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株主の皆様へ
平成26年4月1日▶平成27年3月31日

シーチキンと気まぐれ漁師のサラスパ
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　株主の皆様には、平素より格別のご支援を賜り、厚く御礼申し上げ
ます。ここに当社第86期（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）
の営業報告、財務報告等をお届けいたします。
　このたび、平成27年4月1日付で、代表取締役社長に池田憲一が就
任いたしました。新たな経営体制で、新中期経営計画の実行に臨んで
まいります。

当期のわが国経済は、政府の経済政策や日本銀行の金融緩和などを背
景に引き続き緩やかな回復基調となりました。食品業界においては、消

費税率の改定による需要減が懸念されました。また、円安などの影響によるコ
スト上昇を価格に転嫁する動きが見られました。
　そのような中、当社グループでは、コーポレートメッセージである「人と自然
を、おいしくつなぐ」をテーマに企業活動に取り組みました。原材料コストの
上昇に対しては、製造コストの削減や販売奨励金の効果的な使用に努め、収
益の改善を図りました。
　一方で、新聞・テレビ・雑誌・WEBなどの媒体を活用した広告宣伝活動を積
極的に展開し、ブランド力の強化と消費者の需要喚起に努めました。この結
果、売上高は前期比1.9％増の745億73百万円となりました。
　利益面では、主原料のきはだ鮪・かつおの価格が比較的安定して推移したこ
とや、前期に実施した製品の価格改定が浸透したことなどにより、営業利益は
17億47百万円（前期比167.2％増）、経常利益は20億54百万円（前期比
109.4%増）、当期純利益は前期に計上した投資有価証券売却益が減少したこ
となどにより、19億7百万円（前期比26.2％減）となりました。

当期の連結業績についてお聞かせください。Q
A
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To Our Shareholders Top Interview株主の皆様へ トップインタビュー

連結決算ハイライト

代表取締役会長　後藤 康雄 代表取締役社長　池田 憲一

Consolidated Financial Highlights
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当期においては、「人に優しい製品づくり」
をテーマに、新容器・新素材を含め、スピー

ド感ある製品開発に努めました。主な新製品として、
育ち盛りのお子様やスポーツを楽しむかた向けに、

「カラダを応援シーチキン」を発売したほか、魚と
野菜の本格的な惣菜を手軽に楽しめるパウチ製品

「おかずで健康」シリーズ3品を発売しました。「削
りぶし・海苔・ふりかけ類」からは、削りぶしのふ
んわり舞うさまを天女のはごろもに見立てた「はご
ろも舞」シリーズを発売したほか、「味付のり きざ
みタイプ」、「サラのり 細切きざみのり」、「かみきれ
～る 味付のり 卓上」、きなこのふりかけ製品「きな
こちゃんと黒みっちゃん」を発売しました。また、
環境と人に優しい環境保全米を使用した「パパッと
ライス ひとめぼれ」を発売するなど、お客様のニー
ズを的確に把握した製品の開発に取り組みました。

新製品の発売状況について
お聞かせください。Q 次期の見通しについて

どのようにお考えですか。Q
A A 次期につきましては、景気は緩やかな回復

傾向にあるものの、個人の実質賃金は伸び
悩んでおり、消費の先行きは不透明なままです。
このような環境の下、当社グループは製品の安心・
安全の徹底による信頼されるブランドづくりに努め
ます。生産面では、製造コストの削減を進めると
ともに、生産委託先を含む全プラントのハード・ソ
フト両面で情報の共有化を進めることで、生産管
理・品質管理体制の一層の強化を図ります。販売
面では、ブランド価値向上のために適切な広告宣
伝を行うとともに、効果的な販売奨励金の使用に
努めます。また、製販一体となって、市場環境の
変化に的確に対応し、原料価格や為替の変動に左
右されない強固な収益体制の確立を目指します。
　平成28年3月期の連結業績予想は、売上高
740億円、営業利益12億円、経常利益15億円、

当期純利益10億円を見込んでいます。
　当社グループでは、平成27年4月からの新中期
経営計画に掲げた、「安心・安全な製品づくりへの
一層の取り組み」「ブランド力の一層の強化と新規
チャネルへの挑戦」「人財の積極的な開発・育成と
組織の活性化」の3つの基本方針の実現を推進し
てまいります。株主の皆様におかれましては、今
後ともより一層のご指導ご鞭撻を賜りますようよろ
しくお願い申し上げます。

平成27年６月

代表取締役社長　池田 憲一
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ツナ

ペットフード・バイオ他

ギフトセット・その他食品

業務用食品

その他

31,272 百万円

1,726 百万円

3,781 百万円

559 百万円

12,955 百万円

「野菜をおいしくシーチキン」キャンペーンに加え、「シーチキン
食堂」のテレビＣＭや新聞の全面広告の展開など、ブランド力強
化と需要喚起に努めました。魚価が想定を下回ったかつお製品の
販売が好調で、売上高は前期比3.5％増加しました。

輸入品から国産品へのシフトを進めたペットフードの販売が減少し
たことにより、売上高は前期比12.6％減少しました。

ギフトセットが振るわず、売上高は前期比4.9％減少しました。

コンビニエンスストア向けのツナ・スイートコーンやデザートが
好調で、売上高は前期比3.8％増加しました。

天然水でつくった
シーチキンR純

シーチキンRL

ねこまんま膳まぐろ 無一物ねこまんま
パウチまぐろ

シーチキンRLチャンク

プレミアムシーフードギフト

シャキッと!Rコーン

売上高
74,573

百万円

41.9%

2.3%

0.7%

5.1%

17.4%

パパッとRライス
やんわかこしひかり

部門別営業の概況Financial Result by Segments
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デザート

総菜

削りぶし・海苔・ふりかけ類

パスタ&ソース

4,584 百万円

6,995 百万円

5,372 百万円

7,326 百万円

原材料価格の上昇を受けて販売促進を控えた「朝からフルーツ」
の販売が低調で、売上高は前期比1.3％減少しました。

新たなブランド戦略を開始した削りぶし「はごろも舞」シリーズや、噛み切りや
すい海苔「かみきれ～る」、ふりかけ「デコふり」「きなこちゃん」などが好調で、
売上高は前期比5.8％増加しました。

パスタソースの販売が低調でしたが、消費者キャンペーン等の実
施により結束タイプのスパゲッティやマカロニが好調で、売上高
は前期比0.9％増加しました。 ポポロスパR7分結束 あらびき

ミートソース

きなこちゃん 焙炒ソフト削り
はごろも舞

キングオスカー
オイルサーディン

営業利益
1,747
百万円

5.1%

7.2%

9.4%

6.2%

9.8%

甘みあっさり
みかん

朝からフルーツR
ミックス

かみきれ〜る
焼のり5枚

さんまで健康
しょうゆ味（パウチ）

ラインナップが充実した青魚製品の「健康」パウチシリーズや、
小売店での取り扱いが拡がった「オイルサーディン」の販売が好
調で、売上高は前期比1.1％増加しました。
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連結貸借対照表 （単位：百万円）

科目 前連結会計年度（第85期）
平成26年3月31日現在

当連結会計年度（第86期）
平成27年3月31日現在

負債の部
流動負債 17,578 18,336

支払手形及び買掛金 11,601 12,213
1年内返済予定の長期借入金 280 280
リース債務 35 43
未払金 3,782 4,670
未払法人税等 853 11
売上割戻引当金 29 27
販売促進引当金 3 1
賞与引当金 353 351
役員賞与引当金 — 38
その他 638 698

固定負債 6,051 4,723
長期借入金 2,910 2,630
リース債務 151 188
繰延税金負債 1,157 1,069
役員退職慰労引当金 659 681
退職給付に係る負債 939 15
資産除去債務 16 17
その他 217 121

負債合計 23,629 23,059
純資産の部
株主資本 17,917 20,030

資本金 1,441 1,441
資本剰余金 942 942
利益剰余金 17,684 19,801
自己株式 △2,151 △2,154

その他の包括利益累計額 1,645 3,010
その他有価証券評価差額金 2,051 2,761
繰延ヘッジ損益 △3 178
為替換算調整勘定 △162 22
退職給付に係る調整累計額 △239 48

純資産合計 19,563 23,041
負債純資産合計 43,193 46,101

科目 前連結会計年度（第85期）
平成26年3月31日現在

当連結会計年度（第86期）
平成27年3月31日現在

資産の部

流動資産 26,851 28,242
現金及び預金 802 1,508
受取手形及び売掛金 15,578 15,851
商品及び製品 4,774 5,760
仕掛品 76 66
原材料及び貯蔵品 2,733 2,653
繰延税金資産 236 93
その他 2,650 2,315
貸倒引当金 △1 △5

固定資産 16,341 17,858
有形固定資産 9,626 9,459

建物及び構築物 4,463 4,219
機械装置及び運搬具 954 923
土地 3,539 3,549
リース資産 188 242
建設仮勘定 5 5
その他 475 519

無形固定資産 463 401
投資その他の資産 6,251 7,996

投資有価証券 6,013 7,098
繰延税金資産 5 5
退職給付に係る資産 — 468
その他 246 437
貸倒引当金 △13 △12

資産合計 43,193 46,101

連結財務諸表Consolidated Financial Statements
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連結損益計算書 （単位：百万円）

連結株主資本等変動計算書

連結キャッシュ・フロー計算書 （単位：百万円）

科目
前連結会計年度（第85期）

平成25年4月  1日から
平成26年3月31日まで

当連結会計年度（第86期）
平成26年4月  1日から
平成27年3月31日まで

売上高 73,185 74,573
売上原価 49,586 48,373

売上総利益 23,599 26,200
販売費及び一般管理費 22,945 24,452

営業利益 654 1,747
営業外収益 471 415
営業外費用 144 109

経常利益 981 2,054
特別利益 3,643 129
特別損失 1,247 123

税金等調整前当期純利益 3,377 2,060
法人税、住民税及び事業税 858 402
法人税等調整額 △63 △249
少数株主損益調整前当期純利益 2,582 1,907
当期純利益 2,582 1,907

科目
前連結会計年度（第85期）

平成25年4月  1日から
平成26年3月31日まで

当連結会計年度（第86期）
平成26年4月  1日から
平成27年3月31日まで

営業活動によるキャッシュ・フロー △216 1,779
投資活動によるキャッシュ・フロー 3,581 △462
財務活動によるキャッシュ・フロー △3,434 △612
現金及び現金同等物に係る換算差額 △0 0
現金及び現金同等物の増減額（減少：△） △69 705
現金及び現金同等物の期首残高 872 802
現金及び現金同等物の期末残高 802 1,508

株主資本 その他の包括利益累計額
純資産合計

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 その他有価証券
評価差額金 繰延ヘッジ損益 為替換算

調整勘定
退職給付に係る

調整累計額
その他の
包括利益

累計額合計
当期首残高 1,441 942 17,684 △2,151 17,917 2,051 △3 △162 △239 1,645 19,563
　会計方針の変更による
　累積的影響額 491 491 491
会計方針の変更を反映した
当期首残高 1,441 942 18,176 △2,151 18,408 2,051 △3 △162 △239 1,645 20,054

当期変動額
剰余金の配当 △282 △282 △282
当期純利益 1,907 1,907 1,907
自己株式の取得 △3 △3 △3
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） 710 181 184 287 1,364 1,364

当期変動額合計 － － 1,624 △3 1,621 710 181 184 287 1,364 2,986
当期末残高 1,441 942 19,801 △2,154 20,030 2,761 178 22 48 3,010 23,041

当連結会計年度（平成26年４月１日から平成27年3月31日まで）   （単位：百万円）
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科目 前事業年度（第85期）
平成26年3月31日現在

当事業年度（第86期）
平成27年3月31日現在

資産の部
流動資産 24,857 26,397
固定資産 19,105 20,140
有形固定資産 8,213 8,001
無形固定資産 460 400
投資その他の資産 10,431 11,737
資産合計 43,963 46,537
負債の部
流動負債 18,412 19,193
固定負債 5,724 4,628
負債合計 24,136 23,822
純資産の部
株主資本 17,779 19,775
資本金 1,441 1,441
資本剰余金 942 942
利益剰余金 17,547 19,546
自己株式 △2,151 △2,154
評価・換算差額等 2,047 2,940
その他有価証券評価差額金 2,051 2,761
繰延ヘッジ損益 △3 178
純資産合計 19,827 22,715
負債純資産合計 43,963 46,537

科目
前事業年度（第85期）

平成25年4月  1日から
平成26年3月31日まで

当事業年度（第86期）
平成26年4月  1日から
平成27年3月31日まで

売上高 71,606 72,970

売上原価 49,024 47,848

売上総利益 22,581 25,122

販売費及び一般管理費 21,859 23,409

営業利益 721 1,712

営業外収益 459 361

営業外費用 135 103

経常利益 1,045 1,970

特別利益 3,554 128

特別損失 1,293 174

税引前当期純利益 3,306 1,924

法人税、住民税及び事業税 846 386

法人税等調整額 △58 △251

当期純利益 2,518 1,789

貸借対照表� （単位：百万円） 損益計算書� （単位：百万円）

配当の状況

当期末の配当を下記のとおり実施させていただきます。

　　●配当金総額 　141百万円
　　● 1株当たり配当金 　7円 50銭
　　● 1株当たり当期純利益 　95円 06銭

単体財務諸表Financial Statements
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CLOSE UP 広告展開
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New Items 新製品のご案内

良質なびんながまぐろの油漬けフレークです。夏の太平洋を黒潮にのって
日本近海まで北上する旬のびんながまぐろを、使いやすいタイプにしまし
た。味付けには、沖縄の海から採れた海塩を使用しました。

便利なお総菜シリーズとして、おかずで健康パウチを新たに発売しました。
不足しがちな食物繊維も摂れるように健康に配慮しました。もう一品おか
ずが欲しい時にぴったりです。

シーチキンRフレーク（一本釣り） おかずで健康シリーズ

シーチキンフレーク
（一本釣り）70g

きなこちゃん きなこちゃんと黒ごまくん きなこちゃんと黒みっちゃん 味付のり　きざみタイプ ８ｇ

シーチキンフレーク
（一本釣り）140g おかずで健康

筍とまぐろの煮物
おかずで健康

厚揚げとかつおの甘辛みそ煮
おかずで健康

ひじきの炒め煮

こどもが大好きなほんのり甘～いきなこのふりかけです。サクサク食感が楽し
めるフレークタイプ。カルシウム入り。ごはんはもちろん、トーストやヨーグル
ト、牛乳、おもち、パンケーキなどにかけていろいろな楽しみ方ができます。

有明海産の口どけの良いのりを甘辛く味付けし、食べやすい大きさにきざ
みました。ごはんや麺類によく合う味付のりのきざみタイプです。

きなこちゃんシリーズ 味付のり　きざみタイプ
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宮城県登米市米山町水稲部会の環境保全米ひとめぼれを使用したパパッと
ライスです。生産者の顔が見えるパッケージで、安全・安心にお召し上が
りいただけます。

フライパン１つでゆでる＆あえる、炒めるスパゲッティ。麺長１２.５ｃｍでフ
ライパンにぴったりサイズ。保存に便利なチャックシール付です。

パパッとRライスひとめぼれ ポポロスパRハーフ

甘みあっさり　みかん 甘みあっさり　ミックス 甘みあっさり　白桃

すっきりとした甘さの食べごたえのあるフルーツパウチです。そのままでも、
ヨーグルトと合わせてもお楽しみいただけます。ビタミンＣが１００ｍｇ配合
されています。

猫ちゃんの健康維持に配慮して栄養たっぷりのまぐろ血合肉を使用しまし
た。DHA含有のツナオイル・天然まぐろのコラーゲン・ビタミンＥを配合
しています。

甘みあっさりシリーズ ねこまんまR膳まぐろシリーズ

パパッとライス
ひとめぼれ(環境保全米)

パパッとライスひとめぼれ
(環境保全米)ＳＰ３ ポポロスパハーフ ナポリスパハーフ

ねこまんま膳まぐろ

ねこまんま膳まぐろ
しらす入り

ねこまんま膳まぐろ
ささみ入り

ＷＥＢ用010_0691501302706.indd   10 2015/06/13   13:15:03



11

Hagoromo News はごろもニュース
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会社概要 （平成27年3月31日現在）

商 号 はごろもフーズ株式会社

創 業 昭和6年5月

設 立 昭和22年7月

資 本 金 14億4,166万円

従業員数 567名

事業内容 缶詰･レトルト食品･ギフトセット･パスタ･
パスタソース･花かつお･海苔･ふりかけ
などの各種食品の製造･販売

役員 （平成27年6月26日現在）

グループ企業紹介 （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）

発行可能株式総数 82,600,000株
発行済株式総数 20,650,731株
株主数 2,561名

●	株式会社マルアイ　	URL  http://www.kk-maruai.co.jp

愛知県名古屋市熱田区一番二丁目30番7号
TEL  052-651-7701
事業内容　かつお削りぶし・海苔・ふりかけ・進物用品等の製造

●	マルアイ商事株式会社
愛知県名古屋市熱田区一番二丁目30番7号
TEL  052-746-5514
事業内容　進物用品の販売

●	セントラルサービス株式会社
静岡県静岡市清水区桜が丘町1-10
はごろも桜が丘オフィス
TEL  054-354-5111
事業内容　運送・倉庫管理・石油等販売・損害保険代理店業務

決 算 期 3月31日
定 時 株 主 総 会 6月
配 当 金 受 領
株 主 確 定 日

3月31日および中間配当を実施するとき
は9月30日

株 主 名 簿 管 理 人
特別口座の口座管理機関 三菱UFJ信託銀行株式会社

同 連 絡 先 三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部
東京都江東区東砂七丁目10番11号

0120-232-711
公 告 掲 載 方 法  電子公告による。ただし、やむを得ない事

由により電子公告ができない場合は、日本
経済新聞に掲載する。

（http://www.hagoromofoods.co.jp/）
１単元の株式数 1,000株
証 券 コ ー ド 2831

【お知らせ】
１．株券電子化によるご注意

（１） 株主様の住所変更、買取請求その他各種お手続きにつきま
しては、原則、口座を開設されている口座管理機関（証券会
社等）で承ることとなっております。口座を開設されている
証券会社等にお問い合わせください。株主名簿管理人（三
菱ＵＦＪ信託銀行）ではお取り扱いできませんのでご注意く
ださい。

（２） 特別口座に記録された株式に関する各種お手続きにつきま
しては、三菱ＵＦＪ信託銀行が口座管理機関となっておりま
すので、上記特別口座の口座管理機関（三菱UFJ信託銀行）
にお問い合わせください。なお、三菱UFJ信託銀行全国各
支店にてもお取次ぎいたします。

（3） 未受領の配当金につきましては、三菱UFJ信託銀行本支店
でお支払いいたします。

２．配当金計算書について
配当金の口座振込をご指定の方と同様に、「配当金領収証」
により配当金をお受取になられる株主様宛にも「配当金計算
書」を同封いたしております。配当金をお受取になった後の
配当金額のご確認や確定申告の資料としてご利用いただけ
ます。

代表取締役会長 後 藤   康 雄
代表取締役社長 池 田   憲 一
常 務 取 締 役 石 神   章 兆
常 務 取 締 役 大 木   道 隆
常 務 取 締 役 後　藤　 　 佐恵子
取 締 役 鳥羽山　 　 宏　史
取 締 役 川 隅   義 之
取 締 役 鈴 木   隆 昭
取 締 役 岩 間   英 幸
取 締 役 見 崎      修
取 締 役 山 田   雅 文
取 締 役 松 井      敬
取 締 役 後 藤   清 雄
取 締 役 木 村   恭 平
取 締 役 田 口   博 雄
常 勤 監 査 役 松 永   年 史
常 勤 監 査 役 溝 口   康 博
監 査 役 林      省 吾
監 査 役 向井地　 　 純　 一

Corporate Data 会社概要／株式情報

株主メモ

●	P.T.アネカ・ツナ・インドネシア（持分法適用関連会社）
インドネシア国スラバヤ市
事業内容　ツナ缶詰等の製造販売
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Information 株主の皆様へお知らせ
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例 はごろもフーズの配当金
1,000株分

2,000株分

X証券会社（1,000株保有）

Y証券会社（2,000株保有）

配当金の口座振込のご案内

配当金のお受け取りには、従来よりご利用いただいているゆうちょ銀行または郵便局で配当金領収証と引き換えに受領する（配当金領収証方式）ほか、
口座振込が選択できます。口座振込をご利用いただきますと、配当金の支払開始日に確実にご指定の口座へ振り込まれるため、簡単にお受け取りいただけます。
口座振込には下記の方式があります。

特別口座から証券口座への振替請求や単元未満株式の買取・買増請求における必要書類の入手・お手続きの詳細については、
三菱UFJ信託銀行証券代行部までお問い合わせください。

お手続きに関するお問い合わせ先

□ 証券会社等の口座をご利用の株式　　　 　お取引の証券会社へ
□ 特別口座に記録された株式　　　 　三菱UFJ信託銀行へ

株式数比例配分方式

※手続きの詳細につきましては、お取引先の証券会社にお問い合わせください。

※ご所有の株式の一部が特別口座に記録されている場合などには、この方式は選択できません。

証券会社の口座で配当金を受領する方式です。複数の証券会社で当社株式を保有している場合、証券会社ごとの保有株式数に応じた配当金が
それぞれの証券会社の口座に入金されます。

登録配当金受領口座方式

※ゆうちょ銀行の貯金口座は指定できません。※1つの銘柄について振込先指定の手続きを行えば、自動的に他の銘柄の配当金も同一の銀行口座で受領できます。

保有するすべての銘柄の配当金を、指定した1つの金融機関の口座で受領する方式です。

例

個別銘柄指定方式

※銘柄ごとに振込先指定の手続きが必要となります。

保有する銘柄ごとに指定した金融機関の口座で、配当金を受領する方式です。

例
X銀行

X銀行

Y銀行

三菱UFJ信託銀行　証券代行部
［受付時間（土・日・祝祭日を除く）平日9：00～17：00］ 0120-232-711 http://www.tr.mufg.jp/daikou/

A社の配当金

はごろもフーズの配当金

A社の配当金

はごろもフーズの配当金
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適切に管理された森林からの原料
を含むFSC®認証紙と、溶剤に、
植物性油を使用した環境対応型
インキを使用し印刷しています。

見やすいユニバーサルデザインフォント
を採用しています。

Printed in Japan

本報告書は、再生紙と、溶剤に植物性油を使用し
た環境対応型インキを使用し、印刷時に有害な廃
液が出ない「水なし印刷」で印刷しています。
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シーチキンと気まぐれ漁師のサラスパ
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