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1.  平成22年3月期第3四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年12月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期第3四半期 59,661 2.5 2,573 22.6 2,989 32.8 1,627 34.6
21年3月期第3四半期 58,231 ― 2,099 ― 2,251 ― 1,209 ―

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

22年3月期第3四半期 74.12 ―

21年3月期第3四半期 54.20 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

22年3月期第3四半期 51,382 28,094 54.2 1,274.55
21年3月期 49,546 27,177 54.4 1,222.42

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  27,840百万円 21年3月期  26,967百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年3月期 ― 10.00 ― 10.00 20.00
22年3月期 ― 10.00 ―

22年3月期 
（予想）

10.00 20.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 80,000 3.2 3,500 11.9 3,700 11.6 2,100 9.0 95.62



4.  その他 

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

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  
〔(注)詳細は、４ページ「定性的情報・財務諸表等」４．その他をご覧ください。〕 

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重
要な事項等の変更に記載されるもの） 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

 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、
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。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第3四半期 22,318,650株 21年3月期  22,318,650株

② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  475,381株 21年3月期  258,006株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第3四半期 21,961,938株 21年3月期第3四半期 22,312,424株



 当第３四半期連結累計期間（平成21年４月１日～12月31日）の当グループは、国内市場における主力商品の販売

拡大と、グローバル・フード・カンパニーを目指した海外市場への取り組みを推進いたしました。 

 菓子の製造販売事業の主力となる米菓・スナックにおいては、「亀田の柿の種」のテレビコマーシャル等を投入

する一方、消費者の生活防衛意識が一段と高まり、物価の下落が続いた状況下で、低価格路線を推進する競合メー

カーとは一線を画しつつ、積極的な販売促進活動を展開いたしました。 

以上のような取り組みによって、「亀田の柿の種」、「ハッピーターン」、「手塩屋」ブランドの売上が前年に

対し大きく伸び、全体の業績をけん引いたしました。海外市場においては、米国における「柿の種」の取り扱い店

舗がアジアンマーケットから高級・自然派スーパーへ拡大するなど順調に拡販が進みました。 

 利益面においては、原材料価格の高騰は沈静化したものの、主原料であるお米の価格は高値圏で推移し、コスト

環境は引き続き厳しい状況となりました。 

 また、貨物運送、倉庫事業においては、菓子食品取り扱いのノウハウを活かし共同配送受託の拡大に取り組み、

その他の事業のソフトウェア開発においては、当グループ基幹システムのダウンサイジング化の推進に、そして設

備設計においては、米菓主力商品の増産合理化設備の導入に、それぞれ取り組みました。 

 以上の結果、売上高は59,661百万円（前年同期比1,429百万円の増加）となりました。 

 また、営業利益は2,573百万円（前年同期比473百万円の増加）、経常利益は2,989百万円（前年同期比737百万円

の増加）、四半期純利益は1,627百万円（前年同期比418百万円の増加）と、それぞれ前年同期を上回る実績となり

ました。  

  

（資産、負債及び純資産の状況） 

①流動資産 

 当第３四半期連結会計期間末における流動資産の残高は、20,518百万円（前連結会計年度末比1,149百万円の増

加）となりました。 

 これは主に現金及び預金やたな卸資産の減少による一方、受取手形及び売掛金の増加によるものであります。 

②固定資産 

 当第３四半期連結会計期間末における固定資産の残高は、30,863百万円（前連結会計年度末比686百万円の増加）

となりました。 

 これは主に長期未収入金の減少により投資その他の資産が減少した一方、設備投資による増加や投資有価証券の取

得によるものであります。  

③流動負債  

 当第３四半期連結会計期間末における流動負債の残高は、15,037百万円（前連結会計年度末比404百万円の増加）

となりました。 

 これは主に賞与引当金の減少による一方、支払手形及び買掛金や短期借入金の増加などによるものであります。 

④固定負債  

 当第３四半期連結会計期間末における固定負債の残高は、8,251百万円（前連結会計年度末比515百万円の増加）と

なりました。 

 これは主に長期借入金の増加によるものであります。 

⑤純資産  

 当第３四半期連結会計期間末における純資産の残高は、28,094百万円（前連結会計年度末比916百万円の増加）と

なりました。 

 これは主に自己株式の取得による減少の一方、利益剰余金の増加などにより株主資本が増加したことによるもので

あります。 

定性的情報・財務諸表等

１．連結経営成績に関する定性的情報

２．連結財政状態に関する定性的情報



（キャッシュ・フローの状況）  

 営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益、減価償却費などによる増加の一方、持分法に

よる投資利益や法人税等の支払い、売上債権の増加により、2,228百万円（前年同期比841百万円の増加）となりまし

た。 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、設備投資による支出や投資有価証券の取得などにより、△3,500百万円

（前年同期比1,242百万円の支出増加）となりました。 

 財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる増加の一方、借入金の返済、自己株式の取得や配当金の

支払いなどにより、△99百万円（前年同期比753百万円の支出減少）となりました。  

 以上の結果、現金及び現金同等物は前連結会計年度末と比較して1,359百万円減少し、現金及び現金同等物の当第

３四半期連結会計期間末残高は3,812百万円となりました。 

 今後の経営環境につきましては、個人消費の低迷や流通業界の競争激化、主原料であるお米の価格が高値圏で推

移している等、引き続き厳しい状況となることが予想されます。 

 このような状況下ではありますが、通期の業績予想につきましては、平成21年５月11日の当初公表値のとおりと

いたします。 

※上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであります。実際の業績は、

今後様々な要因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。  

  

 該当事項はありません。  

  

１．簡便な会計処理 

  固定資産の減価償却費の算定方法は、年度予算に基づく年間償却予定額を期間按分する方法としておりま 

 す。  

２．四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

  該当事項はありません。  

  

 該当事項はありません。  

  

３．連結業績予想に関する定性的情報

４．その他

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

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更



５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末 
(平成21年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,880,961 6,274,239 

受取手形及び売掛金 12,314,336 9,716,488 

商品及び製品 831,410 1,009,201 

仕掛品 475,530 477,932 

原材料及び貯蔵品 1,252,739 937,260 

その他 775,693 963,084 

貸倒引当金 △11,707 △8,588 

流動資産合計 20,518,964 19,369,619 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 8,113,595 8,309,359 

機械装置及び運搬具（純額） 7,744,205 7,388,529 

土地 6,642,902 6,642,902 

その他（純額） 1,012,370 458,535 

有形固定資産合計 23,513,073 22,799,327 

無形固定資産   

のれん 108,110 95,189 

その他 494,662 441,410 

無形固定資産合計 602,772 536,600 

投資その他の資産   

その他 6,810,382 6,900,485 

貸倒引当金 △62,266 △59,136 

投資その他の資産合計 6,748,116 6,841,349 

固定資産合計 30,863,963 30,177,276 

資産合計 51,382,928 49,546,896 



（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末 
(平成21年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 5,677,896 5,476,459 

短期借入金 2,562,400 2,371,586 

未払法人税等 450,569 391,855 

賞与引当金 644,867 1,234,105 

その他の引当金 275,920 293,600 

その他 5,425,718 4,864,808 

流動負債合計 15,037,372 14,632,415 

固定負債   

長期借入金 898,500 411,206 

退職給付引当金 6,762,510 6,652,664 

その他の引当金 336,116 335,823 

負ののれん 51,877 69,169 

その他 202,523 267,625 

固定負債合計 8,251,527 7,736,488 

負債合計 23,288,900 22,368,903 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,946,132 1,946,132 

資本剰余金 486,533 486,533 

利益剰余金 26,494,908 25,306,987 

自己株式 △677,046 △342,654 

株主資本合計 28,250,528 27,396,998 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △139,979 △198,543 

繰延ヘッジ損益 10,635 － 

為替換算調整勘定 △280,795 △231,177 

評価・換算差額等合計 △410,139 △429,721 

少数株主持分 253,639 210,715 

純資産合計 28,094,027 27,177,992 

負債純資産合計 51,382,928 49,546,896 



（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 58,231,479 59,661,200 

売上原価 35,370,187 35,524,201 

売上総利益 22,861,291 24,136,998 

販売費及び一般管理費 20,761,801 21,563,873 

営業利益 2,099,489 2,573,125 

営業外収益   

受取利息 11,864 10,509 

受取配当金 59,290 58,673 

負ののれん償却額 － 17,292 

持分法による投資利益 18,422 291,481 

その他 128,573 104,007 

営業外収益合計 218,150 481,965 

営業外費用   

支払利息 30,623 25,444 

その他 35,567 40,496 

営業外費用合計 66,190 65,940 

経常利益 2,251,449 2,989,150 

特別利益   

貸倒引当金戻入額 1,603 － 

特別利益合計 1,603 － 

特別損失   

固定資産処分損 66,829 142,727 

減損損失 17,799 40,435 

その他 11,258 2,283 

特別損失合計 95,887 185,446 

税金等調整前四半期純利益 2,157,165 2,803,703 

法人税、住民税及び事業税 667,612 914,133 

法人税等調整額 280,077 248,883 

法人税等合計 947,689 1,163,017 

少数株主利益 251 12,830 

四半期純利益 1,209,224 1,627,855 



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成21年12月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 2,157,165 2,803,703 

減価償却費 1,954,625 2,205,666 

減損損失 17,799 40,435 

のれん償却額 14,278 17,300 

負ののれん償却額 － △17,292 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 2,016 6,624 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 8,984 109,846 

賞与引当金の増減額（△は減少） △708,285 △589,237 

その他の引当金の増減額（△は減少） △10,320 △17,386 

受取利息及び受取配当金 △71,154 △69,183 

支払利息 30,623 25,444 

持分法による投資損益（△は益） △18,422 △291,481 

投資有価証券評価損益（△は益） 1,862 2,283 

固定資産処分損益（△は益） 41,980 104,761 

売上債権の増減額（△は増加） △2,801,111 △2,597,911 

たな卸資産の増減額（△は増加） △52,736 △136,257 

仕入債務の増減額（△は減少） 1,171,393 201,265 

その他 711,980 1,181,780 

小計 2,450,678 2,980,360 

利息及び配当金の受取額 101,120 133,893 

利息の支払額 △31,588 △25,728 

法人税等の支払額 △1,133,384 △860,432 

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,386,825 2,228,093 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の増減額（△は増加） △336,171 33,000 

有形固定資産の取得による支出 △1,672,231 △3,154,766 

有形固定資産の売却による収入 2,967 1,308 

投資有価証券の取得による支出 △60,491 △228,071 

投資有価証券の売却による収入 160 230 

その他 △192,000 △151,959 

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,257,766 △3,500,258 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） 59,281 △5,145 

長期借入れによる収入 － 1,000,000 

長期借入金の返済による支出 △439,331 △316,747 

リース債務の返済による支出 － △18,889 

自己株式の取得による支出 △44,009 △334,391 

配当金の支払額 △428,772 △424,008 

財務活動によるキャッシュ・フロー △852,831 △99,182 

現金及び現金同等物に係る換算差額 3,026 11,897 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,720,746 △1,359,450 

現金及び現金同等物の期首残高 5,000,996 5,172,299 

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,280,250 3,812,849 



 該当事項はありません。 

  

前第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日） 

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日） 

 （注）１ 事業区分の方法 

事業は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

２ 各区分に属する主要な事業内容 

(1）菓子の製造販売事業……菓子の製造販売 

(2）貨物運送、倉庫事業……貨物運送、倉庫 

(3）その他……………………自動車の販売・修理、コンピュータソフトウェアの開発・販売、設備等の設計・

監理 

３ 会計方針の変更 

 前第３四半期連結累計期間  

（棚卸資産の評価に関する会計基準） 

 「定性的情報・財務諸表等」４．(3) ２．に記載のとおり、第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評

価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５日）を適用しております。 

 この変更に伴う当第３四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える

影響は軽微であります。 

（連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い） 

 「定性的情報・財務諸表等」４．(3) ３．に記載のとおり、第１四半期連結会計期間より「連結財務諸表

作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第18号 平成18年５月17日）を

適用しております。 

 この変更に伴う当第３四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える

影響は軽微であります。 

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

  
菓子の製造
販売事業 
（千円） 

貨物運送、
倉庫事業 
（千円） 

その他 
（千円） 

計 
（千円） 

消去又は全
社（千円） 

連結 
（千円） 

売上高                                    

(1）外部顧客に対する売上高  55,450,865  1,933,512  847,101  58,231,479  ―  58,231,479

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 1,395  3,491,162  698,836  4,191,394 (4,191,394)  ―

計  55,452,261  5,424,674  1,545,937  62,422,873 (4,191,394)  58,231,479

営業利益  1,852,942  179,021  67,526  2,099,489  ―  2,099,489

  
菓子の製造
販売事業 
（千円） 

貨物運送、
倉庫事業 
（千円） 

その他 
（千円） 

計 
（千円） 

消去又は全
社（千円） 

連結 
（千円） 

売上高                                    

(1）外部顧客に対する売上高  57,197,093  1,902,763  561,344  59,661,200  ―  59,661,200

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 1,356  3,498,122  948,532  4,448,011 (4,448,011)  ―

計  57,198,449  5,400,885  1,509,877  64,109,212 (4,448,011)  59,661,200

営業利益  2,342,935  163,525  66,664  2,573,125  ―  2,573,125



４ 追加情報 

前第３四半期連結累計期間  

 「定性的情報・財務諸表等」４．(3)（追加情報）に記載のとおり、平成20年度の法人税法の改正に伴

い、第１四半期連結会計期間より、固定資産の耐用年数の見積りの変更を実施いたしました。 

 この変更に伴い、従来の方法によった場合と比較して、当第３四半期連結累計期間の営業利益は「菓子の

製造販売事業」で84,358千円、「貨物運送、倉庫事業」で122千円、「その他」で17千円それぞれ増加して

おります。 

 前第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年１２月31日）及び当第３四半期連結累計期間

（自平成21年４月１日 至平成21年１２月31日）  

 本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情報の

記載を省略しております。  

  

 前第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年１２月31日）及び当第３四半期連結累計期間

（自平成21年４月１日 至平成21年１２月31日） 

 海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。  

  

 該当事項はありません。 

  

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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