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1.  平成24年3月期の連結業績（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

 
 

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

24年3月期 78,789 △1.3 3,364 1.0 4,058 3.1 2,277 7.9

23年3月期 79,859 0.6 3,329 △4.3 3,937 △2.1 2,111 0.5

（注）包括利益 24年3月期 2,326百万円 （30.4％） 23年3月期 1,784百万円 （△19.5％）

1株当たり当期純利益

潜在株式調整後1株当たり

当期純利益

自己資本当期純利益

率

総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

24年3月期 107.56 ― 7.7 7.4 4.3

23年3月期 97.78 ― 7.4 7.4 4.2

（参考） 持分法投資損益 24年3月期  635百万円 23年3月期  524百万円

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

24年3月期 55,112 30,586 55.1 1,439.27

23年3月期 54,087 29,197 53.6 1,353.63

（参考） 自己資本   24年3月期  30,351百万円 23年3月期  28,966百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

24年3月期 5,803 △3,184 △1,836 6,414

23年3月期 4,296 △5,984 555 5,643

2.  配当の状況 

（注）平成24年3月期の期末配当金の内訳：普通配当11円00銭、記念配当2円00銭 

年間配当金 配当金総額

（合計）

配当性向

（連結）

純資産配当

率（連結）
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 百万円 ％ ％

23年3月期 ― 11.00 ― 11.00 22.00 473 22.5 1.7

24年3月期 ― 11.00 ― 13.00 24.00 506 22.3 1.7

25年3月期(予想) ― 11.00 ― 11.00 22.00 17.2

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） 

 

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



※  注記事項 

(1) 期中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) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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 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 1,230,588 株 23年3月期 919,448 株

③ 期中平均株式数 24年3月期 21,175,196 株 23年3月期 21,595,582 株

（参考）個別業績の概要 

平成24年3月期の個別業績（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

 
 

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

24年3月期 68,076 △2.1 2,854 △13.2 3,225 △12.8 1,640 △10.0

23年3月期 69,536 0.9 3,288 3.8 3,700 5.1 1,822 △1.6

1株当たり当期純利益

潜在株式調整後1株当たり当期純

利益

円 銭 円 銭

24年3月期 77.47 ―

23年3月期 84.38 ―

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

24年3月期 50,619 28,525 56.4 1,352.68

23年3月期 50,703 27,774 54.8 1,297.91

（参考） 自己資本 24年3月期  28,525百万円 23年3月期  27,774百万円

※ 監査手続の実施状況に関する表示 

 この決算短信は、金融商品取引法に基づく財務諸表の監査手続き対象外であり、この決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく財務諸表の監

査手続き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 

 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。 
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(1）経営成績に関する分析 

① 経営環境の概況  

当連結会計年度におけるわが国経済は、景気の先行きに対する不安感の増大により消費者の節約志向が高まる中、 

原材料やエネルギー価格が世界的に高騰し、全体として厳しい事業環境で推移いたしました。 

 このような状況の中、当グループは「グローバル・フード・カンパニー」の実現を目指し、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みました。 

 国内米菓市場では、依然として厳しい価格競争が継続しましたが、当社は価格競争とは一線を画し、「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。また、主力ブランドに次ぐ商品として、「えび咲々」や

「技のこだ割り」を育成し、さらに、若年層向けには、お米のスナックを市場に投入しました。 

 スーパーマーケット市場においては、引き続き当グループ商品はお客様の強いご支持を得ることができましたが、 

コンビニエンスストア市場では、多様化するお客様のご要望に充分お応えすることができず、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」は百貨店を中心に積極的に出店を進め、好調に推移いたしました。 

 また、デフレ基調のもとで好調な100円ショップ向け商品や、テーマパーク、ノベルティ向け商品の売上も増加いた

しました。 

 米菓以外では、主食米や低たんぱく質米、おかゆの拡販に取り組みました。また、お米由来の植物性乳酸菌について

は、食品素材として他社食品メーカーなどに提案し、採用が進みました。 

 海外事業においては、タイのSMTC Co., Ltd.が欧米向けの販売を拡大し、中国の青島亀田食品有限公司では、引き続

き中国国内向け商品の販売拡大に向けて、マーケティング活動に取り組みました。米国のKAMEDA USA, INC.では、米国

西海岸を中心としたスーパーマーケットにおいて「亀田の柿の種」や「揚一番」などを販売し、売上を大きく伸ばしま

した。 

 以上の結果、当連結会計年度の売上高は、78,789百万円(前連結会計年度比1,069百万円の減少)となりました。 

 利益面につきましては、原材料、エネルギー価格の高騰や、市場競争の激化による販売費の増加、設備投資による 

減価償却費の増加などにより、コストが増加したものの、生産性の向上やグループ全体でのコスト削減活動に取り組む

とともに、子会社の収益改善を進めました。また、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

向の高まりの中、業績は好調に推移して経常利益の増加に貢献しました。 

 以上の結果、営業利益は3,364百万円（前連結会計年度比34百万円の増加）となり、経常利益は4,058百万円（前連結

会計年度比121百万円の増加）となりました。 

 当期純利益については、役員退職慰労引当金の取り崩しにより特別利益を計上したものの、法人税率の変更等の影響

により法人税等調整額が増加し、2,277百万円（前連結会計年度比166百万円の増加）となりました。 

  

② 次期の見通し 

 当グループは、新たに策定した中期経営計画に基づき、「グローバル・フード・カンパニー」の実現に向けて、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に取り組んでまいります。次期について

は、中期経営計画の初年度として、中期的な成長の基盤作りに努めてまいります。 

 経営環境については、国内の消費者の節約志向は続くと予想される中で、原油や電力などエネルギー価格、穀物や包

装材などの原材料価格の上昇も懸念されるなど、楽観できない状況にあります。 

 こうした環境のもとで、当グループは主力ブランド強化、品質向上と新たな商品開発に取り組み、お客様の支持をよ

り強固なものとする取り組みを行います。主要な販売チャネルであるスーパーマーケットやコンビニエンスストア向け

商品の強化に加えて、百貨店、お土産店、ノベルティ、通販向け商品を強化し、販売拡大をはかります。また、コスト

競争力強化のため、生産プロセス効率化の取り組みを強化します。さらに中期的な成長の基盤整備として、新規事業や

海外事業の一層の拡大に向けての取り組みを強化します。新規事業では、主食米や低たんぱく質米、おかゆ、お米由来

の植物性乳酸菌を利用した食品などのヘルスケア関連商品の拡大に取り組みます。海外事業では、米国、中国、アジア

における事業基盤、顧客基盤の拡大に取り組みます。  

 これらの取り組みにより、次期の連結業績につきましては、通期で売上高80,000百万円（当連結会計年度比1,210百

万円の増加）、営業利益3,700百万円（当連結会計年度比335百万円の増加）、経常利益4,300百万円（当連結会計年度

比241百万円の増加）、当期純利益2,700百万円（当連結会計年度比422百万円の増加）を見込んでおります。 

  

※業績予想に関する留意事項 

 将来の経営環境や業績予想に関する記述は、当社が現時点で入手可能な情報や計画策定の前提としている仮定などに

基づくものであります。実際の業績は様々な要因によって予想値と異なる可能性があります。 

  

１．経営成績



(2）財政状態に関する分析 

① 資産、負債及び純資産の状況 

（資産） 

 当連結会計年度末における流動資産は23,015百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,971百万円の増加となりまし

た。これは主に「現金及び預金」が843百万円増加、「受取手形及び売掛金」が853百万円増加したことによるものであ

ります。固定資産は32,097百万円となり、前連結会計年度末に比べ945百万円の減少となりました。これは主に「投資

有価証券」が535百万円増加した一方、「機械装置及び運搬具」が608百万円減少、「繰延税金資産」が613百万円減少

したことによるものであります。 

 この結果、総資産は、55,112百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,025百万円増加となりました。 

（負債） 

 当連結会計年度末における流動負債は15,676百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,064百万円の増加となりまし

た。これは主に「支払手形及び買掛金」が496百万円増加、「未払金」が511百万円増加したことによるものでありま

す。固定負債は8,849百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,426百万円の減少となりました。これは主に「長期借入

金」が900百万円減少、「役員退職慰労引当金」が331百万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、24,526百万円となり、前連結会計年度末に比べ362百万円減少となりました。 

（純資産） 

 当連結会計年度末における純資産合計は30,586百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,388百万円増加となりまし

た。これは主に当期純利益2,277百万円および剰余金の配当467百万円、自己株式の取得470百万円によるものでありま

す。 

 この結果、自己資本比率は55.1％（前連結会計年度末は53.6％）となりました。  

② キャッシュ・フローの状況 

 当連結会計年度末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771百万円増

加し、6,414百万円となりました。 

 当連結会計年度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5,803百万円（前連結会計年度比1,506百万円の増加）となりました。 

 これは主に、税金等調整前当期純利益や減価償却費、その他負債の増加による資金の増加の一方、法人税等の支払額

や売上債権の増加、たな卸資産の増加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3,184百万円（前連結会計年度比2,800百万円の支出減少）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あります。 

（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1,836百万円（前連結会計年度比2,391百万円の支出増加）となりました。 

 これは主に、長期借入金の返済による支出、自己株式の取得や配当金の支払いによる支出によるものであります。 

  



（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移 

自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

１．各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

２．株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式総数（自己株式控除後）により算出しております。 

 ３．キャッシュ・フローは営業キャッシュ・フローを利用しております。有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を

支払っている全ての負債を対象としております。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用してお

ります。 

   

(3）利益配分に関する基本方針および当期・次期の配当 

① 利益配分に関する基本方針 

 当グループは、「グローバル・フード・カンパニー」の実現に向けた国内外での投資と株主に対する利益還元のバラ

ンスを考慮しながら、中期経営計画を実行し収益の拡大を図り、利益配分を安定的に拡大することを目指してまいりま

す。 

② 当期・次期の配当 

 当期の配当につきましては、平成24年６月開催予定の第55期定時株主総会において、１株当たり普通配当11円と東京

証券取引所市場第一部指定の記念配当２円、計13円を付議することといたしました。これにより中間配当11円を加えた

当期の年間配当は１株当たり24円となります。 

 次期の配当見込みにつきましては、経営環境や業績の動向等を踏まえ、当期の普通配当の見込みと同額の年間１株当

たり普通配当22円（うち中間配当11円）といたします。 

  

(4）事業等のリスク 

 最近の有価証券報告書（平成23年６月22日提出）における記載から、新たに顕在化した速やかに伝達すべきリスクは

ありませんので、記載を省略いたします。 

 なお、当該有価証券報告書は、インターネット上の金融庁ウェブサイト EDINET (http://info.edinet-fsa.go.jp/)

からご覧いただくことができます。   

  平成21年３月期 平成22年３月期 平成23年３月期 平成24年３月期 

自己資本比率（％）  54.4  53.3  53.6  55.1

時価ベースの自己資本比率（％）  58.8  68.6  55.0  58.8

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（年）  0.6  0.8  1.4  0.9

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍）  111.9  139.9  91.4  112.6



(1）会社の経営の基本方針 

当グループは、「和」の世界観でお客様に健康と幸福感をお届けし、米菓を中心として素材や展開地域を拡大するこ

とで「グローバル・フード・カンパニー」を目指してまいります。  

  

(2）目標とする経営指標 

 当グループは、平成25年３月期からの３か年を対象とする中期経営計画を策定し、その最終年度である平成27年３月

期において、連結売上高87,000百万円、連結経常利益5,600百万円、連結売上高経常利益率6.5%を達成することを目標と

しております。   

  

(3)中長期的な経営戦略および対処すべき課題  

 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銘柄となりました。今後は、一部上場企業として、引き続

き継続的成長と企業価値の向上の実現を図ってまいります。 

 当グループは、平成25年３月期からの３年間を対象とする新たな中期経営計画において、引き続き米菓事業を中心と

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」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まいります。 

  

 中期経営計画達成に向けた戦略 

 ①国内米菓事業の収益基盤強化  

  (イ)圧倒的シェアの獲得  

    ・価格競争とは一線を画し、ブランドを核としたグループの成長を目指す。  

   (ロ)コスト競争力の強化 

      ・お客様起点のサプライチェーンの確立を目指す。 

      ・グローバル調達を拡大する。  

   (ハ)高収益体質の確立  

      ・収益体質を強化し、新規事業創出、海外事業拡大の原動力とする。  

 ②国内新規マーケットの創出 

  ・低たんぱく質米、植物性乳酸菌などのヘルスケア関連商品の成長を目指す。 

  ・新規事業の新たな柱を開発する。  

 ③海外展開の加速 

  ・北米市場での成長を加速する。 

  ・SMTC Co., Ltd.（タイ）などアジアを生産拠点として、世界市場での販売基盤を整備する。  

  

(4）その他、会社の経営上重要な事項 

 当社株式の大規模買付行為への対応策（買収防衛策）の継続について 

当社は、平成19年６月27日開催の第50期定時株主総会において、当社株式の大規模買付行為への対応策を株主の皆

様のご承認をいただき導入しております。導入後の社会・経済情勢の変化・買収防衛策をめぐる諸々の動向および

様々な議論の進展等を踏まえ、当社の企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上させるための見直しを行い、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いて株主の皆様のご承認をいただいており

ます。 

上記内容の詳細につきましては、インターネット上の当社ウェブサイト(http://www.kamedaseika.co.jp/)からご覧

いただくことができます。  

２．経営方針



３．連結財務諸表 
（１）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) 

当連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 6,673,880 7,517,733 

受取手形及び売掛金 10,053,765 ※2  10,907,025 

商品及び製品 1,018,310 1,313,758 

仕掛品 530,044 642,726 

原材料及び貯蔵品 1,411,853 1,663,120 

繰延税金資産 776,239 696,052 

その他 590,354 285,929 

貸倒引当金 △10,440 △11,022 

流動資産合計 21,044,008 23,015,325 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 27,809,605 27,649,967 

減価償却累計額 △18,843,734 △19,234,619 

建物及び構築物（純額） 8,965,870 8,415,348 

機械装置及び運搬具 44,705,064 45,690,133 

減価償却累計額 △35,128,768 △36,721,896 

機械装置及び運搬具（純額） 9,576,296 8,968,236 

土地 6,642,902 6,642,902 

リース資産 157,866 255,460 

減価償却累計額 △32,823 △70,679 

リース資産（純額） 125,042 184,781 

建設仮勘定 50,470 305,152 

その他 1,946,184 1,954,247 

減価償却累計額 △1,655,223 △1,648,978 

その他（純額） 290,960 305,269 

有形固定資産合計 25,651,543 24,821,690 

無形固定資産   

のれん 19,643 13,599 

リース資産 69,168 51,136 

その他 593,520 568,435 

無形固定資産合計 682,333 633,171 

投資その他の資産   

投資有価証券 ※1  3,388,361 ※1  3,923,685 

繰延税金資産 2,872,618 2,259,215 

その他 510,527 516,879 

貸倒引当金 △62,311 △57,173 

投資その他の資産合計 6,709,195 6,642,607 

固定資産合計 33,043,072 32,097,468 

資産合計 54,087,081 55,112,794 



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 5,139,494 5,635,667 

短期借入金 2,735,000 2,800,000 

リース債務 55,575 69,058 

未払金 2,970,955 3,482,435 

未払法人税等 562,391 621,183 

繰延税金負債 392 － 

賞与引当金 1,091,891 1,076,600 

役員賞与引当金 66,000 62,000 

販売促進引当金 322,000 280,000 

資産除去債務 77,401 76,053 

その他 1,591,735 1,573,865 

流動負債合計 14,612,838 15,676,863 

固定負債   

長期借入金 3,135,000 2,235,000 

リース債務 148,697 177,040 

繰延税金負債 40,922 41,851 

退職給付引当金 6,415,212 6,174,003 

役員退職慰労引当金 331,900 － 

資産除去債務 73,933 74,063 

負ののれん 23,056 － 

その他 107,882 147,886 

固定負債合計 10,276,604 8,849,845 

負債合計 24,889,443 24,526,709 

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 30,390,824 

自己株式 △1,413,729 △1,883,948 

株主資本合計 29,599,597 30,939,542 

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 △141,568 

繰延ヘッジ損益 23,348 － 

為替換算調整勘定 △435,004 △446,523 

その他の包括利益累計額合計 △633,069 △588,091 

少数株主持分 231,109 234,634 

純資産合計 29,197,637 30,586,085 

負債純資産合計 54,087,081 55,112,794 



（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 
 連結損益計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成24年３月31日) 

売上高 79,859,150 78,789,186 

売上原価 47,166,393 46,054,743 

売上総利益 32,692,756 32,734,443 

販売費及び一般管理費 ※1, ※3  29,362,838 ※1, ※3  29,369,717 

営業利益 3,329,918 3,364,725 

営業外収益   

受取利息 10,587 14,800 

受取配当金 69,608 71,178 

負ののれん償却額 23,056 23,056 

持分法による投資利益 524,523 635,620 

その他 184,483 161,662 

営業外収益合計 812,259 906,318 

営業外費用   

支払利息 42,828 54,023 

為替差損 112,339 100,426 

その他 49,274 57,679 

営業外費用合計 204,442 212,130 

経常利益 3,937,734 4,058,914 

特別利益   

貸倒引当金戻入額 1,946 － 

役員退職慰労引当金戻入額 － ※5  309,500 

特別利益合計 1,946 309,500 

特別損失   

固定資産処分損 ※2  217,388 ※2  169,691 

減損損失 ※4  31,002 ※4  53,637 

投資有価証券評価損 84,002 － 

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 430,965 223,328 

税金等調整前当期純利益 3,508,715 4,145,085 

法人税、住民税及び事業税 1,269,506 1,224,160 

法人税等調整額 149,942 635,456 

法人税等合計 1,419,448 1,859,617 

少数株主損益調整前当期純利益 2,089,266 2,285,467 

少数株主利益又は少数株主損失（△） △22,250 7,943 

当期純利益 2,111,517 2,277,524 



 連結包括利益計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成24年３月31日) 

少数株主損益調整前当期純利益 2,089,266 2,285,467 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △118,225 80,813 

繰延ヘッジ損益 23,348 △23,348 

為替換算調整勘定 △87,673 △22,722 

持分法適用会社に対する持分相当額 △122,648 5,816 

その他の包括利益合計 △305,199 ※1  40,559 

包括利益 1,784,067 2,326,026 

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 1,814,840 2,322,502 

少数株主に係る包括利益 △30,773 3,524 



（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 1,946,132 1,946,132 

当期末残高 1,946,132 1,946,132 

資本剰余金   

当期首残高 486,533 486,533 

当期末残高 486,533 486,533 

利益剰余金   

当期首残高 26,967,980 28,580,660 

当期変動額   

剰余金の配当 △498,837 △467,360 

当期純利益 2,111,517 2,277,524 

当期変動額合計 1,612,680 1,810,163 

当期末残高 28,580,660 30,390,824 

自己株式   

当期首残高 △922,740 △1,413,729 

当期変動額   

自己株式の取得 △490,988 △470,218 

当期変動額合計 △490,988 △470,218 

当期末残高 △1,413,729 △1,883,948 

株主資本合計   

当期首残高 28,477,905 29,599,597 

当期変動額   

剰余金の配当 △498,837 △467,360 

当期純利益 2,111,517 2,277,524 

自己株式の取得 △490,988 △470,218 

当期変動額合計 1,121,691 1,339,945 

当期末残高 29,599,597 30,939,542 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金   

当期首残高 △103,394 △221,413 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △118,018 79,844 

当期変動額合計 △118,018 79,844 

当期末残高 △221,413 △141,568 

繰延ヘッジ損益   

当期首残高 － 23,348 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 23,348 △23,348 

当期変動額合計 23,348 △23,348 

当期末残高 23,348 － 



（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成24年３月31日) 

為替換算調整勘定   

当期首残高 △232,998 △435,004 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △202,006 △11,518 

当期変動額合計 △202,006 △11,518 

当期末残高 △435,004 △446,523 

その他の包括利益累計額合計   

当期首残高 △336,392 △633,069 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △296,676 44,977 

当期変動額合計 △296,676 44,977 

当期末残高 △633,069 △588,091 

少数株主持分   

当期首残高 261,883 231,109 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △30,773 3,524 

当期変動額合計 △30,773 3,524 

当期末残高 231,109 234,634 

純資産合計   

当期首残高 28,403,396 29,197,637 

当期変動額   

剰余金の配当 △498,837 △467,360 

当期純利益 2,111,517 2,277,524 

自己株式の取得 △490,988 △470,218 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △327,450 48,502 

当期変動額合計 794,240 1,388,447 

当期末残高 29,197,637 30,586,085 



（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成24年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益 3,508,715 4,145,085 

減価償却費 3,531,666 3,690,481 

減損損失 31,002 53,637 

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 98,573 － 

のれん償却額 6,044 6,044 

負ののれん償却額 △23,056 △23,056 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,946 1,122 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △234,669 △241,208 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） － △331,900 

賞与引当金の増減額（△は減少） △156,519 △15,291 

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △3,000 △4,000 

販売促進引当金の増減額（△は減少） 68,000 △42,000 

受取利息及び受取配当金 △80,195 △85,979 

支払利息 42,828 54,023 

持分法による投資損益（△は益） △524,523 △635,620 

投資有価証券評価損益（△は益） 84,002 － 

固定資産処分損益（△は益） 150,485 125,038 

売上債権の増減額（△は増加） 28,825 △854,266 

たな卸資産の増減額（△は増加） △235,880 △662,132 

仕入債務の増減額（△は減少） △177,213 498,343 

その他の資産の増減額（△は増加） △303,566 256,219 

その他の負債の増減額（△は減少） 47,978 558,733 

未払消費税等の増減額（△は減少） 917 195,312 

その他 8,062 △57,766 

小計 5,866,529 6,630,818 

利息及び配当金の受取額 303,739 351,625 

利息の支払額 △46,994 △51,558 

法人税等の支払額 △1,826,406 △1,127,723 

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,296,868 5,803,162 



（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成24年３月31日) 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の純増減額（△は増加） △50,000 △74,840 

有形固定資産の取得による支出 △5,680,949 △3,015,543 

有形固定資産の売却による収入 11,206 2,042 

有形固定資産の除却による支出 △1,130 △5,812 

投資有価証券の取得による支出 △14,491 △14,709 

投資有価証券の売却による収入 3,130 50,000 

無形固定資産・投資等の取得による支出 △275,254 △124,258 

無形固定資産・投資等の売却による収入 23,295 19,076 

その他 － △20,000 

投資活動によるキャッシュ・フロー △5,984,195 △3,184,044 

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） △104,517 － 

長期借入れによる収入 2,500,000 － 

長期借入金の返済による支出 △811,206 △835,000 

リース債務の返済による支出 △39,034 △63,517 

自己株式の取得による支出 △490,988 △470,218 

配当金の支払額 △498,818 △467,568 

財務活動によるキャッシュ・フロー 555,434 △1,836,305 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △18,338 △11,661 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,150,230 771,150 

現金及び現金同等物の期首残高 6,793,295 5,643,065 

現金及び現金同等物の期末残高 ※1  5,643,065 ※1  6,414,216 



   該当事項はありません。 

  

１．連結の範囲に関する事項 

連結子会社の数   ９社 

連結子会社の名称  新潟輸送㈱ 

          アジカル㈱ 

          ㈱エヌ．エイ．エス 

          青島亀田食品有限公司 

          とよす㈱  

          ㈱日新製菓 

          亀田トランスポート㈱ 

          KAMEDA USA,INC. 

                    SMTC CO.,Ltd.  

  

２．持分法の適用に関する事項 

(1) 持分法適用会社の数 ２社 

関連会社の名称   TH FOODS,INC. 

          天津亀田食品有限公司 

(2) 持分法適用会社のうち、決算日が連結決算日と異なる会社については、持分法適用会社の事業年度に係る財務

諸表を使用しております。    

  

３．連結子会社の事業年度等に関する事項 

 連結子会社のうち、青島亀田食品有限公司とKAMEDA USA,INC.の決算日は12月31日であります。 

 連結財務諸表を作成するに当たっては、同日現在の財務諸表を使用し、連結決算日との間に生じた重要な取引

については、連結上必要な調整を行っております。  

  

４．会計処理基準に関する事項  

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法 

① 有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの  

 決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均

法により算定) 

時価のないもの 

 移動平均法による原価法 

② たな卸資産 

(イ)製品・原材料・仕掛品 

 主として総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算

定） 

(ロ)貯蔵品 

 主として最終仕入原価法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法によ

り算定） 

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法 

① 有形固定資産（リース資産を除く） 

 主として定率法(ただし、平成10年４月１日以降取得した建物(建物附属設備を除く)については定額法) 

 なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。 

  建物及び構築物        ３～60年 

  機械装置及び運搬具      ４～17年 

  その他（工具、器具及び備品） ３～15年 

② 無形固定資産（リース資産を除く） 

定額法（ただし、ソフトウエア（自社利用）については、社内利用可能期間（５年）に基づく定額法） 

(5）継続企業の前提に関する注記

(6）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項



③ リース資産 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を

零とする定額法を採用しております。 

 なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成20年３月31日以前のリ

ース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。 

(3) 重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の

債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上することとしております。 

② 賞与引当金  

 従業員の賞与の支給に充てるため、支給見込額を基準として計上することとしております。  

③ 役員賞与引当金 

 役員の賞与の支給に充てるため、当連結会計年度における支給見込額に基づき計上することとしておりま

す。 

④ 販売促進引当金 

 販売した製品に対する将来の販売促進費の支出に備えるため、過去の実績率に基づき計上することとして

おります。 

⑤ 退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき

計上することとしております。 

 過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により費

用処理しております。 

 数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法によ

り翌連結会計年度から費用処理することとしております。 

(4) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準 

 外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理してお

ります。なお、在外子会社等の資産及び負債は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益及び費用は

期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定及び少数株主持分に含め

ております。 

(5) 重要なヘッジ会計の方法 

① ヘッジ会計の方法  

 繰延ヘッジ処理を採用しております。なお、為替予約については振当処理の要件を満たしている場合は振

当処理を採用しております。 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

 ヘッジ手段  為替予約 

 ヘッジ対象  外貨建予定取引  

③ ヘッジ方針  

 当社の社内管理規程に基づき、為替変動リスクをヘッジしております。 

④ ヘッジ有効性評価の方法 

 ヘッジ対象の相場変動又はキャッシュ・フロー変動の累計とヘッジ手段の相場変動又はキャッシュ・フロ

ー変動の累計を比較し、その変動額の比率によって有効性を評価しております。 

(6) のれんの償却方法及び償却期間 

 のれんについては５年間、負ののれんについては３年間でそれぞれ均等償却しております。 

(7) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

 連結キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許現金、要求払預金及び容易に換

金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から３カ月以内に償還期限の到来

する短期投資からなっております。 

(8) その他連結財務諸表作成のための重要な事項 

 消費税等の会計処理 

 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式を採用しております。  



（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） 

 当連結会計年度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。 

  

（法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正） 

 「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）及び「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日以後に開始する連結会計年度から法人税率の引

下げ及び復興特別法人税の課税が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及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41.0％から平成24年４月１日に開始する連結会計年度から平成26年４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については37.7％に、平成27年４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については35.3％となります。 

 この税率変更により、繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控除した金額）は405,604千円減少し、その他有

価証券評価差額金は14,650千円減少し、法人税等調整額は390,953千円増加しております。 

  

※１ 非連結子会社及び関連会社に対するものは、次のとおりであります。 

  

※２ 連結会計年度末日満期手形 

 連結会計年度末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、当連結会

計年度の末日が金融機関の休日であったため、次の連結会計年度末日満期手形が連結会計年度末残高に含まれており

ます。 

   

 ３ 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行５行とコミットメントライン契約（シンジケート方式）を締

結しております。この契約に基づく連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。  

(7）追加情報

(8）連結財務諸表に関する注記事項

（連結貸借対照表関係）

  
前連結会計年度 

（平成23年３月31日）  

当連結会計年度 

（平成24年３月31日）  

投資有価証券（株式） 千円1,419,486 千円1,835,570

  
前連結会計年度 

（平成23年３月31日）  

当連結会計年度 

（平成24年３月31日）  

受取手形 千円－ 千円2,259

  
前連結会計年度 

（平成23年３月31日）  

当連結会計年度 

（平成24年３月31日）  

コミットメントラインの総額  千円3,000,000 千円3,000,000

借入実行残高   －  －

差引額   3,000,000  3,000,000



※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。 

  

※２ 固定資産処分損の内容は次のとおりであります。 

  

※３ 販売費及び一般管理費に含まれる研究開発費の総額  

  

（連結損益計算書関係）

  

前連結会計年度 

（自 平成22年４月１日 

  至 平成23年３月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成23年４月１日 

  至 平成24年３月31日）  

販売促進費  千円15,298,885 千円15,235,521

販売促進引当金繰入額  322,000  280,000

給与手当  3,489,942  3,581,690

賞与引当金繰入額  279,623  294,661

役員賞与引当金繰入額  66,000  62,000

退職給付費用  267,245  261,516

保管配送費  4,011,881  4,118,718

  

前連結会計年度 

（自 平成22年４月１日 

  至 平成23年３月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成23年４月１日 

  至 平成24年３月31日）  

固定資産売却損  

 機械装置及び運搬具 千円－ 千円4,357

固定資産廃棄損 

 建物及び構築物  60,505  77,553

 機械装置及び運搬具  146,667  70,389

 有形固定資産のその他  9,977  10,037

 無形固定資産のその他  －  1,583

 投資その他の資産のその他  237  5,770

計  217,388  169,691

  

前連結会計年度 

（自 平成22年４月１日 

  至 平成23年３月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成23年４月１日 

  至 平成24年３月31日）  

  千円929,037 千円905,103



※４ 減損損失 

 当グループは以下の資産グループについて減損損失を計上しました。 

前連結会計年度（自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日） 

 当グループは、菓子の製造販売事業用資産、賃貸資産、遊休資産にグルーピングしております。また、連結子会

社は原則として各社を一つの単位としてグルーピングしております。 

 その結果、遊休資産について帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失 千円として特別

損失に計上しました。その内訳は建物及び構築物 千円、機械装置及び運搬具 千円、有形固定資産のその

他 千円であります。遊休資産の回収可能価額は、取引事例等を勘案した正味売却価額により算定しておりま

す。 

  

当連結会計年度（自 平成23年４月１日 至 平成24年３月31日）  

 当グループは、菓子の製造販売事業用資産、賃貸資産、遊休資産にグルーピングしております。また、連結子会

社は原則として各社を一つの単位としてグルーピングしております。 

 その結果、遊休資産について帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失 千円として特別

損失に計上しました。その内訳は建物及び構築物 千円、機械装置及び運搬具 千円、有形固定資産のその

他 千円であります。遊休資産の回収可能価額は、取引事例等を勘案した正味売却価額により算定しております。

  

※５ 役員退職慰労引当金戻入額 

 当連結会計年度において、当グループは役員退職慰労金の受取辞退により、役員退職慰労引当金戻入額を計上し

ております。  

  

 当連結会計年度（自 平成23年４月１日 至 平成24年３月31日）  

※１ その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額  

用途 種類 場所 

 遊休資産  建物及び構築物  新潟県新潟市他 

   機械装置及び運搬具    

   有形固定資産のその他    

31,002

656 30,210

135

用途 種類 場所 

 遊休資産  建物及び構築物  新潟県新潟市他 

   機械装置及び運搬具    

   有形固定資産のその他    

53,637

138 53,421

77

（連結包括利益計算書関係）

その他有価証券評価差額金：    

 当期発生額 千円155,708

  税効果調整前  155,708

  税効果額   △74,894

  その他有価証券評価差額金  80,813

繰越ヘッジ損益：      

 当期発生額  △39,573

  税効果額  16,225

  繰越ヘッジ損益   △23,348

為替換算調整勘定：      

 当期発生額  △22,722

  為替換算調整勘定  △22,722

持分法適用会社に対する 

持分相当額： 
     

 当期発生額  5,816

   その他の包括利益合計   40,559



  

前連結会計年度（自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日） 

 １．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

  (注) 普通株式の自己株式の株式数の増加297,601株は、取締役会決議による自己株式の取得による増加280,300株、

     合併反対株主からの買取りによる増加17,000株、単元未満株式の買取による増加301株であります。 

  

 ２．配当に関する事項 

  (1） 配当金支払額 

  (2） 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

  

（連結株主資本等変動計算書関係）

  
当連結会計年度 

期首株式数（株） 
当連結会計年度 
増加株式数（株） 

当連結会計年度 
減少株式数（株） 

当連結会計年度末
株式数（株） 

発行済株式                        

普通株式  22,318,650  ―  ―  22,318,650

合計  22,318,650  ―  ―  22,318,650

自己株式                        

普通株式 (注)  621,847  297,601  ―  919,448

合計  621,847  297,601  ―  919,448

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 

平成22年６月23日 

定時株主総会 
普通株式  260,361  12 平成22年３月31日 平成22年６月24日 

平成22年11月11日 

取締役会 
普通株式  238,475  11 平成22年９月30日 平成22年12月７日 

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 



当連結会計年度（自 平成23年４月１日 至 平成24年３月31日） 

 １．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

  (注) 普通株式の自己株式の株式数の増加311,140株は、取締役会決議による自己株式の取得による増加310,900株、

     単元未満株式の買取による増加240株であります。 

  

 ２．配当に関する事項 

  (1） 配当金支払額 

  (2） 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

次のとおり、決議を予定しております。  

  

  
当連結会計年度 

期首株式数（株） 
当連結会計年度 
増加株式数（株） 

当連結会計年度 
減少株式数（株） 

当連結会計年度末
株式数（株） 

発行済株式                        

普通株式  22,318,650  ―  ―  22,318,650

合計  22,318,650  ―  ―  22,318,650

自己株式                        

普通株式 (注)  919,448  311,140  ―  1,230,588

合計  919,448  311,140  ―  1,230,588

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 

平成23年６月22日 

定時株主総会 
普通株式  235,391  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  11 平成23年９月30日 平成23年12月６日 

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 



※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係 

前連結会計年度（自平成22年４月１日 至平成23年３月31日）及び当連結会計年度（自平成23年４月１日 至平成24

年３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。  

  

 （注）１．潜在株式調整後１株当たり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。 

    ２．１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 （注）３．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

   該当事項はありません。 

  

 リース取引、関連当事者との取引、税効果会計、金融商品、有価証券、デリバティブ取引、資産除去債務、退職給

付、ストック・オプション等、企業結合等、賃貸等不動産に関する注記事項については、決算短信における開示の必

要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。 

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

  

前連結会計年度 

（自 平成22年４月１日 

  至 平成23年３月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成23年４月１日 

  至 平成24年３月31日） 

現金及び預金勘定 千円6,673,880 千円7,517,733

預入期間が３ヵ月を超える 

定期預金等 
 △1,030,814  △1,103,517

現金及び現金同等物  5,643,065  6,414,216

（セグメント情報等）

（１株当たり情報）

  

前連結会計年度 

（自 平成22年４月１日 

  至 平成23年３月31日）  

当連結会計年度 

（自 平成23年４月１日 

  至 平成24年３月31日）  

１株当たり純資産額 円1,353.63 円1,439.27

１株当たり当期純利益 円97.78 円107.56

  
前連結会計年度 

(自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日) 

当期純利益(千円)  2,111,517  2,277,524

普通株主に帰属しない金額(千円)  ―  ―

普通株式に係る当期純利益(千円)  2,111,517  2,277,524

普通株式の期中平均株式数(千株)  21,595  21,175

  
前連結会計年度末 

(平成23年３月31日) 
当連結会計年度末 

(平成24年３月31日) 

純資産の部の合計額(千円)  29,197,637  30,586,085

純資産の部の合計額から控除する金

額(千円) 
 231,109  234,634

（うち少数株主持分(千円)）  (231,109)  (234,634)

普通株式に係る期末の純資産額 

(千円) 
 28,966,527  30,351,450

１株当たり純資産額の算定に用いら

れた期末の普通株式の数(千株) 
 21,399  21,088

（重要な後発事象）

（開示の省略）
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