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1.  平成25年3月期第2四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年9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 ％

25年3月期第2四半期 37,037 △1.2 204 △81.6 575 △60.0 347 △65.9

24年3月期第2四半期 37,499 △0.5 1,115 73.2 1,439 37.4 1,018 160.8

（注）包括利益 25年3月期第2四半期 232百万円 （△71.9％） 24年3月期第2四半期 829百万円 （629.4％）

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

25年3月期第2四半期 16.46 ―

24年3月期第2四半期 47.88 ―

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

25年3月期第2四半期 53,654 30,544 56.5 1,437.86

24年3月期 55,112 30,586 55.1 1,439.27

（参考） 自己資本   25年3月期第2四半期  30,321百万円 24年3月期  30,351百万円

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  

   24年３月期の期末配当は、東京証券取引所市場第一部指定記念配当（２円）を含んでおります。 

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

24年3月期 ― 11.00 ― 13.00 24.00

25年3月期 ― 11.00

25年3月期（予想） ― 11.00 22.00

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、対前期増減率） 

（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

通期 80,000 1.5 3,300 △1.9 4,000 △1.5 2,500 9.8 118.55



(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 

（注） 「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」第10条の５に該当するものであります。詳細は、添付資料P．３ 「２．サマリー 

    情報（注記事項）に関する事項 (3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。 

(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

四半期連結財務諸表に対するレビュー手続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 

（将来に関する記述等についてのご注意） 

 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、その

達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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。業績予想の前提となる条件及び

業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資料P．３ 「１． 当四半期決算に関する定性的情報 （３） 連結業績予想に関する定性的情報」を

ご覧ください。 

※  注記事項

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   ：  有

② ①以外の会計方針の変更   ：  無

③ 会計上の見積りの変更   ：  有

④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期2Q 22,318,650 株 24年3月期 22,318,650 株

② 期末自己株式数 25年3月期2Q 1,230,698 株 24年3月期 1,230,588 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期2Q 21,088,015 株 24年3月期2Q 21,262,299 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、円高の継続や欧州債務危機や新興国経済の減速などにより、

先行きが不透明な状況で推移いたしました。 

食品業界においては、消費者の低価格・節約志向の高まりにより低価格競争が激化し、さらに原材料価格の高騰

などにより、厳しい経営環境となりました。 

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

「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、その実現に向けた取り組みを開始しました。 

国内米菓市場では、競争環境が厳しさを増す中でも価格競争とは一線を画し、「亀田の柿の種」や「ハッピータ

ーン」を中心とした主力ブランドのラインアップの拡大に努めてまいりました。特に「手塩屋」、「まがりせんべ

い」および「うす焼」の各ブランドは、販売促進活動や期間限定商品の投入などにより、前年同期を上回る結果と

なりました。また、「技のこだ割り」もお客様の強い支持を頂き、前年同期を上回る結果となりました。さらにス

ナック商品「いかっぷり」、「えびっぷり」の復刻版を発売、災害に備えた長期保存用米菓として「ハイハイン」

と「鬼太鼓」の缶詰商品などを発売しました。 

こうした取り組みを進めましたが、前年の東日本大震災後の需要増の反動や消費者の節約志向の影響に加え、競

争の激化や厳しい残暑の影響もあり、中堅商品や新商品の販売が伸び悩み、スーパーマーケットおよびコンビニエ

ンスストア市場では減収となりました。 

一方で、百貨店を中心に展開している柿の種専門店「かきたねキッチン」は、今期も２店舗の出店を行い増収と

なり、また、100円ショップ向け商品や、テーマパーク等のお土産商品、ノベルティ商品の売上も増加いたしまし

た。 

海外においては、米国のKAMEDA USA,INC.は、日系を含むアジア系スーパーでお客様の強い支持を頂き、大幅な

増収となりました。タイのSMTC Co., Ltd.はクロスボーダー取引が大幅に増加し、原材料価格や人件費の上昇など

コスト増の要因はありましたが、増収増益を確保しました。なお同社は当社のグループ会社であることを明確にす

るため、11月にKAMEDA-STC CO., LTD. に社名変更しております。 

以上の結果、売上高は37,037百万円（前年同期比1.2%減、462百万円減）となりました。 

利益面については、販売減と生産高の減少による工場稼働率の低下、米やピーナッツなどの原材料価格の大幅な

上昇、光熱費の上昇、競争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で需要が伸びており、これに対応するために米国

西部に第２工場を新設するなど事業規模を拡大し、経常利益の増加に貢献しました。 

以上の結果、営業利益は204百万円(前年同期比81.6％減、910百万円減)、経常利益は575百万円(前年同期比

60.0％減、863百万円減)、四半期純利益は347百万円(前年同期比65.9％減、670百万円減)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２四半期連結会計期間末における流動資産は21,300百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,715百万円減

少いたしました。これは主に「現金及び預金」が751百万円増加した一方、「受取手形及び売掛金」が2,460百万円

減少、「仕掛品」が121百万円減少したことによるものであります。固定資産は32,353百万円となり、前連結会計

年度末に比べ256百万円増加いたしました。これは主に有形固定資産の「その他」が1,344百万円増加した一方、

「建物及び構築物」が174百万円減少、「機械装置及び運搬具」が689百万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、53,654百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,458百万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14,989百万円となり、前連結会計年度末に比べ687百万円減少

いたしました。これは主に「その他」が350百万円増加した一方、「支払手形及び買掛金」が768百万円減少、「未

払法人税等」が435百万円減少したことによるものであります。固定負債は8,120百万円となり、前連結会計年度末

に比べ729百万円減少いたしました。これは主に「長期借入金」が515百万円減少、「退職給付引当金」が185百万

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、23,109百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,417百万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30,544百万円となり、前連結会計年度末に比べ41百万円減少

いたしました。これは主に四半期純利益347百万円増加した一方、剰余金の配当により274百万円減少、為替換算調

整勘定が99百万円減少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56.5％（前連結会計年度末は55.1％）となりました。 

１．当四半期決算に関する定性的情報



  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

平成25年３月期通期につきましては、冬場の米菓・スナックの需要期に向けて、主力製品の販売強化、積極的

な新商品の投入、低価格帯市場向けの商品投入などの対応を行うと同時に、生産性の向上などコスト削減にも努め

てまいります。こうした取り組みと第２四半期累計期間の業績を踏まえて、平成25年３月期通期の連結業績予想に

つきましては、平成24年10月12日に公表した予想から変更はありません。 

  

（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 

（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２四半期連結累計期間の損益への影響は軽微であります。 

２．サマリー情報（注記事項）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24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 7,517,733 8,268,942 

受取手形及び売掛金 10,907,025 8,446,496 

商品及び製品 1,313,758 1,416,158 

仕掛品 642,726 520,781 

原材料及び貯蔵品 1,663,120 1,636,504 

その他 981,982 1,018,311 

貸倒引当金 △11,022 △6,876 

流動資産合計 23,015,325 21,300,319 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 8,415,348 8,240,794 

機械装置及び運搬具（純額） 8,968,236 8,279,119 

土地 6,642,902 6,527,155 

その他（純額） 795,203 2,139,235 

有形固定資産合計 24,821,690 25,186,304 

無形固定資産   

のれん 13,599 10,577 

その他 619,571 593,200 

無形固定資産合計 633,171 603,777 

投資その他の資産   

その他 6,699,780 6,619,802 

貸倒引当金 △57,173 △56,004 

投資その他の資産合計 6,642,607 6,563,798 

固定資産合計 32,097,468 32,353,880 

資産合計 55,112,794 53,654,199 



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 5,635,667 4,866,910 

短期借入金 2,800,000 2,865,000 

未払法人税等 621,183 185,675 

賞与引当金 1,076,600 1,271,189 

その他の引当金 342,000 248,500 

資産除去債務 76,053 76,115 

その他 5,125,359 5,475,798 

流動負債合計 15,676,863 14,989,190 

固定負債   

長期借入金 2,235,000 1,720,000 

退職給付引当金 6,174,003 5,988,084 

資産除去債務 74,063 75,870 

その他 366,778 336,517 

固定負債合計 8,849,845 8,120,473 

負債合計 24,526,709 23,109,663 

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 30,463,892 

自己株式 △1,883,948 △1,884,164 

株主資本合計 30,939,542 31,012,393 

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 △136,169 

繰延ヘッジ損益 － △8,778 

為替換算調整勘定 △446,523 △545,890 

その他の包括利益累計額合計 △588,091 △690,839 

少数株主持分 234,634 222,981 

純資産合計 30,586,085 30,544,536 

負債純資産合計 55,112,794 53,654,199 



（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23年４月１日 

 至 平成23年９月30日) 

当第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) 

売上高 37,499,797 37,037,674 

売上原価 22,345,559 22,520,390 

売上総利益 15,154,237 14,517,283 

販売費及び一般管理費 14,038,974 14,312,364 

営業利益 1,115,263 204,919 

営業外収益   

受取利息 6,461 8,882 

受取配当金 55,337 60,835 

負ののれん償却額 11,528 － 

持分法による投資利益 249,827 299,743 

その他 82,225 72,965 

営業外収益合計 405,379 442,426 

営業外費用   

支払利息 28,488 22,678 

為替差損 23,083 － 

その他 29,953 49,198 

営業外費用合計 81,524 71,876 

経常利益 1,439,118 575,469 

特別利益   

役員退職慰労引当金戻入額 309,500 － 

特別利益合計 309,500 － 

特別損失   

固定資産処分損 103,277 58,013 

投資有価証券評価損 1,178 － 

特別損失合計 104,455 58,013 

税金等調整前四半期純利益 1,644,162 517,455 

法人税、住民税及び事業税 461,844 193,386 

法人税等調整額 169,947 △22,714 

法人税等合計 631,792 170,671 

少数株主損益調整前四半期純利益 1,012,370 346,783 

少数株主損失（△） △5,694 △429 

四半期純利益 1,018,064 347,213 



（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23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第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) 

少数株主損益調整前四半期純利益 1,012,370 346,783 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 19,260 4,906 

繰延ヘッジ損益 △52,216 △8,778 

為替換算調整勘定 △42,115 △4,260 

持分法適用会社に対する持分相当額 △108,297 △105,838 

その他の包括利益合計 △183,368 △113,970 

四半期包括利益 829,001 232,812 

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 854,785 244,465 

少数株主に係る四半期包括利益 △25,783 △11,653 



（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23年４月１日 

 至 平成23年９月30日) 

当第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) 

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 1,644,162 517,455 

減価償却費 1,747,411 1,640,333 

のれん償却額 3,022 3,022 

負ののれん償却額 △11,528 － 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2,237 △3,794 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △138,614 △185,904 

賞与引当金の増減額（△は減少） 126,072 194,589 

その他の引当金の増減額（△は減少） △489,400 △93,500 

受取利息及び受取配当金 △61,798 △69,717 

支払利息 28,488 22,678 

持分法による投資損益（△は益） △249,827 △299,743 

固定資産処分損益（△は益） 71,830 40,665 

売上債権の増減額（△は増加） 2,592,748 2,456,326 

たな卸資産の増減額（△は増加） △247,027 37,877 

仕入債務の増減額（△は減少） △472,304 △763,829 

その他 △207,470 △498,266 

小計 4,333,526 2,998,193 

利息及び配当金の受取額 327,102 410,372 

利息の支払額 △32,317 △26,560 

法人税等の支払額 △514,727 △628,845 

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,113,583 2,753,159 

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） △77,040 △85,838 

有形固定資産の取得による支出 △1,020,006 △1,115,761 

有形固定資産の売却による収入 456 128,823 

投資有価証券の取得による支出 △7,421 △111,071 

投資有価証券の売却による収入 － 6,764 

関係会社出資金の払込による支出 － △98,904 

その他 △59,277 △51,854 

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,163,289 △1,327,843 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入金の返済による支出 △450,000 △450,000 

自己株式の取得による支出 △470,102 △216 

配当金の支払額 △235,436 △274,070 

その他 △29,543 △38,568 

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,185,083 △762,856 

現金及び現金同等物に係る換算差額 6,840 1,311 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,772,051 663,771 

現金及び現金同等物の期首残高 5,643,065 6,414,216 

現金及び現金同等物の四半期末残高 7,415,116 7,077,987 



該当事項はありません。   

   

該当事項はありません。   

  

株式取得に関する合意 

当社は、平成24年10月25日に、お米を原料とする長期保存食の草分けであり、同業界の有力企業であります尾

西食品株式会社の株式取得に向け、同社の株主との間で基本合意書を締結いたしました。 

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、お米を原料とする長期保存食の製造販売の有力企業であ

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・サービスを提供してまいります。 

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 

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23年９月期） 

総資産  1,522,987千円 

純資産    935,951千円 

資本金     30,000千円 

売上高  2,332,811千円 

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％） 

取得価額             未定 

異動後の所有株式数   600,000株（所有割合  100％） 

⑤支払資金の調達及び支払方法 

未定 

⑥日程 

平成24年10月25日  基本合意書締結 

平成24年12月      株式譲渡契約締結（予定） 

平成25年１月      株式取得（予定）  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）重要な後発事象
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