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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55期
第３四半期
連結累計期間

第56期
第３四半期
連結累計期間

第55期

会計期間
自 平成23年４月１日
至 平成23年12月31日

自 平成24年４月１日
至 平成24年12月31日

自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日

売上高（千円） 59,094,148 59,665,655 78,789,186

経常利益（千円） 2,944,699 2,472,880 4,058,914

四半期（当期）純利益（千円） 1,543,956 1,774,746 2,277,524

四半期包括利益又は包括利益

（千円）
1,261,296 1,969,545 2,326,026

純資産額（千円） 29,521,354 32,124,681 30,586,085

総資産額（千円） 54,667,549 59,463,013 55,112,794

１株当たり四半期（当期）純利益

金額（円）
72.81 84.16 107.56

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（％） 53.6 53.5 55.1

　

回次
第55期
第３四半期
連結会計期間

第56期
第３四半期
連結会計期間

会計期間
自 平成23年10月１日
至 平成23年12月31日

自 平成24年10月１日
至 平成24年12月31日

１株当たり四半期純利益金額

（円）
24.94 67.69

（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、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、消費税等は含んでおりません。

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。
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２【事業の内容】

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

変更はありません。

主要な関係会社における異動は以下のとおりであります。 

なお、連結子会社である「SMTC Co.,Ltd.」は、平成24年11月１日に「KAMEDA-STC CO.,LTD.」へ商号変更しており

ます。

　

（主要な関係会社の異動）

平成24年12月31日に、Mary's Gone Crackers,Inc.（米国）の株式を取得し、連結子会社といたしました。

平成24年12月21日に、持分法適用関連会社でありました天津亀田食品有限公司（中国）は、当社持分を全て譲渡し

たため、持分法適用関連会社でなくなりました。

この結果、平成24年12月31日現在で当グループは、当社（亀田製菓㈱）、子会社10社、持分法適用関連会社１社によ

り構成されることとなりました。
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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、新たな事業等のリスクの発生、または、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の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次のとおりです。

　

(1) 尾西食品株式会社の株式取得

当社は、平成24年12月20日開催の取締役会において、尾西食品株式会社の株式を取得し子会社化することを決

議し、平成24年12月25日に、同社の既存株主と株式譲渡契約を締結いたしました。

また、当該契約に基づき、平成25年１月１日に同社の全株式を取得し、子会社化いたしました。

なお、詳細につきましては、「第４　経理の状況　１　四半期連結財務諸表　注記事項（重要な後発事象）」に記

載しております。

　

(2) Mary's Gone Crackers,Inc.の株式取得

当社は、平成24年12月20日開催の取締役会において、Mary's Gone Crackers,Inc.の株式を取得し子会社化する

ことを決議し、平成24年12月31日に、同社の既存株主と株式譲渡契約を締結いたしました。

株式取得の概要は、以下のとおりであります。　

① 株式取得の目的　

Mary's Gone Crackers,Inc.（本社：米国カリフォルニア州）は、米国において小麦グルテンを含まない

オーガニックのクラッカーを製造販売しております。販売先の拡大や新商品の投入を行い、当グループの海外

事業の拡大に寄与するものと考えております。

② 株式の取得先

Greenmont Capital Partners I, LLP他

③ 取得した会社の概要

1) 会社の名称　 Mary's Gone Crackers,Inc.

2) 所在地　 米国カリフォルニア州グライドリー市

3) 代表者名　 Dale Rodrigues

4) 資本金 36,608アメリカドル（3,169千円）

5) 事業の内容 菓子の製造販売　

④ 取得株式数、取得価額及び株式の所有割合

1) 取得株式数 28,503,878株

2) 取得価額 2,602,110千円

3) 株式所有割合 77.8％
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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】

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当グループ（当社及び連結子会社）が判断

したものであります。

 

(1) 業績の状況

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、欧州の債務危機や新興国経済の減速などによる世界的な経済

の低迷、中国など近隣諸国との国際関係の悪化や円高の長期化などの影響を受けて、依然として先行不透明な状況

が続いております。食品業界においては、消費者の低価格・節約志向が続いており、その中で低価格競争の激化、原

材料価格の高騰などの要因があり、厳しい経営環境となりました。

このような状況の中、当社は「グローバル・フード・カンパニー」の実現を目指した３ヵ年中期経営計画の初年

度において、「国内米菓事業の収益基盤強化」、「国内新規マーケットの創出」および「海外展開の加速」の３つ

を経営の重点課題と位置付け、その実現に向けて取り組んでまいりました。

　

国内米菓市場では、厳しい価格競争の中においても当社は価格競争と一線を画し、「亀田の柿の種」と「ハッ

ピーターン」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。「亀田の柿の種」については、レギュラー

品に加えて期間限定商品「亀田の柿の種ソルト＆ペッパー」、株式会社明治とのコラボレーション商品の「亀田の

柿の種チョコ＆アーモンド」を発売しました。「ハッピーターン」については、新商品の「ハッピーターンちょ

こっとチーズ味」、期間限定商品の「濃いめのハッピーターン」を投入しました。これに合わせてテレビＣＭを含

む大規模なキャンペーンの展開や、「ハッピーターン」をベースにした新感覚の米菓を販売する直営店舗「HAPPY

Turn's」を大阪市の阪急うめだ本店に出店し話題となるなど、積極的な販売促進を行ったことで売上が大幅に拡大

しました。また「まがりせんべい」、「手塩屋」、「うす焼」の各ブランドは、商品ラインアップの拡大や販売促進

活動により伸長しました。また「揚一番」、「技のこだ割り」、「堅ぶつ」などが成長しましたが、一方でここ数年

で投入した新商品が市場に定着せず販売中止になるなど苦戦しました。

こうした取り組みにより、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における売上は、前年の東

日本大震災後の需要増の反動や夏場の厳しい残暑の影響を克服し、ほぼ前年同期並みを確保しました。百貨店等に

出店する店舗販売においては、新ブランドの「HAPPY Turn's」と「あられとよす」を新たに出店し、また「かきた

ねキッチン」は３店を新規に出店し、引き続き市場への浸透を図りました。その他のチャネルでは、100円ショップ

向け商品や、お土産商品の売上が増加いたしました。　

ヘルスケア関連商品を中心とする新規事業分野では、低たんぱく質米などヘルスケア関連商品の販売は拡大しま

したが、米の価格上昇の影響等により主食米の販売が低迷し減収となりました。

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や大手流通チェーンへの新規導入により大

幅な増収となり、タイのKAMEDA-STC CO.,LTD.はクロスボーダー取引の拡大により増収となりました。また、中国の

事業展開については、合弁事業である天津亀田食品有限公司の持分を合弁相手に譲渡し、当グループの事業展開は

子会社である青島亀田食品有限公司に集約し、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59,665百万円（前年同期比1.0%増、571百万円増）となりました。

　

利益面については、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、競争の激化に伴う販売促進費の増

加等が利益の減少要因となりました。一方で、持分法適用関連会社である米国TH FOODS,INC.は米国での健康志向の

高まりを受けて収益が拡大し、経常利益に貢献しました。

以上の結果、営業利益は1,909百万円(前年同期比23.0％減、569百万円減)、経常利益は2,472百万円(前年同期比

16.0％減、471百万円減)、四半期純利益は法人税率改定の影響もあり1,774百万円(前年同期比14.9％増、230百万円

増)となりました。

 

(2) 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。

なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等（会

社法施行規則第118条第３号に掲げる事項）は次のとおりであります。
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株式会社の支配に関する基本方針

１．基本方針

当社は、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者として、当社の株主の皆様、お客様、お得意先様、従業

員、地域社会などとの共存・共栄をはかり、当社の企業価値ひいては株主共同の利益の確保と向上に資する者が

望ましいと考えております。

もっとも、当社の株主の在り方については、株主は資本市場での自由な取引を通じて決まるものであり、会社を

支配する者の在り方は、最終的には株主全体の意思に基づき判断されるべきものと考えています。

しかし、昨今のわが国の資本市場においては、対象となる株式会社の経営陣の賛同を得ることなく、一方的に大

規模の株式の買付を強行するような動きも顕在化しつつあり、このような買付行為の中には、買収の目的等が、企

業価値ひいては株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすおそれのあるもの、株主に株式の売却を事実上強

要するおそれがあるもの、対象会社の取締役会や株主が当該買付の内容を検討・判断し、あるいは対象会社の取

締役会が代替案を提示するための必要な時間や情報を与えることなく行われるもの、買付の対価の価額、買付の

手法等が対象会社の企業価値および株主に対して不適当なもの、対象会社と対象会社をめぐるステークホルダー

との間の関係を損ねるおそれをもたらすものなど、企業価値ひいては株主共同の利益に資さないものもみられま

す。

当社は、このような大規模の買付行為や買付提案等、当社の企業価値およびブランド価値ひいては株主共同の

利益に反する重大な悪影響を与えるおそれをもたらす行為を行う者は、当社の財務および事業の方針の決定を支

配する者として適当でないと考えます。

　

２．基本方針の実現に資する取り組み

当社は、多数の投資家の皆様に長期的に当社に投資を継続していただくため、当社の企業価値ひいては株主共

同の利益を向上させるための取り組みとして、次の施策を実施しております。これらの取り組みは、上記の基本方

針の実現に資するものと考えております。

①コーポレート・ガバナンスの強化による企業価値向上の取り組み

1)当社のコーポレート・ガバナンスの基本的な考え方

当社のコーポレート・ガバナンスの考え方は、昭和32年の会社設立時に制定された社是、経営理念ならびに経

営基本方針を基本としております。

(社   是)

製菓展道立己

(経営理念)

１．会社にまつわるすべての者の要望に応える

１．会社の永劫の存続をはかる

(経営基本方針)

１．民主経営で行く

１．会社を私物化しない

１．計画経営に徹する

これらの考え方に基づき、当社は創業以来一貫して現代企業のあるべき経営の姿を志向し、ステークホルダー

との関係を尊重し、社会の要請に応えることで事業の発展と企業価値の向上に取り組んでまいりました。

2）コーポレート・ガバナンス体制と企業価値向上へ向けた取り組みの状況

当社は監査役会設置会社の形態を選択するとともに、平成15年より執行役員制度を採ることによって経営の監

督と執行を分化することとしております。

また、当社は社外取締役２名および社外監査役２名の参画により、経営の意思決定における客観性を高めると

ともに、監査役会による経営者に対する監督機能の強化をはかっております。

さらに、当社は社外の有識者によるアドバイザリーボード「経営懇談会」を定期的に開催し、コーポレート・

ガバナンスの強化およびコンプライアンス確保について客観的な評価・助言を得ております。

内部監査を担当する監査室は、当社におけるコンプライアンスの確保、内部統制の状況に関するモニタリング

を行い、取締役会および監査役会に報告するとともに改善指導を行っております。

食品企業にとって最も重要な食の安全・安心の確保については品質保証委員会を設置し、当社および当社グ

ループ全体を対象として、品質保証体制の構築と改善・指導にあたっております。

これらの取り組みを通じて、当社は企業価値およびブランド価値ひいては株主共同の利益の確保・向上をは

かってまいります。
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②中期経営計画に基づく計画経営の実行

当社は、中期経営計画による計画的な経営を行うこととしております。これは、当社の社是・経営理念・経営基

本方針を中心としたコーポレート・ガバナンスの考え方に基づいたものであり、中長期的な視点に立って企業価

値の向上をはかるものであると考えております。

　

３．基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定が支配されることを防止するため

の取り組み

当社は、平成22年４月23日開催の当社取締役会において、１．で述べた基本方針に照らし、「当社株式の大規模

買付行為に関する対応策(買収防衛策)」(以下「本プラン」といいます。)の継続を決議し、平成22年６月23日開

催の第53期定時株主総会において、本プランの継続につき承認を得ております。

本プランでは、当社株式に対し20％以上の大規模買付行為を行おうとする者（以下「大規模買付者」といいま

す。）が大規模買付行為実施前に遵守すべき、大規模買付行為に関する合理的なルール（以下「大規模買付ルー

ル」といいます。）を定めております。大規模買付ルールは、当社株主の皆様が大規模買付行為に応じるか否かを

判断するために必要な情報や、当社取締役会の意見を提供し、更には当社株主の皆様が当社取締役会の代替案の

提示を受ける機会を確保することを目的としております。当社取締役会は、大規模買付者に対し、大規模買付行為

に関する必要かつ十分な情報を当社取締役会に提供することを要請し、当該情報の提供完了後、大規模買付行為

の評価検討のための期間を設定し、当社取締役会としての意見形成や必要に応じ代替案の策定を行い、公表する

こととします。従いまして、大規模買付行為は、取締役会の評価検討の期間の経過後にのみ開始されるものとしま

す。大規模買付者が、大規模買付ルールを遵守した場合は、当社取締役会は、当該大規模買付行為が、当社の企業価

値ひいては株主共同の利益を著しく毀損することが明白と判断される場合を除き、対抗措置をとりません。他方、

大規模買付者が、大規模買付ルールを遵守しなかった場合には、当社取締役会は当社企業価値ひいては株主共同

の利益を守ることを目的として、必要性相当性の範囲内において会社法その他の法律及び当社定款が認める対抗

措置をとり、大規模買付行為に対抗することがあります。

本プランの有効期間は３年間(平成25年６月に開催される定時株主総会終結の時まで)といたしました。

なお、本日現在、当社株式への大規模買付に関する打診および申し入れ等は一切ございません。

　

４．本プランが、基本方針に沿うものであり、当社の企業価値または株主共同の利益を損なうものではなく、当社の会

社役員の地位の維持を目的とするものでないことについて

当社取締役会は、以下の理由から、本プランが基本方針に沿い、当社の企業価値または株主共同の利益を損なう

ものではなく、かつ当社経営陣の地位の維持を目的とするものではないと判断しております。

①買収防衛策に関する指針の要件を完全に充足していること

本プランは、経済産業省および法務省が平成17年5月27日に発表した「企業価値・株主共同の利益の確保また

は向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則を完全に充足しています。また、経済産業省に設置さ

れた企業価値研究会が平成20年6月30日に発表した報告書「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り

方」の内容も踏まえたものとなっております。

②株主意思を重視するものであること

本プランは、平成22年６月23日開催の第53期定時株主総会における株主の皆様のご承認に基づき発効してお

り、株主の皆様のご意向が反映されたものとなっております。また、本プラン継続後、有効期間の満了前であって

も、株主総会において本プランを廃止する旨の決議が行われた場合には、本プランはその時点で廃止されること

になり、株主の皆様のご意向が反映されます。

③独立性の高い社外者の判断の重視

本プランにおける対抗措置の発動等の判断に際しては、当社の業務執行から独立している委員で構成される独

立委員会へ諮問し、同委員会の勧告を最大限尊重するものとされており、当社の企業価値ひいては株主共同の利

益に資するべく本プランの透明な運営が行われる仕組みが確保されています。

④合理的な客観的要件の設定

本プランは、あらかじめ定められた合理的な客観的要件が充足されなければ、発動されないように設定されて

おり、取締役会による恣意的な発動を防止するための仕組みが確保されています。

⑤独立した外部専門家の意見の取得

独立委員会は、当社の費用で、独立した外部専門家（投資銀行、証券会社、弁護士、その他外部の専門家）の助言

を得ることができるとしています。これにより、独立委員会による判断の公正さ、客観性がより強く担保される仕

組みとなっております。
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⑥デッドハンド型の買収防衛策ではないこと

本プランは、当社の株主総会で選任された取締役で構成される取締役会によりいつでも廃止することができる

ものとされており、当社の株式を大量に買付けようとする者が、自己の指名する取締役を当社株主総会で選任し、

かかる取締役で構成される取締役会により、本プランを廃止することが可能です。従って、本プランは、デッドハ

ンド型買収防衛策（取締役会の構成員の過半数を交替させてもなお、発動を阻止できない買収防衛策）ではあり

ません。

(3) 研究開発費活動

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、675百万円であります。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 59,251,000

計 59,251,000

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12月31日）

提出日現在発行数（株）
（平成25年２月14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 22,318,650 同左
東京証券取引所

（市場第一部）

単元株式数

100株

計 22,318,650 同左 ― ―

 

（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
（千株）

発行済株式
総数残高
（千株）

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10月１日～

平成24年12月31日
― 22,318 ― 1,946,132 ― 486,533

 

（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９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12月31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
1,230,600 ─ ─

完全議決権株式(その他) 普通株式 21,062,200 210,622 ─

単元未満株式 普通株式 25,850 ─ １単元(100株)未満の株式

発行済株式総数  22,318,650 ─ ─

総株主の議決権  － 210,622 ─

（注）  上記「単元未満株式」の「株式数」の欄には、当社所有の自己保有株式98株が含まれております。

②【自己株式等】

 平成24年12月31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(％)

亀田製菓株式会社
新潟県新潟市江南区亀田

工業団地３丁目１番１号
1,230,600 ─ 1,230,600 5.51

計 ― 1,230,600 ─ 1,230,600 5.51

  （注）  当第３四半期会計期間末日現在の当社所有の自己株式は、1,230,948株（発行済株式総数に対する所有株式数

の割合5.52％）であります。

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10月１日から平成

24年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成24年４月１日から平成24年12月31日まで）に係る四半期連

結財務諸表について、有限責任監査法人トーマツ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24年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成24年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 7,517,733 6,868,513

受取手形及び売掛金 10,907,025 12,388,570

商品及び製品 1,313,758 1,378,526

仕掛品 642,726 606,008

原材料及び貯蔵品 1,663,120 1,681,713

その他 981,982 1,256,553

貸倒引当金 △11,022 △12,944

流動資産合計 23,015,325 24,166,942

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 8,415,348 8,152,085

機械装置及び運搬具（純額） 8,968,236 8,388,812

土地 6,642,902 6,527,155

その他（純額） 795,203 2,402,027

有形固定資産合計 24,821,690 25,470,081

無形固定資産

のれん 13,599 2,344,348

その他 619,571 588,663

無形固定資産合計 633,171 2,933,011

投資その他の資産

その他 6,699,780 6,947,981

貸倒引当金 △57,173 △55,004

投資その他の資産合計 6,642,607 6,892,977

固定資産合計 32,097,468 35,296,070

資産合計 55,112,794 59,463,013
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（単位：千円）

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成24年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 5,635,667 6,452,263

短期借入金 2,800,000 5,368,593

未払法人税等 621,183 119,883

引当金 1,418,600 956,216

資産除去債務 76,053 77,693

その他 5,125,359 6,247,656

流動負債合計 15,676,863 19,222,306

固定負債

長期借入金 2,235,000 1,661,173

退職給付引当金 6,174,003 5,964,719

資産除去債務 74,063 76,259

その他 366,778 413,874

固定負債合計 8,849,845 8,116,025

負債合計 24,526,709 27,338,331

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 31,659,459

自己株式 △1,883,948 △1,884,649

株主資本合計 30,939,542 32,207,475

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 △88,592

繰延ヘッジ損益 － 11,106

為替換算調整勘定 △446,523 △335,628

その他の包括利益累計額合計 △588,091 △413,113

少数株主持分 234,634 330,320

純資産合計 30,586,085 32,124,681

負債純資産合計 55,112,794 59,463,013
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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23年４月１日
　至　平成23年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成24年４月１日
　至　平成24年12月31日)

売上高 59,094,148 59,665,655

売上原価 34,680,780 35,283,604

売上総利益 24,413,367 24,382,050

販売費及び一般管理費 21,933,915 22,472,563

営業利益 2,479,452 1,909,487

営業外収益

受取利息 10,892 12,661

受取配当金 71,119 77,165

負ののれん償却額 17,292 －

持分法による投資利益 397,335 505,775

その他 112,196 93,976

営業外収益合計 608,837 689,579

営業外費用

支払利息 41,490 33,350

為替差損 57,330 28,098

その他 44,769 64,736

営業外費用合計 143,590 126,186

経常利益 2,944,699 2,472,880

特別利益

段階取得に係る差益 － 169,627

役員退職慰労引当金戻入額 309,500 －

特別利益合計 309,500 169,627

特別損失

固定資産処分損 153,966 92,492

投資有価証券評価損 5,302 －

特別損失合計 159,269 92,492

税金等調整前四半期純利益 3,094,929 2,550,015

法人税、住民税及び事業税 707,457 429,912

法人税等調整額 845,966 336,621

法人税等合計 1,553,424 766,534

少数株主損益調整前四半期純利益 1,541,504 1,783,480

少数株主利益又は少数株主損失（△） △2,451 8,733

四半期純利益 1,543,956 1,774,746
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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23年４月１日
　至　平成23年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成24年４月１日
　至　平成24年12月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 1,541,504 1,783,480

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △66,521 52,880

繰延ヘッジ損益 △32,247 11,106

為替換算調整勘定 △93,952 34,219

持分法適用会社に対する持分相当額 △87,485 87,857

その他の包括利益合計 △280,208 186,064

四半期包括利益 1,261,296 1,969,545

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 1,284,419 1,949,724

少数株主に係る四半期包括利益 △23,123 19,820
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【連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更】

(1) 連結の範囲の重要な変更

　当第３四半期連結会計期間において、株式の取得によりMary's Gone Crackers,Inc.を連結の範囲に含めており

ます。

　

(2) 持分法適用の範囲の重要な変更

　天津亀田食品有限公司は、当第３四半期連結会計期間に当社持分を全て譲渡したため、持分法の適用範囲から除

外しております。

　

【会計方針の変更等】

（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、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３四半期連結累計期間の損益への影響は軽微であります。

【注記事項】

（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。）及びのれんの償却額は、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23年４月１日
至  平成23年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自  平成24年４月１日
至  平成24年12月31日）

減価償却費 2,643,203千円 2,537,392千円

のれんの償却額 4,533 4,533

負ののれんの償却額 17,292 －

（株主資本等関係）

Ⅰ  前第３四半期連結累計期間（自  平成23年４月１日  至  平成23年12月31日）

配当金支払額

（決  議） 株式の種類
配当金の総額
（千円）

配当の原資
１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

平成23年６月22日

定時株主総会
普通株式 235,391 利益剰余金 11平成23年３月31日平成23年６月23日

平成23年11月10日

取締役会　
普通株式　 231,969 利益剰余金 11平成23年９月30日　平成23年12月６日　

Ⅱ  当第３四半期連結累計期間（自  平成24年４月１日  至  平成24年12月31日）

配当金支払額

（決  議） 株式の種類
配当金の総額
（千円）

配当の原資
１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

平成24年６月22日

定時株主総会
普通株式 274,144 利益剰余金 13平成24年３月31日平成24年６月25日

平成24年10月25日

取締役会　
普通株式 231,967 利益剰余金 11平成24年９月30日平成24年12月４日
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

前第３四半期連結累計期間（自  平成23年４月１日  至  平成23年12月31日）及び当第３四半期連結累計期

間（自  平成24年４月１日  至  平成24年12月31日）

当グループは、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。　

（企業結合等関係）

取得による企業結合

１．企業結合の概要

（1）被取得企業の名称及びその事業の内容

被取得企業の名称    Mary's Gone Crackers,Inc.

事業の内容          菓子の製造販売

（2）企業結合を行った主な理由

Mary's Gone Crackers,Inc.（本社：米国カリフォルニア州）は、米国において小麦グルテンを含まない

オーガニックのクラッカーを製造販売しております。販売先の拡大や新商品の投入を行い、当グループの海

外事業の拡大に寄与するものと考えております。

（3）企業結合日

平成24年12月31日

（4）企業結合の法的形式

現金を対価とした株式取得

（5）結合後企業の名称

Mary's Gone Crackers,Inc.

（6）取得した議決権比率 

77.8％

（7）取得企業を決定するに至った主な根拠

現金を対価とした株式取得により、当社がMary's Gone Crackers,Inc.の議決権の過半数を取得したため

であります。

　

２．四半期連結累計期間に係る四半期連結損益計算書に含まれる被取得企業の業績の期間

　　支配獲得日が平成24年12月31日であるため、当第３四半期連結累計期間には被取得企業の業績を含んでおりま

せん。

　

３．被取得企業の取得原価及びその内訳

取得の対価 Mary's Gone Crackers,Inc.の普通株式の時価2,483,178千円

取得に直接要した費用 アドバイザリー費用等 118,932

取得原価  2,602,110

　　なお、取得に直接要した費用の一部が未確定であるため、暫定的な金額であります。

　

４．被取得企業の取得原価と取得するに至った取引ごとの取得原価の合計額との差額

169,627千円

　なお、当該金額は、四半期連結損益計算書上、特別利益に段階取得に係る差益として計上しております。
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５．発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間

（1）発生したのれんの金額

2,335,282千円

なお、当該のれんの金額は取得原価の配分が完了していないため、暫定的に算定された金額であります。

（2）発生原因

今後の事業展開によって期待される将来の超過収益力から発生したものであります。

（3）償却方法及び償却期間

投資効果の発現する期間において均等償却する予定であります。

なお、償却期間については、現在算定中であります。　

　

（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23年４月１日
至  平成23年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自  平成24年４月１日
至  平成24年12月31日）

１株当たり四半期純利益金額 72円81銭 84円16銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益金額（千円） 1,543,956 1,774,746

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） 1,543,956 1,774,746

普通株式の期中平均株式数（千株） 21,204 21,087

（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。
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（重要な後発事象）

株式取得による会社等の買収

当社は、平成24年12月20日開催の取締役会において、尾西食品株式会社の株式を取得し、子会社化することにつ

いて決議を行い、平成24年12月25日付で株式譲渡契約を締結しておりましたが、平成25年１月１日付で全株式の

取得を完了いたしました。　

１．株式取得の目的

当社は、お米関連商品の製造販売事業を行っており、お米を原料とした長期保存食を製造販売する有力企業

である尾西食品株式会社を子会社化し、開発、製造、販売などを協同で行うことで、それぞれのお客様に対して

更に幅広い商品・サービスを提供できるものと考えております。

　

２．株式取得の相手先の名称

尾西  洋次  他

　

３．対象会社の概要等

名称          尾西食品株式会社

代表者        取締役社長  尾西  洋次（株式譲渡契約日現在）

所在地        東京都港区三田

事業の内容    長期保存食料および宇宙食の製造・販売

規模（平成24年９月期）

総資産  2,291,022千円

純資産  1,320,167千円

資本金     30,000千円

売上高  3,083,430千円

当社との関係  記載すべき資本関係・人的関係・取引関係はありません。

　

４．株式取得の時期

平成25年１月１日　

　

５．取得する株式の数、取得価額及び取得後の株式の所有割合

異動前の所有株式数           －株（所有割合     －％）

取得株式数              600,000株（所有割合  100.0％）

取得価額              3,989,991千円

異動後の所有株式数      600,000株（所有割合  100.0％）

　

６．支払資金の調達方法

自己資金及び借入金にて充当
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２【その他】

平成24年10月25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。

① 配当金の総額                              231,967千円

② １株当たりの金額                          11円00銭

③ 支払請求の効力発生日及び支払開始日        平成24年12月４日

（注） 平成24年９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、支払いを行っております。
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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25年２月12日

亀田製菓株式会社

取締役会  御中

有限責任監査法人  トーマツ

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士   平野    洋    印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士   神代    勲    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」に掲げられている亀田製菓株式会社

の平成24年４月１日から平成25年３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10月１日から平成

24年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成24年４月１日から平成24年12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、亀田製菓株式会社及び連結子会社の平成24年12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おりません。
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