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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56期

第２四半期
連結累計期間

第57期
第２四半期
連結累計期間

第56期

会計期間
自平成24年４月１日
至平成24年９月30日

自平成25年４月１日
至平成25年９月30日

自平成24年４月１日
至平成25年３月31日

売上高（千円） 37,037,674 43,203,250 81,323,584

経常利益（千円） 575,469 622,203 4,294,024

四半期（当期）純利益（千円） 347,213 644,728 2,842,245

四半期包括利益又は包括利益

（千円）
232,812 1,452,291 3,767,355

純資産額（千円） 30,544,536 35,473,063 34,328,531

総資産額（千円） 53,654,199 63,376,622 64,664,265

１株当たり四半期（当期）純利益金

額（円）
16.46 30.57 134.78

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（％） 56.5 54.8 51.9

営業活動による

キャッシュ・フロー（千円）
2,753,159 3,490,570 5,229,113

投資活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△1,327,843 △1,565,794 △8,044,280

財務活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△762,856 △1,997,454 1,481,870

現金及び現金同等物の四半期末（期

末）残高（千円）
7,077,987 5,133,882 5,138,458

　

回次
第56期

第２四半期
連結会計期間

第57期
第２四半期
連結会計期間

会計期間
自平成24年７月１日
至平成24年９月30日

自平成25年７月１日
至平成25年９月30日

１株当たり四半期純利益金額又は

四半期純損失金額（△）（円）
△2.35 6.23

（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。

２【事業の内容】

当第２四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。

また、主要な関係会社の異動については、以下のとおりであります。

　

（主要な関係会社の異動）

　当第２四半期連結累計期間において、THIEN HA KAMEDA, JSC.を設立したため、持分法適用関連会社に含めており

ます。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

当第２四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２四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】

 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２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、経済回復への期待感から円安による輸出関連企業の収益改

善や株高による高額商品の消費拡大など、景況感は緩やかに改善しつつありますが、食品業界においては、消費

者の節約志向が依然として根強く、価格競争は継続し、厳しい経営環境となりました。

このような状況下、当グループは平成24年度からの３ヵ年中期経営計画において、「グローバル・フード・カ

ンパニー」の実現を目指し、「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して取り組んでまいりました。これらの実現に向け、アジア市場への取り組

み強化の一環としてベトナムの米菓製造業大手のTHIEN HA CORPORATIONと合弁会社THIEN HA KAMEDA, JSC.を平成

25年６月に設立し、持分法適用関連会社としました。

　

国内米菓市場が前年並みに推移している中で、当グループは、ブランド価値の維持・向上の観点から、価格競

争とは一線を画し、ブランドの強化に努めた結果、「亀田の柿の種」「ハッピーターン」「亀田のまがりせんべ

い」などの主力ブランドを中心に売上高が前年同期を上回りました。特に、「亀田の柿の種」ブランドは、レ

ギュラーの味に加え、わさび、梅しそ、柚子こしょうの４品が好調に推移し、「ハッピーターン」ブランドは、

期間限定商品などラインアップを拡大し、テレビＣＭや積極的な販売活動に取り組み、さらに、「亀田のまがり

せんべい」ブランドもごまに続くざらめを新規に投入し、ラインアップを拡大しました。

加えて、「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」と柿の種専門

店「かきたねキッチン」が百貨店などで好調に推移したことや、新しい売り場を拡大したことも増収の要因とな

りました。

海外においては、タイのKAMEDA-STC CO., LTD.は、販売代理店契約先であるDKSHグループと現地向け「KAMEDA」

ブランドの販売を開始し、市場拡大に取り組みました。

以上の結果、売上高は平成24年12月に米国のMary's Gone Crackers, Inc.を、平成25年１月に尾西食品株式会

社をそれぞれ連結子会社化したことも貢献し、43,203百万円(前年同期比16.6％増、6,165百万円増)となりまし

た。

　

利益面につきましては、米やピーナッツなどの原材料費および光熱費の上昇、競争激化に伴う販売促進費の増

加、新規連結子会社２社によるのれん償却費などにより、営業利益が減少しました。一方で、経常利益および四

半期純利益は、持分法による投資利益の増加および投資有価証券売却益の計上などにより、前年同期を上回りま

した。

以上の結果、営業利益は73百万円（前年同期比64.3％減、131百万円減）、経常利益は622百万円（前年同期比

8.1％増、46百万円増）、四半期純利益は644百万円（前年同期比85.7％増、297百万円増）となりました。
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(2) 財政状態

（資産）

当第２四半期連結会計期間末における流動資産は19,820百万円となり、前連結会計年度末に比べ3,188百万円減

少いたしました。これは主に「原材料及び貯蔵品」が185百万円、「その他」が133百万円それぞれ増加した一

方、「受取手形及び売掛金」が3,487百万円減少したことによるものであります。固定資産は43,555百万円とな

り、前連結会計年度末に比べ1,900百万円増加いたしました。これは主に有形固定資産の「建物及び構築物」が

539百万円、「その他」が1,105百万円、無形固定資産の「のれん」が133百万円、投資その他の資産の「その他」

が484百万円それぞれ増加した一方、有形固定資産の「機械装置及び運搬具」が556百万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、63,376百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,287百万円減少いたしました。

（負債）

当第２四半期連結会計期間末における流動負債は16,720百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,339百万円減

少いたしました。これは主に「電子記録債務」が2,018百万円、「賞与引当金」が296百万円それぞれ増加した一

方、「支払手形及び買掛金」が2,534百万円、「短期借入金」が798百万円、「未払法人税等」が310百万円それぞ

れ減少したことによるものであります。固定負債は11,183百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,092百万円減

少いたしました。これは主に「長期借入金」が809百万円、「退職給付引当金」が389百万円それぞれ減少したこ

とによるものであります。

この結果、負債合計は、27,903百万円となり、前連結会計年度末に比べ2,432百万円減少いたしました。

（純資産）

当第２四半期連結会計期間末における純資産合計は35,473百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,144百万円

増加いたしました。これは主に「利益剰余金」が370百万円、「為替換算調整勘定」が696百万円それぞれ増加し

たことによるものであります。

この結果、自己資本比率は54.8％（前連結会計年度末は51.9％）となりました。 　 

　

(3) キャッシュ・フローの状況　

当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比

べ４百万円減少し、5,133百万円となりました。

当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果得られた資金は3,490百万円（前年同期比737百万円の増加）となりました。

これは主に、税金等調整前四半期純利益や減価償却費、売上債権の減少による資金の増加の一方、仕入債務の

減少やその他の負債の減少、法人税等の支払による資金の減少によるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果使用した資金は1,565百万円（前年同期比237百万円の支出増加）となりました。

これは主に、有形固定資産の取得による支出によるものです。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果使用した資金は1,997百万円（前年同期比1,234百万円の支出増加）となりました。

これは主に、短期借入金の返済による支出や長期借入金の返済による支出、配当金の支払いによる支出による

ものです。　
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(4)　事業上及び財務上の対処すべき課題　

　当第２四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。　

　

株式会社の支配に関する基本方針

１．基本方針

当社は、当社の財務及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。一方で、当社の株主のあり方については、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あり方は、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。

しかしながら、実際に資本市場で発生する株式の大規模な買付行為や買付提案の中には、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及び株主に対して不適当なもの、対象会社と対象会社を巡るステークホルダーとの

関係の悪化をもたらすおそれのあるものなど、企業価値ひいては株主共同の利益に資さないと考えられるものも

あると認識しております。

当社は、このような当社の企業価値及びブランド価値ひいては株主共同の利益に反する恐れのある大規模の買

付行為や買付提案等を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として適当ではないと考えま

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企業価値向上への取り組み

当社は、平成24年度から平成26年度までの当社グループの３ヵ年中期経営計画を策定し、米菓事業を中心とし

た「グローバル・フード・カンパニー」を目指し、「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ております。これらの経営改革を実行するた

めにＭ＆Ａの活用も視野に入れながら、グループが連携して取り組むことにより、企業価値の一層の向上に努め

ていくことといたしました。

②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。

また、当社の社会的責任は、食品企業としてお客様に安全・安心でおいしい商品を召しあがっていただくこと

にあります。当社はこの責任を果たすため次のグループ行動規範を制定し、役員・従業員の職務の遂行における

判断基準として周知・徹底をはかっております。
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亀田製菓グループ行動規範

１．お客様に「健康」「おいしさ」「感動」をお届けすることを使命とします。

２．良き企業市民として、地球環境の保護に取り組むとともに地域社会への貢献と調和をはかります。

３．事業活動において、法令・ルール・社内規程・規則などを遵守し、適正に業務を遂行します。

４．人権を尊重し、差別やセクシュアルハラスメント、パワーハラスメントは行いません。

５．計画的な業務を遂行し、民主的な意思決定を遵守します。

６．公私の区別を守り、自らの行動を律するとともに会社の利益を守ります。

７．情報を適正に管理してインサイダー取引を防止するとともに、必要な情報開示を適時・適切に行います。

８．特定の者に対する不当な利益・便宜の供与は行いません。

９．公正な取引を旨とし、契約にもとづく誠実な取引を行います。

10．反社会的勢力には屈せず、毅然とした態度で臨みます。

11．挨拶を励行し、明るく活気のある職場をつくります。

12．２Ｓ（整理・整頓）を推進し、安全で快適な職場をつくります。

　

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、取締役会による経営監督と執行機能の役割分担を明確

にし、迅速な意思決定をはかるため、執行役員制度を導入しております。また当社の取締役会は、取締役９名の

うち社外取締役を２名、監査役会は監査役４名のうち社外監査役を２名としており、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。

また、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

バナンスの強化及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

査部は、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、取締役会及び監

査役会に報告すると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、当社及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、当社は企業価値及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、基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止す

るための取り組みとして、「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。）を導入しております。

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。また、本プランを適正に運用し、取締役会によって

恣意的な判断がなされることを防止し、その判断の客観性を担保するため、社外取締役及び社外監査役で構成さ

れる独立委員会を設置しております。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。

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、原則として対抗措置を講じません。

ただし、大規模買付ルールを遵守しない場合や、遵守している場合であっても、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損なうと当社取締役会が判断した場合には、例外的に、独立委員会の

勧告を最大限尊重し、対抗措置の必要性、相当性を十分検討した上で、また、必要に応じて株主総会を開催し、

株主の皆様の承認を得た上で、会社法その他の法律及び当社定款が認める対抗措置を講じることがあります。

本プランの有効期間は３年間（平成28年６月開催予定の当社定時株主総会終結の時まで）としております。た

だし、本プランは、有効期間中であっても、株主総会または取締役会の決議により本プランを廃止する旨の決議

が行われた場合には、その時点で廃止されるものとします。

なお、上記内容の詳細につきましては、当社のホームページからご覧いただくことができます。

（http://www.kamedaseika.co.jp/）
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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・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、経済産業省及び法務省が平成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又は向

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株主共同の利益の確保・向上の目的をもって導入されていること

本プランは、当社株式に対する大規模買付行為がなされた際に、当該大規模買付行為に応じるべきか否かを株

主の皆様が判断し、あるいは当社取締役会が代替案を提示するために必要な情報や時間を確保し、または株主の

皆様のために買付者等と交渉を行うこと等を可能とすることにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を

確保し、向上させるという目的をもって導入したものです。

③株主意思を重視するものであること

本プランは、当社株主総会での株主の皆様のご承認により発効することとしていることから、その継続につい

て株主の皆様のご意向が反映されることとなっております。また、本プラン継続後、有効期間の満了前であって

も、当社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。

④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。

⑤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、対抗措置が発動されないように

設定されており、当社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。

⑥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、独立した第三者である外部専門家（ファイナンシャル・アドバイザー、公認会

計士、弁護士、コンサルタントその他の専門家）の助言を得ることができることとしています。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しております。

⑦デッドハンド型やスロー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、

デット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。また、当社は取締役の任期を２年としておりますが、当該任期につきましては期差任期制を採

用していないため、スローハンド型買収防衛策（取締役会の構成員の交替を一度に行うことができないため、そ

の発動を阻止するのに時間を要する買収防衛策）でもありません。

　

(5) 研究開発費活動　

当第２四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発費は、481百万円であります。

なお、当第２四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２四半期会計期間末
現在発行数（株）
（平成25年９月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成25年11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 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25年７月１日～

平成25年９月30日
― 22,318 ― 1,946,132 ― 486,533
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（６）【大株主の状況】

 平成25年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

株式会社エイケイ 新潟県新潟市江南区城所甲182番地11 2,232 10.00

ＫＡＭＥＤＡ共栄会
新潟県新潟市江南区亀田工業団地

３丁目１番１号
2,034 9.11

株式会社第四銀行
新潟県新潟市中央区東堀前通七番町1071番

地１
1,039 4.65

株式会社みずほ銀行 東京都千代田区丸の内１丁目３番３号 762 3.41

亀田製菓従業員持株会
新潟県新潟市江南区亀田工業団地

３丁目１番１号
620 2.77

古泉  肇 新潟県新潟市江南区 446 2.00

株式会社原信 新潟県長岡市中興野18番地２ 414 1.85

キッコーマン株式会社 千葉県野田市野田250番地 347 1.55

第四リース株式会社 新潟県新潟市中央区明石２丁目２番10号 325 1.45

古泉 直子 新潟県新潟市江南区 303 1.35

計 － 8,524 38.19

（注） 上記のほか、自己株式が1,231千株（5.51％）あります。
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（７）【議決権の状況】

①【発行済株式】

 平成25年９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    1,231,600
─ ─

完全議決権株式(その他) 普通株式    21,062,500 210,625 ─

単元未満株式 普通株式        24,550 ─ 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 ─ 210,625 ─

 （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50株が含まれております。

　

②【自己株式等】

 平成25年９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)

   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
1,231,600 ─ 1,231,600 5.51

計 ― 1,231,600 ─ 1,231,600 5.51

　

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２四半期連結会計期間（平成25年７月１日から平

成25年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成25年４月１日から平成25年９月30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25年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成25年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 5,583,013 5,535,256

受取手形及び売掛金 12,035,804 8,548,666

商品及び製品 1,744,908 1,819,602

仕掛品 669,639 619,057

原材料及び貯蔵品 1,939,207 2,124,353

その他 1,048,809 1,182,782

貸倒引当金 △11,883 △8,762

流動資産合計 23,009,498 19,820,957

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 8,583,719 9,123,673

機械装置及び運搬具（純額） 9,016,458 8,460,424

土地 6,509,668 6,487,063

その他（純額） 1,631,079 2,736,433

有形固定資産合計 25,740,925 26,807,594

無形固定資産

のれん 2,304,966 2,438,138

顧客関係資産 2,357,481 2,441,883

商標資産 1,817,802 1,860,704

技術資産 980,215 994,807

その他 636,265 709,691

無形固定資産合計 8,096,730 8,445,224

投資その他の資産

その他 7,874,013 8,358,695

貸倒引当金 △56,903 △55,850

投資その他の資産合計 7,817,110 8,302,845

固定資産合計 41,654,767 43,555,664

資産合計 64,664,265 63,376,622
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（単位：千円）

前連結会計年度
(平成25年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成25年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 6,225,826 3,690,936

電子記録債務 － 2,018,976

短期借入金 3,757,047 2,958,956

未払法人税等 630,385 320,294

賞与引当金 1,051,711 1,347,900

その他の引当金 390,000 316,200

資産除去債務 73,543 78,500

その他 5,931,638 5,988,756

流動負債合計 18,060,153 16,720,519

固定負債

長期借入金 3,845,660 3,035,900

退職給付引当金 5,818,192 5,428,297

資産除去債務 79,192 77,911

その他 2,532,536 2,640,930

固定負債合計 12,275,581 11,183,039

負債合計 30,335,734 27,903,558

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 32,726,958 33,097,550

自己株式 △1,885,304 △1,886,500

株主資本合計 33,274,319 33,643,714

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 213,995 312,025

繰延ヘッジ損益 △1,666 321

為替換算調整勘定 71,144 767,896

その他の包括利益累計額合計 283,474 1,080,242

少数株主持分 770,737 749,105

純資産合計 34,328,531 35,473,063

負債純資産合計 64,664,265 63,376,622
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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２四半期連結累計期間】

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自　平成24年４月１日
　至　平成24年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成25年４月１日
　至　平成25年９月30日)

売上高 37,037,674 43,203,250

売上原価 22,520,390 26,063,617

売上総利益 14,517,283 17,139,633

販売費及び一般管理費
※1 14,312,364 ※1 17,066,471

営業利益 204,919 73,161

営業外収益

受取利息 8,882 5,939

受取配当金 60,835 29,788

持分法による投資利益 299,743 505,616

その他 72,965 77,373

営業外収益合計 442,426 618,717

営業外費用

支払利息 22,678 41,122

その他 49,198 28,552

営業外費用合計 71,876 69,675

経常利益 575,469 622,203

特別利益

投資有価証券売却益 － 348,595

特別利益合計 － 348,595

特別損失

固定資産処分損 58,013 92,179

特別損失合計 58,013 92,179

税金等調整前四半期純利益 517,455 878,619

法人税、住民税及び事業税 193,386 326,786

法人税等調整額 △22,714 △54,919

法人税等合計 170,671 271,866

少数株主損益調整前四半期純利益 346,783 606,752

少数株主損失（△） △429 △37,975

四半期純利益 347,213 644,728
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【四半期連結包括利益計算書】
【第２四半期連結累計期間】

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自　平成24年４月１日
　至　平成24年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成25年４月１日
　至　平成25年９月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 346,783 606,752

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 4,906 98,062

繰延ヘッジ損益 △8,778 1,987

為替換算調整勘定 △4,260 651,658

持分法適用会社に対する持分相当額 △105,838 93,830

その他の包括利益合計 △113,970 845,538

四半期包括利益 232,812 1,452,291

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 244,465 1,441,496

少数株主に係る四半期包括利益 △11,653 10,794
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自　平成24年４月１日
　至　平成24年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成25年４月１日
　至　平成25年９月30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 517,455 878,619

減価償却費 1,640,333 1,966,966

のれん償却額 3,022 103,264

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3,794 △3,442

退職給付引当金の増減額（△は減少） △185,904 △389,668

賞与引当金の増減額（△は減少） 194,589 296,188

その他の引当金の増減額（△は減少） △93,500 △73,800

受取利息及び受取配当金 △69,717 △35,727

支払利息 22,678 41,122

持分法による投資損益（△は益） △299,743 △505,616

投資有価証券売却損益（△は益） △566 △348,595

固定資産処分損益（△は益） 40,665 64,985

売上債権の増減額（△は増加） 2,456,326 3,502,454

たな卸資産の増減額（△は増加） 37,877 △167,988

仕入債務の増減額（△は減少） △763,829 △552,037

その他の負債の増減額（△は減少） △347,912 △1,002,720

その他 △149,787 △83,809

小計 2,998,193 3,690,194

利息及び配当金の受取額 410,372 488,232

利息の支払額 △26,560 △46,461

法人税等の支払額 △628,845 △641,394

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,753,159 3,490,570

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） △85,838 47,795

有形固定資産の取得による支出 △1,115,761 △1,327,055

有形固定資産の売却による収入 128,823 39,410

投資有価証券の取得による支出 △111,071 △162,552

投資有価証券の売却による収入 6,764 380,425

関係会社出資金の払込による支出 △98,904 －

子会社株式の取得による支出 － △125,934

無形固定資産・投資等の取得による支出 △55,589 △423,203

その他 3,734 5,321

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,327,843 △1,565,794

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） － △628,707

長期借入金の返済による支出 △450,000 △993,657

自己株式の取得による支出 △216 △1,196

配当金の支払額 △274,070 △274,370

その他 △38,568 △99,522

財務活動によるキャッシュ・フロー △762,856 △1,997,454

現金及び現金同等物に係る換算差額 1,311 68,102

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 663,771 △4,575

現金及び現金同等物の期首残高 6,414,216 5,138,458

現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 7,077,987 ※1 5,133,882
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【注記事項】

（連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更）

　持分法適用の範囲の重要な変更　

　第１四半期連結会計期間において、THIEN HA KAMEDA, JSC.を新たに設立したため、持分法適用関連会社に含め

ております。　

　

（四半期連結損益計算書関係）

※１ 販売費及び一般管理費の主な費用及び金額は次のとおりであります。

 
前第２四半期連結累計期間
（自 平成24年４月１日
至 平成24年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自 平成25年４月１日
至 平成25年９月30日）

販売促進費 7,303,362千円 8,649,482千円

販売促進引当金繰入額 226,000 288,000

賞与引当金繰入額 351,163 401,284

役員賞与引当金繰入額 22,500 28,200

退職給付費用 115,085 56,132

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※１ 現金及び現金同等物の四半期残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

 
前第２四半期連結累計期間
（自 平成24年４月１日
至 平成24年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自 平成25年４月１日
至 平成25年９月30日）

現金及び預金勘定 8,268,942千円 5,535,256千円

計 8,268,942 5,535,256

預入期間が３ヵ月を超える定期預金等 △1,190,954 △401,374

現金及び現金同等物 7,077,987 5,133,882
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（株主資本等関係）

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年９月30日）

１．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

２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間

末後となるもの

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

　　

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自 平成25年４月１日 至 平成25年９月30日）

１．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25年６月21日

定時株主総会
普通株式 274,136  利益剰余金 13 平成25年３月31日 平成25年６月24日

２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間

末後となるもの

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25年10月31日

取締役会
普通株式 253,044  利益剰余金 12 平成25年９月30日 平成25年12月４日

　　

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

前第２四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年９月30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。　

　

当第２四半期連結累計期間（自 平成25年４月１日 至 平成25年９月30日）

当グループは、菓子の製造販売事業とその他の事業を展開しておりますが、菓子の製造販売事業以外のセグ

メントはいずれも重要性が乏しいことから、菓子の製造販売事業の単一セグメントとみなせるため、記載を省

略しております。
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（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２四半期連結累計期間
（自 平成24年４月１日
至 平成24年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自 平成25年４月１日
至 平成25年９月30日）

１株当たり四半期純利益金額 16円46銭 30円57銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益金額（千円） 347,213 644,728

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） 347,213 644,728

普通株式の期中平均株式数（千株） 21,088 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。

　

（重要な後発事象）

該当事項はありません。
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２【その他】

平成25年10月31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                             253,044千円

② １株当たりの金額                         12円00銭

③ 支払請求の効力発生日及び支払開始日       平成25年12月４日

（注） 平成25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、支払いを行います。
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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11月11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25年４月１日から平成26年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（平成25年７月１日から平成

25年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成25年４月１日から平成25年９月30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、四半期連結キャッシュ・

フロー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25年９月30日現在の財政状態

並びに同日をもって終了する第２四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況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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