
 
平成平成平成平成23232323年年年年3333月期月期月期月期    第第第第3333四半期決算短信四半期決算短信四半期決算短信四半期決算短信〔〔〔〔日本基準日本基準日本基準日本基準〕（〕（〕（〕（連結連結連結連結））））    

平成23年2月4日 

（百万円未満切捨て） 

上場会社名 亀田製菓株式会社 上場取引所 東 

コード番号 2220 URL http://www.kamedaseika.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 田中 通泰

問合せ先責任者 （役職名） 取締役常務執行役員経営統括本部長 （氏名） 佐藤 勇 TEL 025-382-2111
四半期報告書提出予定日 平成23年2月10日

配当支払開始予定日 ―

四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無

四半期決算説明会開催の有無 ： 無

1.  平成23年3月期第3四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22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 ％

23年3月期第3四半期 59,625 △0.1 2,193 △14.7 2,701 △9.6 1,389 △14.7

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

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

23年3月期第3四半期 64.14 ―

22年3月期第3四半期 74.12 ―

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

23年3月期第3四半期 53,965 28,470 52.3 1,317.83
22年3月期 52,791 28,403 53.3 1,297.04

（参考） 自己資本   23年3月期第3四半期  28,243百万円 22年3月期  28,141百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無  
 

年間配当金

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

22年3月期 ― 10.00 ― 12.00 22.00
23年3月期 ― 11.00 ―

23年3月期 
（予想）

11.00 22.00

3.  平成23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率） 

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 82,000 3.3 3,800 9.2 4,300 6.9 2,400 14.2 110.82



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（注）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の有無となります。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「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
示方法等の変更の有無となります。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基
づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了していません。 

※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。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】Ｐ.３「その他の情報」をご覧ください。）

新規 ―社 （社名 ）、 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期3Q  22,318,650株 22年3月期  22,318,650株

② 期末自己株式数 23年3月期3Q  886,670株 22年3月期  621,847株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期3Q  21,657,333株 22年3月期3Q  21,961,938株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第３四半期連結累計期間(平成22年４月1日～12月31日)の国内経済は、新興国の経済成長に牽引された輸出拡

大や政府の景気対策による効果で緩やかに回復してきましたが、年央からの急激な円高の進行や、景気対策の終了

に伴う反動、海外経済の減速懸念などから後半は低迷しました。 

食品業界におきましては、夏場の猛暑が一部の食品に対してはプラスの効果をもたらしたものの、一方で菓子

類などには大きなマイナスの要因となりました。また食用油、砂糖など一部の原材料が値上がりする一方、消費者

の節約志向の強まりを背景とした緩やかなデフレ状況の下で販売価格の低下傾向が続いており、全般的に厳しい環

境下にありました。 

このような状況のもと、当社グループは前期よりスタートした３カ年中期経営計画で掲げる「グローバル・フ

ード・カンパニー」の実現を目指して、米菓等の販売を中心とした企業活動を展開し、国内主力商品ブランドの強

化、生産能力と品質の向上、さらに海外市場での販売拡大と収益向上に取り組みました。 

国内市場では、スーパーマーケット市場を中心に、「亀田の柿の種」や「ハッピーターン」を中心とするトッ

プ８ブランドの主力商品は、積極的な販売促進や菓子メーカーとのコラボレーション企画商品「亀田の柿の種チョ

コ＆アーモンド」などの期間限定商品の投入などの効果もあり、前年同期を上回りました。さらに「チーズリッ

チ」や「なないろ小町」などの新商品を投入し、市場定着に向けて営業活動を継続しました。しかし、その他の主

力商品は、価格競争の激化や夏場の猛暑の影響を受け、前年を下回る結果となりました。またコンビニエンススト

ア市場においては、積極的な商品導入で消費者ニーズを掘り起こし大きく伸長しました。 

その他の国内での取組では、主食米販売が価格下落等の影響を受け前年を下回っておりますが、ヘルスケア商

品としての機能性米や米由来の乳酸菌販売では新規の需要開発に努めた結果、引き続き伸長しました。関係会社で

は、とよす株式会社が高級米菓「十火」ブランドの新店舗を９月に西武百貨店池袋店に新規出店し顧客開拓に努

め、新潟輸送株式会社は関東地域の物流の効率化と事業拡大を図るため、11月に埼玉県所沢市に関東広域センター

を稼働させました。 

海外市場では、米国の持分法適用関連会社であるTH FOODS, INC.は、健康志向の高まりを受けてライスクラッ

カーの自社ブランドが成長し、高い成長を続けました。また、中国とタイの関係会社は現地米菓市場の開拓と国内

外クロスボーダー取引の拡大によって、コスト低減と収益拡大に努めました。  

以上の結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は596億25百万円と（前年同期比36百万円の減少）となりまし

た。利益面につきましては、副原料や燃料費の高騰、販売促進費の増加等が大きく影響しました。また関係会社で

は関東広域センター開所の初期コストの発生、海外での原材料の高騰の影響があり、グループ全体でコスト削減に

努めたものの、営業利益は21億93百万円（前年同期比３億79百万円の減少）となり、経常利益は27億１百万円（前

年同期比２億88百万円の減少）、四半期純利益は13億89百万円（前年同期比２億38百万円の減少）となりました。

    

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

①資産、負債及び純資産の状況 

 当第３四半期連結会計期間末における総資産は、539億65百万円になり、前連結会計年度末と比較して11億74百

万円増加しました。主な資産の変動は、「受取手形及び売掛金」が19億95百万円、流動資産の「その他」が７億73

百万円、有形固定資産の「その他」が15億73百万円それぞれ増加した一方、「現金及び預金」が41億39百万円、投

資その他の資産の「その他」が２億２百万円それぞれ減少したことによるものです。 

 主な負債の変動は、「短期借入金」が５億90百万円、流動負債の「その他」が20億67百万円それぞれ増加した一

方、「未払法人税等」が10億25百万円、「賞与引当金」が６億99百万円それぞれ減少したことによるものです。 

 主な純資産の変動は、「自己株式」の取得により４億37百万円、「その他有価証券評価差額金」が86百万円、

「為替換算調整勘定」が２億24百万円それぞれ減少した一方、「利益剰余金」が８億90百万円増加したことによる

ものです。 

②連結キャッシュ・フロー 

 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や減価償却費、仕入債務の増加の一方、売上

債権の増加や法人税等の支払いなどによる減少により、２億26百万円（前年同期比20億１百万円の減少）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などにより、△38億７百万円（前年同期比３億７百

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、短期借入金の増加の一方、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、△５億95百万円（前年同期比４億96百万円の支出増加）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41億86百万円減少し、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26億６百万円となりました。 

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報



  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

今後の経営環境につきましては、海外の経済動向、国内のデフレの影響や業界内の販売競争の激化など不透明

な要素があります。 

こうした中で、当社グループはお客様に安全・安心で健康的な価値ある米菓およびヘルスケア商品の提供、特

に主力商品ブランドを中心に拡大を図るとともに、一層のコスト削減を推進してまいります。さらにグループでの

新たなブランドの育成、海外での米菓市場の開拓に努めてまいります。 

平成23年３月期の連結業績予想につきましては、グループの総力をあげて販売とコストダウンに取り組んでお

り、平成22年５月11日の決算短信で発表しました業績予想を見込んでおります。 

※上記の予想は本資料の発表日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。 

   

（１）重要な子会社の異動の概要 

該当事項はありません。 

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

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 特有の会計処理 

該当事項はありません。 

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

① 会計処理基準に関する事項の変更 

資産除去債務に関する会計基準の適用 

 第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月

31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31

日）を適用しております。 

 これにより、当第３四半期連結累計期間の営業利益及び経常利益はそれぞれ5,811千円、税金等調整前四 

半期純利益は104,384千円減少しております。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額 

は116,946千円であります。 

  

② 表示方法の変更  

（四半期連結損益計算書） 

１ 為替差益及び為替差損については、前第３四半期連結累計期間は「為替差益」として営業外収益の「その

他」に含めて表示しておりましたが、当第３四半期連結累計期間においては、「為替差損」として営業外費

用総額の100分の20を超えたため、「為替差損」として区分掲記しております。 

  なお、前第３四半期連結累計期間の営業外収益の「その他」に含めておりました「為替差益」の金額は

1,744千円であります。 

２ 前第３四半期連結累計期間において、特別損失の「その他」に含めて表示しておりました「投資有価証券

評価損」は、特別損失総額の100分の20を超えたため、「投資有価証券評価損」として区分掲記しておりま

す。 

  なお、前第３四半期連結累計期間の特別損失の「その他」に含めておりました「投資有価証券評価損」の

金額は2,283千円であります。   

  

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書）  

  前第３四半期連結累計期間において区分掲記しておりました「財務活動によるキャッシュ・フロー」の

「リース債務の返済による支出」は、重要性が乏しいため、「財務活動によるキャッシュ・フロー」の「そ

の他」に含めて表示しております。 

  なお、当第３四半期連結累計期間の「財務活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めておりま

す「リース債務の返済による支出」は△27,902千円であります。 

     

（４）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

該当事項はありません。  

２．その他の情報



３．四半期連結財務諸表 
（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22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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,634,496 7,774,216 

受取手形及び売掛金 12,082,661 10,086,902 

商品及び製品 1,053,298 947,535 

仕掛品 560,940 492,966 

原材料及び貯蔵品 1,412,018 1,294,942 

その他 1,817,714 1,044,569 

貸倒引当金 △13,572 △11,744 

流動資産合計 20,547,558 21,629,387 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 9,001,913 8,358,984 

機械装置及び運搬具（純額） 8,197,984 8,096,539 

土地 6,642,902 6,642,902 

その他（純額） 2,260,323 686,809 

有形固定資産合計 26,103,124 23,785,235 

無形固定資産   

のれん 21,154 25,687 

その他 658,920 514,909 

無形固定資産合計 680,075 540,597 

投資その他の資産   

その他 6,699,095 6,901,446 

貸倒引当金 △64,137 △65,552 

投資その他の資産合計 6,634,958 6,835,894 

固定資産合計 33,418,157 31,161,727 

資産合計 53,965,715 52,791,115 



（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末 
(平成22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22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 5,596,342 5,324,751 

短期借入金 3,406,000 2,815,723 

未払法人税等 75,043 1,100,548 

賞与引当金 549,037 1,248,411 

その他の引当金 394,724 323,000 

資産除去債務 79,835 － 

その他 6,947,093 4,879,454 

流動負債合計 17,048,076 15,691,889 

固定負債   

長期借入金 1,235,000 1,470,000 

退職給付引当金 6,524,888 6,649,882 

その他の引当金 331,900 331,900 

負ののれん 28,820 46,112 

資産除去債務 70,185 － 

その他 256,010 197,934 

固定負債合計 8,446,804 8,695,829 

負債合計 25,494,881 24,387,718 

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 27,858,204 26,967,980 

自己株式 △1,360,150 △922,740 

株主資本合計 28,930,719 28,477,905 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △190,323 △103,394 

繰延ヘッジ損益 △39,345 － 

為替換算調整勘定 △457,263 △232,998 

評価・換算差額等合計 △686,932 △336,392 

少数株主持分 227,046 261,883 

純資産合計 28,470,834 28,403,396 

負債純資産合計 53,965,715 52,791,115 



（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21年４月１日 

 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成22年12月31日) 

売上高 59,661,200 59,625,187 

売上原価 35,524,201 35,455,653 

売上総利益 24,136,998 24,169,534 

販売費及び一般管理費 21,563,873 21,975,762 

営業利益 2,573,125 2,193,772 

営業外収益   

受取利息 10,509 8,810 

受取配当金 58,673 69,559 

負ののれん償却額 17,292 17,292 

持分法による投資利益 291,481 411,206 

その他 104,007 145,402 

営業外収益合計 481,965 652,271 

営業外費用   

支払利息 25,444 32,560 

為替差損 － 71,184 

その他 40,496 41,265 

営業外費用合計 65,940 145,009 

経常利益 2,989,150 2,701,033 

特別損失   

固定資産処分損 142,727 199,000 

減損損失 40,435 － 

投資有価証券評価損 － 76,526 

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 98,573 

その他 2,283 － 

特別損失合計 185,446 374,099 

税金等調整前四半期純利益 2,803,703 2,326,933 

法人税、住民税及び事業税 914,133 580,359 

法人税等調整額 248,883 380,442 

法人税等合計 1,163,017 960,801 

少数株主損益調整前四半期純利益 － 1,366,131 

少数株主利益又は少数株主損失（△） 12,830 △22,929 

四半期純利益 1,627,855 1,389,061 



（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21年４月１日 

 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成22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 2,803,703 2,326,933 

減価償却費 2,205,666 2,385,902 

減損損失 40,435 － 

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 98,573 

のれん償却額 17,300 4,533 

負ののれん償却額 △17,292 △17,292 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 6,624 829 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 109,846 △124,993 

賞与引当金の増減額（△は減少） △589,237 △699,373 

その他の引当金の増減額（△は減少） △17,386 71,724 

受取利息及び受取配当金 △69,183 △78,369 

支払利息 25,444 32,560 

持分法による投資損益（△は益） △291,481 △411,206 

投資有価証券評価損益（△は益） 2,283 76,526 

固定資産処分損益（△は益） 104,761 136,190 

売上債権の増減額（△は増加） △2,597,911 △2,001,250 

たな卸資産の増減額（△は増加） △136,257 △303,401 

仕入債務の増減額（△は減少） 201,265 272,013 

その他 1,181,780 13,934 

小計 2,980,360 1,783,833 

利息及び配当金の受取額 133,893 302,361 

利息の支払額 △25,728 △33,197 

法人税等の支払額 △860,432 △1,826,424 

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,228,093 226,572 

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） 33,000 △47,000 

有形固定資産の取得による支出 △3,154,766 △3,549,589 

有形固定資産の売却による収入 1,308 11,217 

投資有価証券の取得による支出 △228,071 △11,603 

投資有価証券の売却による収入 230 － 

その他 △151,959 △210,618 

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,500,258 △3,807,592 

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） △5,145 885,482 

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 △316,747 △530,206 

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 △334,391 △437,409 

配当金の支払額 △424,008 △485,607 

その他 － △27,902 

財務活動によるキャッシュ・フロー △99,182 △595,643 

現金及び現金同等物に係る換算差額 11,897 △9,974 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,359,450 △4,186,637 

現金及び現金同等物の期首残高 5,172,299 6,793,295 

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,812,849 2,606,658 



  該当事項はありません。  

  

  

  当社グループは、菓子の製造販売事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。 

  

 （追加情報）  

  第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21

 年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 平

 成20年３月31日）を適用しております。 

  

   該当事項はありません。  

  

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

（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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