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1.  平成24年3月期第1四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23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 ％

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
23年3月期第1四半期 19,709 0.9 601 △30.3 818 △18.6 321 △37.1

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 657百万円 （265.4％） 23年3月期第1四半期 179百万円 （―％）

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

24年3月期第1四半期 35.57 ―

23年3月期第1四半期 14.81 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第1四半期 54,485 29,387 53.5
23年3月期 54,087 29,197 53.6

（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  29,174百万円 23年3月期  28,966百万円

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  
 

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

23年3月期 ― 11.00 ― 11.00 22.00
24年3月期 ―

24年3月期（予想） 11.00 ― 11.00 22.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)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) 39,000 3.5 800 24.3 1,100 5.0 500 28.1 23.41
通期 82,000 2.7 3,600 8.1 4,100 4.1 2,300 8.9 107.67



(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 

(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

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   ：  無

② ①以外の会計方針の変更   ：  無

③ 会計上の見積りの変更   ：  無

④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期1Q 22,318,650 株 23年3月期 22,318,650 株

② 期末自己株式数 24年3月期1Q 1,075,628 株 23年3月期 919,448 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 21,361,645 株 23年3月期1Q 21,696,740 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、平成23年３月11日に発生した東日本大震災の影響により、

産業界全般の活動の停滞、消費者の購買意識の変化など、先行きが不透明な状況で推移いたしました。 

当グループにおきましては、震災による重大な被害は受けておらず、原材料の調達と配送手段の確保に取り組

み、お客様への供給責任を果たすことに全力を挙げました。また、内定を取り消された学生など震災によって就労

の場を奪われた若者の雇用を進めるなど、企業の社会的責任に関わる活動にも積極的に取り組んでおります。 

このような状況の中、当グループは平成21年度からの３カ年中期経営計画の最終年度を迎え、「グローバル・

フード・カンパニー」の実現を目指し、国内主力ブランドの強化による成長の加速、コスト競争力の強化、海外事

業の推進などに取り組んでおります。  

国内においては、主力商品を中心とした販売活動に注力し「亀田の柿の種」、「ハッピーターン」、「手塩

屋」、「まがりせんべい」、「ぽたぽた焼」などの基幹ブランドが成長いたしました。また、高級米菓ブランド

「十火」や柿の種専門店「かきたねキッチン」も好調に推移し、売上を拡大しております。海外においては、引き

続き現地市場の開拓に努めております。これらの結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は19,951百万円（前年

同期比241百万円の増加）となりました。 

 利益面においては、原材料価格の高騰や減価償却費の増加などのコスト増加要因がありましたが、主力商品を中

心とした生産による稼働率の向上、広告宣伝費や販売促進費の抑制、グループ全体で取り組んでいるコスト削減活

動の成果などによって増益を図りました。以上の結果、営業利益1,097百万円（前年同期比496百万円の増加）、経

常利益1,285百万円（前年同期比466百万円の増加）、四半期純利益759百万円（前年同期比438百万円の増加）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22,109百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,065百万円増

加いたしました。これは主に「現金及び預金」が2,867百万円増加した一方、「受取手形及び売掛金」が2,117百万

円減少したことによるものであります。固定資産は32,375百万円となり、前連結会計年度末に比べ667百万円減少

いたしました。これは主に「機械装置及び運搬具」が474百万円減少、投資その他の資産の「その他」が199百万円

減少したことによるものであります。 

この結果、総資産は、54,485百万円となり、前連結会計年度末に比べ398百万円増加いたしました。 

（負債） 

 当第１四半期連結会計期間末における流動負債は15,086百万円となり、前連結会計年度末に比べ473百万円増加

いたしました。これは主に「賞与引当金」が698百万円増加した一方、「その他」が240百万円減少したことによる

ものであります。固定負債は10,010百万円となり、前連結会計年度末に比べ265百万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、「その他の引当金」が22百万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、25,097百万円となり、前連結会計年度末に比べ207百万円増加いたしました。 

（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29,387百万円となり、前連結会計年度末に比べ190百万円増

加いたしました。これは主に四半期純利益759百万円及び剰余金の配当235百万円、自己株式の取得231百万円によ

るものであります。 

 この結果、自己資本比率は53.5％（前連結会計年度末は53.6％）となりました。   

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 第１四半期連結累計期間における業績は前年同期を上回っておりますが、第２四半期以降においては消費動向、

天候、原材料価格の推移など業績に影響を与える不確定要素があり、第２四半期連結累計期間および通期の業績予

想につきましては修正を行ないません。 

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 

 該当事項はありません。 

  

（４）追加情報 

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 

 当第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）及び「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。 

  

２．サマリー情報（その他）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23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 6,673,880 9,541,355 

受取手形及び売掛金 10,053,765 7,935,964 

商品及び製品 1,018,310 1,164,134 

仕掛品 530,044 573,603 

原材料及び貯蔵品 1,411,853 1,461,694 

その他 1,366,594 1,442,164 

貸倒引当金 △10,440 △9,368 

流動資産合計 21,044,008 22,109,547 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 8,965,870 8,820,014 

機械装置及び運搬具（純額） 9,576,296 9,101,531 

土地 6,642,902 6,642,902 

その他（純額） 466,474 639,346 

有形固定資産合計 25,651,543 25,203,794 

無形固定資産   

のれん 19,643 18,132 

その他 662,689 643,575 

無形固定資産合計 682,333 661,708 

投資その他の資産   

その他 6,771,506 6,572,350 

貸倒引当金 △62,311 △62,311 

投資その他の資産 6,709,195 6,510,039 

固定資産合計 33,043,072 32,375,541 

資産合計 54,087,081 54,485,089 



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 5,139,494 5,154,879 

短期借入金 2,735,000 2,735,000 

未払法人税等 562,391 737,416 

賞与引当金 1,091,891 1,790,012 

その他の引当金 388,000 214,501 

資産除去債務 77,401 76,157 

その他 4,618,658 4,378,368 

流動負債合計 14,612,838 15,086,334 

固定負債   

長期借入金 3,135,000 2,910,000 

退職給付引当金 6,415,212 6,395,570 

その他の引当金 331,900 309,500 

資産除去債務 73,933 75,676 

負ののれん 23,056 17,292 

その他 297,502 302,750 

固定負債合計 10,276,604 10,010,789 

負債合計 24,889,443 25,097,123 

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 28,580,660 29,105,055 

自己株式 △1,413,729 △1,645,599 

株主資本合計 29,599,597 29,892,121 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △221,413 △259,820 

繰延ヘッジ損益 23,348 △3,317 

為替換算調整勘定 △435,004 △454,503 

その他の包括利益累計額合計 △633,069 △717,640 

少数株主持分 231,109 213,484 

純資産合計 29,197,637 29,387,965 

負債純資産合計 54,087,081 54,485,089 



（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22年４月１日 

 至 平成22年６月30日) 

当第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) 

売上高 19,709,510 19,951,121 

売上原価 11,742,112 11,591,276 

売上総利益 7,967,398 8,359,844 

販売費及び一般管理費 7,365,744 7,261,923 

営業利益 601,653 1,097,921 

営業外収益   

受取利息 3,495 2,912 

受取配当金 52,803 51,881 

負ののれん償却額 5,764 5,764 

持分法による投資利益 140,891 125,642 

その他 50,255 32,659 

営業外収益合計 253,209 218,859 

営業外費用   

支払利息 11,560 14,588 

その他 24,384 17,160 

営業外費用合計 35,944 31,749 

経常利益 818,918 1,285,032 

特別利益   

貸倒引当金戻入額 3,911 － 

特別利益合計 3,911 － 

特別損失   

固定資産処分損 56,661 33,793 

投資有価証券評価損 76,199 － 

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 98,573 － 

特別損失合計 231,434 33,793 

税金等調整前四半期純利益 591,395 1,251,238 

法人税、住民税及び事業税 488,063 743,637 

法人税等調整額 △196,842 △243,812 

法人税等合計 291,221 499,825 

少数株主損益調整前四半期純利益 300,174 751,413 

少数株主損失（△） △21,242 △8,372 

四半期純利益 321,416 759,786 



（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22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第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) 

少数株主損益調整前四半期純利益 300,174 751,413 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △43,787 △38,629 

繰延ヘッジ損益 △1,966 △26,665 

為替換算調整勘定 △16,913 15,347 

持分法適用会社に対する持分相当額 △57,521 △43,875 

その他の包括利益合計 △120,189 △93,824 

四半期包括利益 179,985 657,589 

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 211,674 675,215 

少数株主に係る四半期包括利益 △31,689 △17,625 



 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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