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1.  平成25年3月期第1四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年6月30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 ％

25年3月期第1四半期 19,427 △2.6 406 △63.0 609 △52.6 396 △47.8

24年3月期第1四半期 19,951 1.2 1,097 82.5 1,285 56.9 759 136.4

（注）包括利益 25年3月期第1四半期 334百万円 （△49.2％） 24年3月期第1四半期 657百万円 （265.4％）

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

25年3月期第1四半期 18.82 ―

24年3月期第1四半期 35.57 ―

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

25年3月期第1四半期 54,914 30,646 55.4 1,442.76

24年3月期 55,112 30,586 55.1 1,439.27

（参考） 自己資本   25年3月期第1四半期  30,425百万円 24年3月期  30,351百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無  

24年３月期の期末配当は、東京証券取引所市場第一部指定記念配当（２円）を含んでおります。 

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

24年3月期 ― 11.00 ― 13.00 24.00

25年3月期 ―

25年3月期（予想） 11.00 ― 11.00 22.00

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25年 3月31日） 

 

（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率） 

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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

第2四半期(累計) 38,000 1.3 800 △28.3 1,100 △23.6 600 △41.1 28.45

通期 80,000 1.5 3,700 10.0 4,300 5.9 2,700 18.5 128.03



(1) 当四半期連結累計期間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) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（注） 「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第10条の５に該当するものであります。詳細は、添付資料P．３「２．サマリー情報

（注記事項）に関する事項 (3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。 

(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

四半期連結財務諸表に対するレビュー手続は終了しておりません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

（将来に関する記述等についてのご注意） 

 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、その

達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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。業績予想の前提となる条件及び

業績予想のご利用にあたっての注記事項等については、添付資料P．２ 「１．当四半期決算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」を

ご覧ください。 

※  注記事項

新規 ― 社 （社名） 、 除外 ― 社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  有

② ①以外の会計方針の変更   ：  無

③ 会計上の見積りの変更   ：  有

④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期1Q 22,318,650 株 24年3月期 22,318,650 株

② 期末自己株式数 25年3月期1Q 1,230,588 株 24年3月期 1,230,588 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Q 21,088,062 株 24年3月期1Q 21,361,645 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、円高や電力供給問題、欧州債務危機などにより、先行きが不

透明な状況で推移いたしました。食品業界においては、依然として厳しい価格競争によるデフレ傾向と、原材料価

格の高騰により、厳しい経営環境となりました。 

このような状況の中、当グループは平成24年４月に東京証券取引所市場第一部指定を受け、一部上場企業として

継続的成長と企業価値向上に努めるとともに、「グローバル・フード・カンパニー」の実現を目指した３ヵ年中期

経営計画を新たに策定し、「国内米菓事業の収益基盤強化」と「国内新規マーケットの創出」、「海外展開の加

速」の３つを経営の重点課題と位置付け、その実現に向けた取り組みを開始しました。 

国内米菓市場では、厳しい価格競争の中、当社は価格競争と一線を画し、「亀田の柿の種」を中心とした主力ブ

ランドの強化に努めてまいりました。期間限定商品「亀田の柿の種梅しそ」、「手塩屋わさび味」、「海苔ピーパ

ックうめ味」はお客様の強い支持を得ることができ、特に「手塩屋」ブランドは消費者キャンペーンを実施し、前

年同期を上回る結果となりました。さらに「ハッピーターン」は、期間限定商品「ハッピーターンちょこっとチー

ズ味」や、夏場に向けた戦略商品として「ひんやりハッピーターン」を発売し、ブランドのラインアップ拡大を図

りました。また、主力ブランドに次いで「えび咲々」や「技のこだ割り」ブランドの育成を目的として、「ちりめ

ん咲々」や「技のこだ割りみそ味」を発売しました。しかしながら、前年の東日本大震災後の需要増の反動や消費

者の節約志向の影響により、スーパーマーケット市場およびコンビニエンスストア市場では減収となりました。一

方で、柿の種専門店「かきたねキッチン」は、前年度の新規出店効果もあり増収となり、また、100円ショップ向

け商品や、テーマパーク等のお土産商品、ノベルティ商品の売上も増加いたしました。 

海外においては、米国のKAMEDA USA,INC.は前年度の新商品投入効果により増収となり、タイのSMTC Co.,Ltd.は

クロスボーダー取引が拡大しました。また、中国の青島亀田食品有限公司は、中国国内向け商品の販売拡大に向

け、マーケティング活動に取り組みました。 

以上の結果、売上高は19,427百万円（前年同期比2.6%減、523百万円減）となりました。 

利益面については、生産性の向上、固定費削減の推進、減価償却費の減少などの増益要因はありましたが、生産

高の減少による稼働率の低下、米やピーナッツなどの原材料費および光熱費の価格上昇、広告宣伝費など販売費が

増加したことにより営業利益は406百万円(前年同期比63.0％減、691百万円減)、経常利益は609百万円(前年同期比

52.6％減、675百万円減)、四半期純利益は396百万円(前年同期比47.8％減、362百万円減)となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

（資産） 

当第１四半期連結会計期間末における流動資産は23,205百万円となり、前連結会計年度末に比べ190百万円増加

いたしました。これは主に「現金及び預金」が1,392百万円増加、「その他」が317百万円増加した一方、「受取手

形及び売掛金」が1,422百万円減少したことによるものであります。固定資産は31,709百万円となり、前連結会計

年度末に比べ388百万円減少いたしました。これは主に有形固定資産の「その他」が417百万円増加した一方、有形

固定資産の「機械装置及び運搬具」が391百万円減少、投資その他の資産の「その他」が193百万円減少したことに

よるものであります。 

この結果、総資産は、54,914百万円となり、前連結会計年度末に比べ198百万円減少いたしました。 

（負債） 

当第１四半期連結会計期間末における流動負債は15,774百万円となり、前連結会計年度末に比べ97百万円増加い

たしました。これは主に「賞与引当金」が694百万円増加した一方、「未払法人税等」が225百万円減少したことに

よるものであります。固定負債は8,493百万円となり、前連結会計年度末に比べ355百万円減少いたしました。これ

は主に「長期借入金」が225百万円減少、「その他」が90百万円減少したことによるものであります。 

この結果、負債合計は、24,268百万円となり、前連結会計年度末に比べ258百万円減少いたしました。 

（純資産） 

当第１四半期連結会計期間末における純資産合計は30,646百万円となり、前連結会計年度末に比べ60百万円増加

いたしました。これは主に四半期純利益396百万円及び剰余金の配当274百万円によるものであります。 

この結果、自己資本比率は55.4％（前連結会計年度末は55.1％）となりました。   

   

（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いては、消費者の節約・低価格志向の進行、原材料価格動向、天候要因など業績に影響を与

える不確定要素がありますが、当グループは、新商品の投入や販売促進活動の強化に努めるとともに、主力商品の

価格改定、原材料調達の見直し、生産性の向上などコスト削減に努めてまいります。こうした取り組みを踏まえ

て、平成25年3月期第2四半期連結累計期間および通期の連結業績予想につきましては、平成24年5月11日に公表し

た予想から変更はありません。   

１．当四半期決算に関する定性的情報



（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

該当事項はありません。   

   

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

該当事項はありません。 

  

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更） 

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以

後に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。 

これによる当第１四半期連結累計期間の損益への影響は軽微であります。 

  

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項



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）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 7,517,733 8,910,036 

受取手形及び売掛金 10,907,025 9,484,063 

商品及び製品 1,313,758 1,248,596 

仕掛品 642,726 515,336 

原材料及び貯蔵品 1,663,120 1,756,806 

その他 981,982 1,299,124 

貸倒引当金 △11,022 △8,423 

流動資産合計 23,015,325 23,205,540 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 8,415,348 8,317,861 

機械装置及び運搬具（純額） 8,968,236 8,576,645 

土地 6,642,902 6,527,155 

その他（純額） 795,203 1,212,610 

有形固定資産合計 24,821,690 24,634,273 

無形固定資産   

のれん 13,599 12,088 

その他 619,571 614,092 

無形固定資産合計 633,171 626,180 

投資その他の資産   

その他 6,699,780 6,505,891 

貸倒引当金 △57,173 △57,173 

投資その他の資産合計 6,642,607 6,448,718 

固定資産合計 32,097,468 31,709,172 

資産合計 55,112,794 54,914,713 



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 5,635,667 5,560,019 

短期借入金 2,800,000 2,800,000 

未払法人税等 621,183 395,237 

賞与引当金 1,076,600 1,771,498 

その他の引当金 342,000 233,250 

資産除去債務 76,053 75,427 

その他 5,125,359 4,939,204 

流動負債合計 15,676,863 15,774,637 

固定負債   

長期借入金 2,235,000 2,010,000 

退職給付引当金 6,174,003 6,134,107 

資産除去債務 74,063 74,028 

その他 366,778 275,798 

固定負債合計 8,849,845 8,493,935 

負債合計 24,526,709 24,268,572 

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 30,390,824 30,513,539 

自己株式 △1,883,948 △1,883,948 

株主資本合計 30,939,542 31,062,256 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △141,568 △170,135 

繰延ヘッジ損益 － △6,864 

為替換算調整勘定 △446,523 △460,243 

その他の包括利益累計額合計 △588,091 △637,243 

少数株主持分 234,634 221,127 

純資産合計 30,586,085 30,646,141 

負債純資産合計 55,112,794 54,914,713 



（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
（四半期連結損益計算書） 

（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 

 至 平成24年６月30日) 

売上高 19,951,121 19,427,616 

売上原価 11,591,276 11,720,175 

売上総利益 8,359,844 7,707,440 

販売費及び一般管理費 7,261,923 7,300,731 

営業利益 1,097,921 406,708 

営業外収益   

受取利息 2,912 3,939 

受取配当金 51,881 56,977 

負ののれん償却額 5,764 － 

持分法による投資利益 125,642 153,914 

その他 32,659 34,481 

営業外収益合計 218,859 249,313 

営業外費用   

支払利息 14,588 11,603 

その他 17,160 35,269 

営業外費用合計 31,749 46,873 

経常利益 1,285,032 609,148 

特別損失   

固定資産処分損 33,793 20,991 

特別損失合計 33,793 20,991 

税金等調整前四半期純利益 1,251,238 588,157 

法人税、住民税及び事業税 743,637 420,705 

法人税等調整額 △243,812 △229,169 

法人税等合計 499,825 191,536 

少数株主損益調整前四半期純利益 751,413 396,621 

少数株主損失（△） △8,372 △238 

四半期純利益 759,786 396,859 



（四半期連結包括利益計算書） 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 751,413 396,621 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △38,629 △29,002 

繰延ヘッジ損益 △26,665 △6,864 

為替換算調整勘定 15,347 42,911 

持分法適用会社に対する持分相当額 △43,875 △69,464 

その他の包括利益合計 △93,824 △62,420 

四半期包括利益 657,589 334,201 

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 675,215 347,708 

少数株主に係る四半期包括利益 △17,625 △13,507 



 該当事項はありません。   

    

 該当事項はありません。 

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）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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