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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第63期

第３四半期連結
累計期間

第64期
第３四半期連結
累計期間

第63期

会計期間

自 平成22年
11月１日

至 平成23年
７月31日

自 平成23年
11月１日

至 平成24年
７月31日

自 平成22年
11月１日

至 平成23年
10月31日

売上高（千円） 14,388,09214,609,26419,000,088

経常利益（千円） 969,990 823,471 963,082

四半期（当期）純利益（千円） 523,176 451,956 525,846

四半期包括利益又は包括利益

（千円）
536,502 466,946 528,474

純資産額（千円） 9,095,6829,450,6799,087,653

総資産額（千円） 12,755,24313,148,94312,554,579

１株当たり四半期（当期）純利益

金額（円）
75.96 65.62 76.35

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額（円）
－ － －

自己資本比率（％） 70.1 70.8 71.2

　

回次
第63期

第３四半期連結
会計期間

第64期
第３四半期連結
会計期間

会計期間

自 平成23年
５月１日

至 平成23年
７月31日

自 平成24年
５月１日

至 平成24年
７月31日

１株当たり四半期純利益金額

（円）
18.42 20.90

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しているため、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載してお

りません。

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

３．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

４．第63期第３四半期連結累計期間の四半期包括利益の算定にあたり、「包括利益の表示に関する会計基準」

（企業会計基準第25号　平成22年６月30日）を適用し、遡及処理しております。　

　

２【事業の内容】

　当第３四半期連結累計期間において、当社グループ（当社および当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要

な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第３四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

　また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

２【経営上の重要な契約等】

　当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1) 業績の状況

当第３四半期連結累計期間における国内経済は、東日本大震災の復興需要や政策効果などにより緩やかに持ち直

しているものの、欧州の政府債務危機や海外景気の減速の影響に加え、電力供給の制約や高水準が続く失業率など

懸念材料も多く、厳しい状況で推移いたしました。消費者物価の下落テンポは緩和されつつありますが、食品の販売

場面での低価格志向は継続しており、緩やかなデフレ状況にあります。また、高止まりしている原油や砂糖、最高値

を更新した穀物類などの国際相場は高値で推移しており、原材料の仕入れ価格の上昇に予断を許さない厳しい経営

環境が続いております。

このような状況のもと、当社グループは年度方針として、引き続き「１．人材育成」「２．原料起点経営」

「３．コスト挑戦」「４．営業革新」に取り組み、基盤強化と体質転換を図るとともに、「５．お客様の求める価

値の実現」を重要課題と位置づけ、新たな価値の創出と提案に努めることをテーマに掲げ取り組んでまいりまし

た。

売上につきましては、ジャム類では「アヲハタ カロリー50％カットジャム」シリーズは伸長しましたが、ジャム

類全体では前年同期をわずかに下回りました。調理食品類は「キユーピーやさしい献立」シリーズは大幅に伸長し

ましたが、調理食品類全体では前年同期を下回りました。産業用加工品類は、フルーツ原料販売が大幅に伸長し、フ

ルーツ・プレパレーションも好調に推移したことなどにより、産業用加工品類全体では前年同期を大幅に上回りま

した。その他は、育児食「キユーピー ベビーデザート　フルーツジュレ」シリーズや有名菓子舗向けデザート、地域

特産品の「かきカレー」などが伸長し、その他全体では前年同期を上回りました。

以上の結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は146億９百万円（前年同期比1.5％増）となりました。

利益につきましては、原材料価格が上昇したことなどにより、営業利益は８億12百万円（前年同期比15.1％減）、

経常利益は８億23百万円（前年同期比15.1％減）、四半期純利益は４億51百万円（前年同期比13.6％減）となりま

した。

　

(2) 財政状態

当第３四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ５億94百万円増加し131億48百万円となりま

した。資産の増減の主な要因は、現金及び預金の減少８億60百万円、受取手形及び売掛金の増加５億90百万円、商品

及び製品の増加２億19百万円、原材料及び貯蔵品の増加４億81百万円などであります。

負債合計は、前連結会計年度末に比べ２億31百万円増加し36億98百万円となりました。負債の増減の主な要因は、

支払手形及び買掛金の増加５億44百万円、賞与引当金の減少１億34百万円などであります。

また、純資産合計は、前連結会計年度末に比べ３億63百万円増加し94億50百万円となりました。純資産の増加の主

な要因は、利益剰余金の増加３億48百万円などであります。

　

(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第３四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

(4) 研究開発活動

当第３四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は、１億82百万円であります。なお、当第

３四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 24,000,000

計 24,000,000

②【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間末
現在発行数（株）
（平成24年７月31日）

提出日現在発行数（株）
（平成24年９月13日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 6,900,000 6,900,000
東京証券取引所

（市場第二部）

・権利内容に何ら限定

のない当社における

標準となる株式

・単元株式数　100株

計 6,900,000 6,900,000 － －

（２）【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。　

　

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

　

（４）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数
（株）

発行済株式総
数残高
（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金残
高（千円）

平成24年５月１日　

～

平成24年７月31日

－ 6,900,000 － 644,400 － 714,563

（６）【大株主の状況】

当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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（７）【議決権の状況】

当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記

載することができないことから、直前の基準日（平成24年４月30日）に基づく株主名簿による記載をしておりま

す。

①【発行済株式】

 平成24年４月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等）
（自己保有株式）

普通株式
12,900 －

権利内容に何ら限定

のない当社における

標準となる株式

完全議決権株式（その他） 普通株式 6,874,800 68,748同　上

単元未満株式 普通株式 12,300 － 同　上

発行済株式総数 6,900,000 － －

総株主の議決権 － 68,748 －

　

②【自己株式等】

 平成24年４月30日現在

所有者の氏名又
は名称

所有者の住所
自己名義所有株
式数（株）

他人名義所有株
式数（株）

所有株式数の合
計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

（自己保有株式）

アヲハタ株式会社

広島県竹原市忠海

中町１-１-25
12,900 － 12,900 0.19

計 － 12,900 － 12,900 0.19
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２【役員の状況】

該当事項はありません。　
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第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「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」（平成19年内閣府令

第64号）に基づいて作成しております。

　

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間（平成24年５月１日から平成

24年７月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成23年11月１日から平成24年７月31日まで）に係る四半期連

結財務諸表について、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
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１【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23年10月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成24年７月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,156,679 296,313

受取手形及び売掛金 3,141,987 3,732,888

商品及び製品 1,127,852 1,347,785

仕掛品 28,623 27,280

原材料及び貯蔵品 1,993,924 2,475,053

その他 249,633 292,718

貸倒引当金 △15,948 △19,101

流動資産合計 7,682,751 8,152,939

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,643,455 1,728,581

機械装置及び運搬具（純額） 990,743 973,881

土地 1,311,042 1,311,042

その他（純額） 98,173 147,904

有形固定資産合計 4,043,414 4,161,409

無形固定資産 62,345 69,978

投資その他の資産

投資有価証券 386,379 392,257

その他 384,870 377,539

貸倒引当金 △5,182 △5,182

投資その他の資産合計 766,067 764,615

固定資産合計 4,871,827 4,996,003

資産合計 12,554,579 13,148,943

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,976,702 2,520,906

未払法人税等 172,671 113,659

賞与引当金 270,965 136,472

役員賞与引当金 8,158 2,992

その他 496,707 383,088

流動負債合計 2,925,204 3,157,118

固定負債

退職給付引当金 407,262 435,854

資産除去債務 57,874 58,054

その他 76,584 47,234

固定負債合計 541,722 541,144

負債合計 3,466,926 3,698,263
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（単位：千円）

前連結会計年度
(平成23年10月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成24年７月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 644,400 644,400

資本剰余金 714,594 714,594

利益剰余金 7,531,999 7,880,649

自己株式 △13,397 △13,610

株主資本合計 8,877,596 9,226,033

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 70,939 79,610

繰延ヘッジ損益 △3,197 30

為替換算調整勘定 △405 5,806

その他の包括利益累計額合計 67,335 85,446

少数株主持分 142,721 139,199

純資産合計 9,087,653 9,450,679

負債純資産合計 12,554,579 13,148,943
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（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22年11月１日
　至　平成23年７月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成23年11月１日
　至　平成24年７月31日)

売上高 14,388,092 14,609,264

売上原価 12,034,648 12,342,055

売上総利益 2,353,444 2,267,208

販売費及び一般管理費 1,397,332 1,455,194

営業利益 956,111 812,014

営業外収益

受取利息 239 347

受取配当金 3,885 3,529

受取賃貸料 18,267 18,149

その他 6,686 5,080

営業外収益合計 29,078 27,107

営業外費用

支払利息 117 603

賃貸費用 10,672 11,097

固定資産除却損 4,152 1,546

その他 257 2,402

営業外費用合計 15,200 15,649

経常利益 969,990 823,471

特別利益

貸倒引当金戻入額 74 －

特別利益合計 74 －

特別損失

固定資産除却損 － 8,875

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 53,712 －

災害による損失 42,668 －

投資有価証券評価損 460 －

特別損失合計 96,841 8,875

税金等調整前四半期純利益 873,223 814,596

法人税、住民税及び事業税 314,902 280,611

法人税等調整額 28,104 85,209

法人税等合計 343,006 365,821

少数株主損益調整前四半期純利益 530,217 448,775

少数株主利益又は少数株主損失（△） 7,040 △3,181

四半期純利益 523,176 451,956
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【四半期連結包括利益計算書】
【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22年11月１日
　至　平成23年７月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成23年11月１日
　至　平成24年７月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 530,217 448,775

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 1,776 8,670

繰延ヘッジ損益 4,509 3,288

為替換算調整勘定 － 6,211

その他の包括利益合計 6,285 18,171

四半期包括利益 536,502 466,946

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 529,388 470,067

少数株主に係る四半期包括利益 7,114 △3,121
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【会計方針の変更】

当第３四半期連結累計期間
（自　平成23年11月１日
至　平成24年７月31日）

 （減価償却方法の変更）

  当社および国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第２四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、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。

　これにより、当第３四半期連結累計期間の営業利益、経常利益および税金等調整前四半期純利益はそれぞれ3,768千円増

加しております。　

  

【追加情報】

当第３四半期連結累計期間
（自　平成23年11月１日
至　平成24年７月31日）

（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用）

　第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬の訂

正に関する会計基準」（企業会計基準第24号　平成21年12月４日）および「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計

基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号　平成21年12月４日）を適用しております。　

　

（法人税率の変更等による影響）

　「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」（平成23年法律第114

号）および「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」（平成23

年法律第117号）が、平成23年12月２日に公布され、平成24年４月１日以降開始する連結会計年度より法人税率が変更さ

れることとなりました。これにともない、繰延税金資産および繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、従来の

40.4％から、平成24年11月１日に開始する連結会計年度から平成26年11月１日に開始する連結会計年度に解消が見込ま

れる一時差異等については37.8％に、平成27年11月１日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異等に

ついては35.4％となります。この税率変更により、繰延税金資産（繰延税金負債の金額を控除した金額）が29,569千円減

少し、その他有価証券評価差額金が5,258千円増加し、法人税等調整額（借方）が34,827千円増加しております。　

　

【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
（平成23年10月31日）

当第３四半期連結会計期間
（平成24年７月31日）

１．偶発債務

　保証債務

　下記保証先の金融機関からの借入金に対して連帯保証

しております。

　（被保証者）    （保証金額）

杭州丘比食品有限公司 7,077千円

合計 7,077千円

１．偶発債務

　保証債務

　下記保証先の金融機関からの借入金に対して連帯保証

しております。

　（被保証者）    （保証金額）

杭州丘比食品有限公司 7,113千円

合計 7,113千円

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

　当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書及び前第３四半期連結累計期間に係る四

半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半期連結累計期間に係る減価償却費（のれ

んを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。

前第３四半期連結累計期間
（自　平成22年11月１日　
　　至　平成23年７月31日）　

　
当第３四半期連結累計期間
（自　平成23年11月１日　
　　至　平成24年７月31日）

　

　減価償却費　　　　　　　357,986千円 　減価償却費　　　　　　　385,730千円
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（株主資本等関係）

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自　平成22年11月１日　至　平成23年７月31日）

　配当金支払額

　　　 決議 株式の種類
配当金の総額

（千円）

１株当たり配

当額（円）
基準日 効力発生日 配当の原資

平成23年１月27日

定時株主総会
普通株式 55,098 8.00平成22年10月31日平成23年１月28日利益剰余金

平成23年６月９日

取締役会　
普通株式　 51,654 7.50平成23年４月30日　平成23年７月８日　利益剰余金　

 

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自　平成23年11月１日　至　平成24年７月31日）

　配当金支払額

　     決議 株式の種類
配当金の総額

（千円）

１株当たり配

当額（円）
基準日 効力発生日 配当の原資

平成24年１月27日

定時株主総会
普通株式 51,653 7.50平成23年10月31日平成24年１月30日利益剰余金

平成24年６月８日

取締役会　
普通株式　 51,653 7.50平成24年４月30日　平成24年７月９日　利益剰余金　

　

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自　平成22年11月１日　至　平成23年７月31日）

　当社グループは、食品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。

　

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自　平成23年11月１日　至　平成24年７月31日）

　当社グループは、食品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。

　　

（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　
前第３四半期連結累計期間
（自　平成22年11月１日
至　平成23年７月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成23年11月１日
至　平成24年７月31日）

　１株当たり四半期純利益金額 75円96銭 65円62銭

（算定上の基礎） 　  

四半期純利益金額（千円） 523,176 451,956

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る四半期純利益金額（千円） 523,176 451,956

普通株式の期中平均株式数（株） 6,887,241 6,887,098

　（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

２【その他】

　　平成24年６月８日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。

（イ）中間配当による配当金の総額　　　　　　　　　　51,653千円

（ロ）１株当たりの金額　　　　　　　　　　　　　　　  ７円50銭　

（ハ）支払請求の効力発生日及び支払開始日 　　 平成24年７月９日　

（注）平成24年４月30日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いをおこなっております。　
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成24年９月13日

アヲハタ株式会社

取締役会　御中

新日本有限責任監査法人

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 櫻井 　均　　印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 阿部 純也　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているアヲハタ株式会社

の平成23年11月１日から平成24年10月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（平成24年５月１日から平成

24年７月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成23年11月１日から平成24年７月31日まで）に係る四半期連結財

務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レ

ビューを行った。

　

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結

論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して

四半期レビューを行った。

　四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、

分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

　

監査人の結論

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、アヲハタ株式会社及び連結子会社の平成24年７月31日現在の財政状態及

び同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要

な点において認められなかった。

　

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　上

　

　（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

　２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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