

第83期第82期

1,744
229

第83期第82期

営業利益（単位：百万円）

1,365

69

売上高（単位：百万円）

第83期第82期

784
59

第83期第82期

営業利益（単位：百万円）

787
60

1,744 百万円売上高
（前期比 27.8％増）

784 百万円売上高
（前期比 0.5％減）

229 百万円営業
利益

（前期比 229.5％増）

59 百万円営業
利益

（前期比 1.7％減）
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7 ENSUIKO SUGAR REFINING CO.,LTD.

連結キャッシュ・フロー計算書 （単位：百万円）

連結損益計算書 （単位：百万円）

第83期
平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

現金及び
現金同等物の
期首残高
1,477

現金及び
現金同等物の
期末残高
1,179

営業活動による
キャッシュ・フロー

1,281

投資活動による
キャッシュ・フロー

△709

財務活動による
キャッシュ・フロー

△860

現金及び
現金同等物に係る
換算差額
△9

第82期
平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

第83期
平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

売上高
26,846

売上
総利益
4,802 営業利益

1,022
経常利益
1,012

親会社株主
に帰属する
当期純利益
621

売上原価
22,044

販売費及び
一般管理費

3,780

営業外収益
158

営業外費用
168

特別利益
0

法人税等
391

売上高
26,319

売上
総利益
4,327

営業利益
572

経常利益
581

親会社株主
に帰属する
当期純利益
317

財務データ
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8ENSUIKO SUGAR REFINING CO.,LTD.

連結貸借対照表 （単位：百万円）

負債・純資産合計
24,824

負債
17,938

純資産
6,885

資産合計
24,824
流動資産
6,497

固定資産
18,327

第82期末
平成27年3月31日現在

第83期末
平成28年3月31日現在

● 資産の部

第82期末
平成27年3月31日現在

第83期末
平成28年3月31日現在

● 負債・純資産の部

資産合計
24,516
流動資産
6,716

固定資産
17,800

負債・純資産合計
24,516

負債
17,689

純資産
6,827

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

有形固定資産
10,961

 
無形固定資産

45
 

投資その他の資産
6,793

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

流動負債
11,504

 
固定負債
6,185

株主資本
7,483

 
その他の

包括利益累計額
△655

資産・負債・純資産
　当連結会計年度末の総資産は前連結会計年度末に比べて307
百万円減少し、24,516百万円となりました。これは主に、現金及
び預金298百万円の減少、投資有価証券676百万円の減少、原
材料及び貯蔵品409百万円の増加及び繰延税金資産161百万円
の増加によるものであります。負債合計は前連結会計年度末に比
べて249百万円減少し、17,689百万円となりました。これは主に、
支払手形及び買掛金451百万円の増加、有利子負債724百万円
の減少等によるものであります。純資産合計は、前連結会計年度
末に比べて57百万円減少し、6,827百万円となりました。これは
主に、利益剰余金485百万円の増加、その他有価証券評価差額
金448百万円の減少等であります。

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、1,281百万円（前連結会計年
度比258百万円の増加）となりました。これは主に、税金等調整

前当期純利益1,013百万円、減価償却費654百万円、仕入債務
の増減額451百万円等による資金の増加があった一方で、たな卸
資産の増減額384百万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、709百万円（前連結会計年
度は323百万円の資金支出）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624百万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、860百万円（前連結会計年
度は599百万円の資金支出）となりました。これは主に、借入金
の返済による純支出724百万円、配当金の支払135百万円等によ
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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9 ENSUIKO SUGAR REFINING CO.,LTD.

会社概要（平成28年3月31日現在） 株式の状況（平成28年3月31日現在）

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28年6月29日現在）

代表取締役会長 ※ 久野　修慈
代表取締役社長 ※ 山下　裕司
取締役副社長 神﨑　　俊
常務取締役 尾滝　　亨
常務取締役 黒田　一晴
取 締 役 原　　浩司
取 締 役 酒井　英喜

取 締 役 濵　　邦久
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. / 
ＣＵＳＴＯＭＥＲ ＡＳＳＥＴＳ， ＦＵＮＤＳ ＵＣＩＴＳ 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） 430 1.59

日本マスタートラスト
信託銀行株式会社（信託口） 389 1.44

東京海上日動火災保険株式会社 340 1.25
日本トラスティ・サービス
信託銀行株式会社（信託口５） 252 0.93

（注） 持株比率は自己株式（7,890,604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7,890,604株を含む。）

当 期 末 株 主 数 7,895名
大株主

※ は代表取締役です。

■ 金融機関 5,131千株 14.66%
■ 証券会社 557千株 1.59％
■ 外国法人等 1,078千株 3.08％
■ その他国内法人 5,632千株 16.09%
■ 自己名義株式 7,890千株 22.54%
■ 個人・その他 14,709千株 42.04%

■ 100株未満 981名 12.43%
■ 500株未満 1,209名 15.31%
■ 1,000株未満 214名 2.71%
■ 1,000株以上 4,756名 60.24%
■ 5,000株以上 379名 4.80%
■ 10,000株以上 356名 4.51%

会社概要 株式情報
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10ENSUIKO SUGAR REFINING CO.,LTD.

株主優待情報

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。

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。

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いたします。

https://www.ensuiko.co.jp/ 塩水港 検	索
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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「オリゴのおかげ」
は薬でありませんので、安心してご使用いただけます。

❶ 耐熱容器に焼のりをちぎって入れ、水を加えてふやか
し、電子レンジ（600W）で30秒加熱する。「オリゴ
のおかげ」･醤油を加えて混ぜ、粗熱を取っておく。

❷ ツナは熱湯を回しかけ、細かくほぐす。きゅうりは小
さめに刻む。

❸ 食パンは耳を取り、ラップの上にのせ、めん棒で薄く
のばし、❶ののりをぬり、ツナ･きゅうりをのせて手前
から巻き、ラップできっちりと包んで形を整えて、で
きあがり。

※冷蔵庫で15分ほど休ませると、切り分けしやすくなります。

離乳食レシピ　「オリ
ゴのおかげ」を離乳食

に！

食パン（サンドイッチ用）：2枚、ツナ水煮缶：小さじ4、
きゅうり：2ｃｍ分、焼のり：1/4枚、水：大さじ1、

「オリゴのおかげ」：小さじ1、醤油：少々

材料
（２本分）

ツナの
パンのりまき

作り方

ツナの代わりに
加熱してほぐしたお魚や挽肉でアレンジも！

ひとくち
メモ

CLOSE  UP▶

E N S U I K O
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