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1.  平成25年3月期の連結業績（平成24年4月1日～平成25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 ％

25年3月期 81,323 3.2 3,496 3.9 4,294 5.8 2,842 24.8
24年3月期 78,789 △1.3 3,364 1.0 4,058 3.1 2,277 7.9

（注）包括利益 25年3月期 3,767百万円 （62.0％） 24年3月期 2,326百万円 （30.4％）

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 ％ ％ ％

25年3月期 134.78 ― 8.9 7.2 4.3
24年3月期 107.56 ― 7.7 7.4 4.3

（参考） 持分法投資損益 25年3月期  763百万円 24年3月期  635百万円

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

25年3月期 64,664 34,328 51.9 1,591.37
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  33,557百万円 24年3月期  30,351百万円

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

25年3月期 5,229 △8,044 1,481 5,138
24年3月期 5,803 △3,184 △1,836 6,414

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 ％ ％

24年3月期 ― 11.00 ― 13.00 24.00 506 22.3 1.7
25年3月期 ― 11.00 ― 13.00 24.00 506 17.8 1.6
26年3月期(予想) ― 12.00 ― 13.00 25.00 17.6

3. 平成26年 3月期の連結業績予想（平成25年 4月 1日～平成26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) 42,000 13.4 700 241.6 1,100 91.1 600 72.8 28.45
通期 89,000 9.4 4,000 14.4 5,000 16.4 3,000 5.6 142.27



※  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 

(注）詳細は、添付資料P．15 「３．連結財務諸表 （５）連結財務諸表に関する注記事項 （P．17 会計方針の変更）」をご覧ください。 

(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  ： 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 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 1,231,248 株 24年3月期 1,230,588 株
③ 期中平均株式数 25年3月期 21,087,874 株 24年3月期 21,175,196 株

（参考）個別業績の概要 

平成25年3月期の個別業績（平成24年4月1日～平成25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 ％

25年3月期 68,881 1.2 2,613 △8.4 3,104 △3.7 1,871 14.1
24年3月期 68,076 △2.1 2,854 △13.2 3,225 △12.8 1,640 △10.0

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

25年3月期 88.76 ―
24年3月期 77.47 ―

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 54,818 30,234 55.2 1,433.78
24年3月期 50,619 28,525 56.4 1,352.68

（参考） 自己資本 25年3月期  30,234百万円 24年3月期  28,525百万円

※ 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、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厳しい環境が続きましたが、昨年12月の政権交代

を契機として、金融緩和政策による円安を受けて輸出企業を中心とした業績回復期待から株高が進み、消費もやや上向

きに転じ、景気は持ち直しの動きがみられる状況となりました。 

 一方、食品業界においては、消費者の低価格・節約志向による価格競争は継続し、さらには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、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。これらの実現に向けて、平成24年12月に米国

の菓子メーカーであるMary's Gone Crackers, Inc.を、平成25年１月に長期保存食の製造販売を行う尾西食品株式会社

を、それぞれ子会社化しました。 

  

 国内米菓市場においては、当社はブランド維持をはかるため、価格競争とは一線を画し、主力商品の強化に努めまし

た。「亀田の柿の種」ブランドについては、期間限定商品の「亀田の柿の種梅しそ」を通年販売にしたことなどによ

り、前年実績を上回りました。また、「ハッピーターン」ブランドについては、新商品や期間限定商品によりラインア

ップを拡大し、併せてテレビＣＭを含む大規模なキャンペーン展開や、「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」を阪急百貨店・阪急うめだ本店や東京おかしランドに出店するなど、積極的な

販売促進活動を行ったことで前年実績を大きく上回りました。同様に、「まがりせんべい」、「手塩屋」、「うす焼」

の各ブランドも前年実績を上回りました。一方で、中堅商品や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。 

 店舗販売においては、新ブランド「HAPPY Turn's」の他に、既存ブランド「とよす有庵」全店が「あられとよす」に

生まれ変わりました。さらに、柿の種専門店「かきたねキッチン」は、４店舗を新規出店し、引き続き市場への浸透を

はかりました。その他の市場においては、100円ショップ向け商品やお土産商品についても順調に推移し、前年実績を

上回りました。 

  

 米菓以外では、低たんぱく質米などのヘルスケア関連商品の販売は順調に推移しましたが、米の価格上昇の影響等に

より主食米の販売が低迷し、前年実績を下回りました。また、子会社化した尾西食品株式会社の長期保存食が備蓄需要

の高まりにより好調に推移しました。 

 海外においては、米国のKAMEDA USA, INC.はアジア系スーパー向け商品の売上が順調に推移し、さらに米国向け柿の

種（現地名Kameda Crisps）を大手流通チェーンへ新規導入したことなどにより、前年実績を大きく上回りました。さ

らに、タイのKAMEDA-STC CO., LTD.もクロスボーダー取引の拡大により前年実績を上回りました。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を子会社であ

る青島亀田食品有限公司に集約し、中国国内販売の拡大に取り組みました。 

 以上の結果、売上高は81,323百万円(前連結会計年度比3.2%増、2,534百万円増)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な

どコスト増加が続いたものの、主力ブランドの売上高拡大による稼働率の向上と、原価低減の取り組みにより収益性の

改善に努めました。さらに、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3,496百万円(前連結会計年度比3.9％増、132百万円増)、経常利益は4,294百万円(前連結会

計年度比5.8％増、235百万円増)、当期純利益は法人税率改定の影響もあり2,842百万円(前連結会計年度比24.8％増、

564百万円増)となりました。   

  

② 次期の見通し 

 当グループは、中期経営計画の実現に向け、その２年目となる次年度は、引き続き中期的な成長の基盤作りを推進し

てまいります。 

 経営環境については、長期にわたるデフレから脱却の兆しは見られるものの、消費者の節約志向と選別的な消費志向

は続くと予想されます。また円安の進行に伴い、穀物や包装材などの原材料やエネルギー価格の上昇が懸念されるな

ど、先行きは予断を許さない状況であります。 

 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

１．経営成績・財政状態に関する分析



商品の強化に加えて、食品売上が拡大するドラッグストアの開拓、お土産商品、ノベルティ、通販向け商品なども強化

し、販売チャネルの拡大をはかります。さらに米菓の魅力をアピールし当グループのブランド価値を高めるため、百貨

店などに出店する付加価値の高い米菓の直営店運営に一層注力してまいります。また生産に関しては、原材料価格など

の上昇を克服するため、原価低減の取り組みを一層進めます。 

 中期的な成長に向けては、新規事業や海外事業の事業基盤の整備の取り組みを強化します。新規事業では、主食米、

低たんぱく質米、植物性乳酸菌などヘルスケア関連商品について、新商品の発売などの取り組みを行います。海外事業

では、米国、中国、アジアにおいて生産能力の拡充のため設備投資を実行します。また海外での販売のネットワークの

強化にも取り組んでまいります。  

 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89,000百万円（当連結会計年度比9.4%増、

7,676百万円増）、営業利益4,000百万円（当連結会計年度比14.4%増、503百万円増）、経常利益5,000百万円（当連結

会計年度比16.4%増、705百万円増）、当期純利益3,000百万円（当連結会計年度比5.6%増、157百万円増）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。 

  



(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23,009百万円となり、前連結会計年度末に比べ5百万円の減少となりました。

これは主に「受取手形及び売掛金」が1,128百万円増加、「商品及び製品」が431百万円増加、「原材料及び貯蔵品」が

276百万円増加した一方、「現金及び預金」が1,934百万円減少したことによるものであります。固定資産は41,654百万

円となり、前連結会計年度末に比べ9,557百万円の増加となりました。これは主に「のれん」が2,291百万円増加、「顧

客関係資産」が2,357百万円増加、「商標資産」が1,817百万円増加、「技術資産」が980百万円増加、「投資有価証

券」が1,268百万円増加したことによるものであります。 

 この結果、総資産は、64,664百万円となり、前連結会計年度末に比べ9,551百万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18,060百万円となり、前連結会計年度末に比べ2,383百万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590百万円増加、「短期借入金」が957百万円増加、「未払金」が769百万円

増加したことによるものであります。固定負債は12,275百万円となり、前連結会計年度末に比べ3,425百万円の増加と

なりました。これは主に「長期借入金」が1,610百万円増加、「繰延税金負債」が2,027百万円増加したことによるもの

であります。 

 この結果、負債合計は、30,335百万円となり、前連結会計年度末に比べ5,809百万円増加となりました。 

（純資産） 

 当連結会計年度末における純資産合計は34,328百万円となり、前連結会計年度末に比べ3,742百万円増加となりまし

た。これは主に当期純利益2,842百万円および剰余金の配当506百万円、「その他有価証券評価差額金」が355百万円増

加、「為替換算調整勘定」が517百万円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51.9％（前連結会計年度末は55.1％）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1,275百万円

減少し、5,138百万円となりました。 

 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5,229百万円（前連結会計年度比574百万円の減少）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による資金の増加の一方、法人税等の支払額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8,044百万円（前連結会計年度比4,860百万円の支出増加）となりました。 

 これは主に、有形固定資産の取得や子会社株式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） 

 財務活動の結果得られた資金は1,481百万円（前連結会計年度比3,318百万円の収入増加）となりました。 

 これは主に、配当金の支払いによる支出の一方、長期借入れによる収入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25年６月開催予定の第56期定時株主総会において、１株当たり普通配当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、当期の年間配当より１円の増配となる年間１

株当たり普通配当25円（うち中間配当12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24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 平成25年３月期 

自己資本比率（％）  54.4  53.3  53.6  55.1  51.9

時価ベースの 

自己資本比率（％） 
 58.8  68.6  55.0  58.8  82.9

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  1.5

インタレスト・ 

カバレッジ・レシオ（倍） 
 111.9  139.9  91.4  112.6  109.1



(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ヵ年を対象とする中期経営計画を策定しております。計画の最終年度である

平成27年３月期における業績目標については、平成24年５月11日に連結売上高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%と公表しておりましたが、中期経営計画の初年度である平成25年３月期の実績を踏まえ

て、連結売上高92,000百万円、連結経常利益6,000百万円、連結売上高経常利益率6.5%に修正しております。   

  

(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、中期経営計画において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、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  

 ①ブランドを核とした売上成長 

  主力ブランドを中心に販売促進活動を行い、売上の成長を図ります。  

 ②米菓市場の拡大 

  成長する流通チャネル向けの販売の拡大や、夏期限定商品の強化などに取り組みます。  

 ③市場変化を機敏に捉えた商品開発 

  付加価値の高い商品、シニア層向けの商品およびスナック商品のラインアップ拡大をはかります。  

 ④商品力の強化 

  品質の向上、コスト競争力の強化および製造技術の進化を目指します。  

（２）国内新規マーケットの創出 

 ①主食米販売の収益改善 

  大手小売業向けの販売の拡大や、米の調達力の強化および米関連商品の開発に取り組みます。  

  ②ヘルスケア関連商品の成長 

  低たんぱく質米や植物性乳酸菌などを利用した、新たな商品の開発と販売を推進します。  

 ③長期保存食の市場拡大  

  新規取引先を開拓し、これに合わせた生産の拡大とコストダウンに取り組みます。  

（３）海外展開の加速 

 ①グローバル戦略商品の展開 

  「柿の種」、「ソフトせん」、「ライススナック」を海外に展開します。  

 ②グローバルネットワークの拡大 

  アジアや欧州の有力企業との提携によるネットワークの拡大に努めます。  

 ③生産設備の拡充 

  海外拠点への設備投資により、海外生産の拡大に取り組みます。  

 また、これらの取り組みと合わせて、食品の安全性に対する消費者の信頼性を高めるための取り組みなどを強化し

ます。当グループは一丸となってこれらの課題に取り組み、克服してまいります。    

   

(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に関する対応策（買収防衛策）の継続について 

当社は、平成19年４月21日開催の取締役会決議で、当社株式の大規模買付行為に関する対応策を導入し、直近では

平成22年６月23日開催の当社第53期定時株主総会において、株主の皆様のご承認をいただき継続しております。この

有効期限は、平成25年６月開催予定の当社第56期定時株主総会の終結の時までとなっております。昨今の社会・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・向上のために内容の見直しを行った上で、買収防衛策の継続について株主の皆様のご承認をいただく

ために、平成25年６月21日開催の第56期定時株主総会に付議する予定であります。 

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24年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 7,517,733 5,583,013 

受取手形及び売掛金 ※3  10,907,025 ※3  12,035,804 

商品及び製品 1,313,758 1,744,908 

仕掛品 642,726 669,639 

原材料及び貯蔵品 1,663,120 1,939,207 

繰延税金資産 696,052 718,695 

その他 285,929 330,113 

貸倒引当金 △11,022 △11,883 

流動資産合計 23,015,325 23,009,498 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 27,649,967 28,549,697 

減価償却累計額 △19,234,619 △19,965,977 

建物及び構築物（純額） 8,415,348 ※2  8,583,719 

機械装置及び運搬具 45,690,133 47,512,895 

減価償却累計額 △36,721,896 △38,496,437 

機械装置及び運搬具（純額） 8,968,236 9,016,458 

土地 6,642,902 ※2  6,509,668 

リース資産 255,460 486,998 

減価償却累計額 △70,679 △144,086 

リース資産（純額） 184,781 342,911 

建設仮勘定 305,152 848,191 

その他 1,954,247 2,303,474 

減価償却累計額 △1,648,978 △1,863,498 

その他（純額） 305,269 439,976 

有形固定資産合計 24,821,690 25,740,925 

無形固定資産   

のれん 13,599 2,304,966 

リース資産 51,136 41,904 

顧客関係資産 － 2,357,481 

商標資産 － 1,817,802 

技術資産 － 980,215 

その他 568,435 594,361 

無形固定資産合計 633,171 8,096,730 

投資その他の資産   

投資有価証券 ※1  3,923,685 ※1  5,191,991 

繰延税金資産 2,259,215 2,100,413 

その他 516,879 581,609 

貸倒引当金 △57,173 △56,903 

投資その他の資産合計 6,642,607 7,817,110 

固定資産合計 32,097,468 41,654,767 

資産合計 55,112,794 64,664,265 



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 5,635,667 6,225,826 

短期借入金 2,800,000 ※2  3,757,047 

リース債務 69,058 127,519 

未払金 3,482,435 4,252,393 

未払法人税等 621,183 630,385 

賞与引当金 1,076,600 1,051,711 

役員賞与引当金 62,000 68,000 

販売促進引当金 280,000 322,000 

資産除去債務 76,053 73,543 

その他 1,573,865 1,551,725 

流動負債合計 15,676,863 18,060,153 

固定負債   

長期借入金 2,235,000 ※2  3,845,660 

リース債務 177,040 259,490 

繰延税金負債 41,851 2,069,817 

退職給付引当金 6,174,003 5,818,192 

資産除去債務 74,063 79,192 

その他 147,886 203,229 

固定負債合計 8,849,845 12,275,581 

負債合計 24,526,709 30,335,734 

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 32,726,958 

自己株式 △1,883,948 △1,885,304 

株主資本合計 30,939,542 33,274,319 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △141,568 213,995 

繰延ヘッジ損益 － △1,666 

為替換算調整勘定 △446,523 71,144 

その他の包括利益累計額合計 △588,091 283,474 

少数株主持分 234,634 770,737 

純資産合計 30,586,085 34,328,531 

負債純資産合計 55,112,794 64,664,265 



（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23年４月１日 

 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

売上高 78,789,186 81,323,584 

売上原価 46,054,743 47,546,509 

売上総利益 32,734,443 33,777,075 

販売費及び一般管理費 ※1, ※3  29,369,717 ※1, ※3  30,280,310 

営業利益 3,364,725 3,496,764 

営業外収益   

受取利息 14,800 17,595 

受取配当金 71,178 77,233 

負ののれん償却額 23,056 － 

持分法による投資利益 635,620 763,778 

その他 161,662 139,770 

営業外収益合計 906,318 998,378 

営業外費用   

支払利息 54,023 47,627 

為替差損 100,426 58,131 

その他 57,679 95,359 

営業外費用合計 212,130 201,118 

経常利益 4,058,914 4,294,024 

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 ※2  169,691 ※2  122,334 

減損損失 ※4  53,637 ※4  210,809 

特別損失合計 223,328 333,143 

税金等調整前当期純利益 4,145,085 4,130,508 

法人税、住民税及び事業税 1,224,160 1,180,615 

法人税等調整額 635,456 93,133 

法人税等合計 1,859,617 1,273,748 

少数株主損益調整前当期純利益 2,285,467 2,856,759 

少数株主利益 7,943 14,514 

当期純利益 2,277,524 2,842,245 



 連結包括利益計算書 

（単位：千円）

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

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 

 至 平成25年３月31日) 

少数株主損益調整前当期純利益 2,285,467 2,856,759 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 80,813 356,602 

繰延ヘッジ損益 △23,348 △1,666 

為替換算調整勘定 △22,722 273,706 

持分法適用会社に対する持分相当額 5,816 281,953 

その他の包括利益合計 ※1  40,559 ※1  910,595 

包括利益 2,326,026 3,767,355 

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 2,322,502 3,713,812 

少数株主に係る包括利益 3,524 53,543 



（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23年４月１日 

 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 

 至 平成25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 28,580,660 30,390,824 

当期変動額   

剰余金の配当 △467,360 △506,112 

当期純利益 2,277,524 2,842,245 

当期変動額合計 1,810,163 2,336,133 

当期末残高 30,390,824 32,726,958 

自己株式   

当期首残高 △1,413,729 △1,883,948 

当期変動額   

自己株式の取得 △470,218 △1,356 

当期変動額合計 △470,218 △1,356 

当期末残高 △1,883,948 △1,885,304 

株主資本合計   

当期首残高 29,599,597 30,939,542 

当期変動額   

剰余金の配当 △467,360 △506,112 

当期純利益 2,277,524 2,842,245 

自己株式の取得 △470,218 △1,356 

当期変動額合計 1,339,945 2,334,777 

当期末残高 30,939,542 33,274,319 

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 △221,413 △141,568 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 79,844 355,564 

当期変動額合計 79,844 355,564 

当期末残高 △141,568 213,995 

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 △1,666 

当期変動額合計 △23,348 △1,666 

当期末残高 － △1,666 



（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

為替換算調整勘定   

当期首残高 △435,004 △446,523 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △11,518 517,668 

当期変動額合計 △11,518 517,668 

当期末残高 △446,523 71,144 

その他の包括利益累計額合計   

当期首残高 △633,069 △588,091 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 44,977 871,566 

当期変動額合計 44,977 871,566 

当期末残高 △588,091 283,474 

少数株主持分   

当期首残高 231,109 234,634 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 3,524 536,102 

当期変動額合計 3,524 536,102 

当期末残高 234,634 770,737 

純資産合計   

当期首残高 29,197,637 30,586,085 

当期変動額   

剰余金の配当 △467,360 △506,112 

当期純利益 2,277,524 2,842,245 

自己株式の取得 △470,218 △1,356 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 48,502 1,407,668 

当期変動額合計 1,388,447 3,742,446 

当期末残高 30,586,085 34,328,531 



（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23年４月１日 

 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 

 至 平成25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 4,145,085 4,130,508 

減価償却費 3,690,481 3,475,446 

減損損失 53,637 210,809 

のれん償却額 6,044 22,025 

負ののれん償却額 △23,056 － 

段階取得に係る差損益（△は益） － △169,627 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,122 569 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △241,208 △365,853 

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） △15,291 △39,832 

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △4,000 6,000 

販売促進引当金の増減額（△は減少） △42,000 42,000 

受取利息及び受取配当金 △85,979 △94,829 

支払利息 54,023 47,627 

持分法による投資損益（△は益） △635,620 △763,778 

固定資産処分損益（△は益） 125,038 86,998 

売上債権の増減額（△は増加） △854,266 △467,810 

たな卸資産の増減額（△は増加） △662,132 △214,406 

仕入債務の増減額（△は減少） 498,343 136,770 

その他の資産の増減額（△は増加） 256,219 △18,388 

その他の負債の増減額（△は減少） 558,733 170,009 

未払消費税等の増減額（△は減少） 195,312 △141,163 

その他 △57,766 12,859 

小計 6,630,818 6,065,935 

利息及び配当金の受取額 351,625 434,204 

利息の支払額 △51,558 △47,935 

法人税等の支払額 △1,127,723 △1,223,090 

営業活動によるキャッシュ・フロー 5,803,162 5,229,113 

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） △74,840 664,571 

有形固定資産の取得による支出 △3,015,543 △3,251,973 

有形固定資産の売却による収入 2,042 129,220 

有形固定資産の除却による支出 △5,812 △7,415 

投資有価証券の取得による支出 △14,709 △15,859 

関係会社出資金の払込による支出 － △98,904 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出 － ※2  △5,426,957 

無形固定資産・投資等の取得による支出 △124,258 △124,347 

無形固定資産・投資等の売却による収入 19,076 78,230 

その他 30,000 9,154 

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,184,044 △8,044,280 



（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 

 至 平成25年３月31日) 

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） － 5,000 

長期借入れによる収入 － 3,000,000 

長期借入金の返済による支出 △835,000 △932,880 

リース債務の返済による支出 △63,517 △82,623 

自己株式の取得による支出 △470,218 △1,356 

配当金の支払額 △467,568 △506,270 

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,836,305 1,481,870 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △11,661 57,539 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 771,150 △1,275,758 

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期末残高 ※1  6,414,216 ※1  5,138,458 



   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 11社 

  連結子会社の名称 アジカル㈱ 

           とよす㈱ 

           ㈱日新製菓 

           青島亀田食品有限公司 

           KAMEDA USA,INC. 

           KAMEDA-STC CO.,LTD.  

                     Mary's Gone Crackers,Inc. 

           尾西食品㈱  

           新潟輸送㈱ 

           亀田トランスポート㈱ 

           ㈱エヌ．エイ．エス 

上記のうち、Mary's Gone Crackers,Inc.については、平成24年12月31日に株式を取得したため、連結の範囲に含

めております。 

また、尾西食品㈱については、平成25年１月１日に全株式を取得したため、連結の範囲に含めております。 

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。  

  

２．持分法の適用に関する事項 

  持分法適用会社の数 １社  

  関連会社の名称  TH FOODS,INC. 

なお、前連結会計年度において、持分法適用会社でありました天津亀田食品有限公司は、当連結会計年度に当社

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。  

  

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、KAMEDA USA,INC.及びMary's Gone Crackers,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。 

 また、尾西食品㈱の決算日は９月30日でありますが、連結決算日現在で本決算に準じた仮決算を行った財務諸表を基

礎としております。  

  

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） 

(5）連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項）



(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  

 なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。 

  ソフトウェア  社内利用可能期間（５年） 

  顧客関係資産         15～20年 

  商標資産           10～20年 

  技術資産           10～20年 

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。 

(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５～15年間で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。   

（減価償却方法の変更） 

 当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当連結会計年度より、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、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。 

 これによる当連結会計年度の損益への影響は軽微であります。  

・「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号 平成24年５月17日） 

・「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号 平成24年５月17日） 

  

１．概要  

 (1) 連結貸借対照表上の取扱い 

 未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用を、税効果を調整の上、純資産の部（その他の包括利益累計

額）に計上することとし、積立状況を示す額を負債（又は資産）として計上することとなります。  

  

 (2) 連結損益計算書及び連結包括利益計算書上の取扱い 

 数理計算上の差異及び過去勤務費用の当期発生額のうち、費用処理されない部分についてはその他の包括利益

に含めて計上し、その他の包括利益累計額に計上されている未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の

うち、当期に費用処理された部分についてはその他の包括利益の調整（組替調整）を行うこととなります。  

  

２．適用予定日 

  平成25年４月１日以後開始する連結会計年度の期末から適用  

  

３．当該会計基準等の適用による影響 

  連結財務諸表作成時において財務諸表に与える影響は、現在評価中であります。  

（会計方針の変更）

（未適用の会計基準等）



※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 担保資産及び担保付債務  

   担保に供している資産は、次のとおりであります。  

  

   担保付債務は、次のとおりであります。  

  

  

※３ 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。 

  

４ 当社は、平成25年３月に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。 

  

（連結貸借対照表関係）

  
前連結会計年度 

（平成24年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成25年３月31日） 

投資有価証券（株式） 千円 1,835,570 千円 2,568,571

  
前連結会計年度 

（平成24年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成25年３月31日） 

建物及び構築物 千円 － 千円 247,919

土地  －  120,514

計  －  368,433

  
前連結会計年度 

（平成24年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成25年３月31日） 

短期借入金 千円 － 千円 54,920

長期借入金  －  85,860

計  －  140,780

  
前連結会計年度 

（平成24年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成25年３月31日） 

受取手形 千円 2,259 千円 1,641

  
前連結会計年度 

（平成24年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成25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23年４月１日 
至 平成24年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成24年４月１日 

至 平成25年３月31日） 

販売促進費  千円 15,235,521 千円 15,843,621

販売促進引当金繰入額   280,000  322,000

給与手当  3,581,690  3,798,514

賞与引当金繰入額  294,661  308,814

役員賞与引当金繰入額  62,000  68,000

退職給付費用   261,516  241,422

保管配送費  4,118,718  4,112,328

前連結会計年度 
（自 平成23年４月１日 

至 平成24年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成24年４月１日 

至 平成25年３月31日） 

固定資産売却損       

建物及び構築物 千円 －   千円 2,557

機械装置及び運搬具  4,357    －

固定資産廃棄損       

建物及び構築物  77,553    42,121

機械装置及び運搬具  70,389    66,374

有形固定資産のリース資産  －    351

有形固定資産のその他  10,037    4,210

無形固定資産のその他  1,583    4,582

投資その他の資産のその他  5,770    2,136

計  169,691    122,334

前連結会計年度 
（自 平成23年４月１日 

至 平成24年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成24年４月１日 

至 平成25年３月31日） 

千円 905,103 千円 878,932



※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。

  

当連結会計年度（自 平成24年４月１日 至 平成25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、土地 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。 

  

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

用途 種類 場所 

遊休資産  建物及び構築物 新潟県新潟市、東京都葛飾区他 

  機械装置及び運搬具   

  土地   

  有形固定資産のその他   

210,809

36,327 36,372 138,000

108



※１  その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額 

  

（連結包括利益計算書関係）

  
前連結会計年度 

（自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成24年４月１日 

至 平成25年３月31日） 

その他有価証券評価差額金：   

当期発生額 千円 155,708 千円 536,627

組替調整額  －  △470

税効果調整前  155,708  536,156

税効果額  △74,894  △179,554

その他有価証券評価差額金  80,813  356,602

繰延ヘッジ損益：     

当期発生額  △39,573  △2,674

税効果額  16,225  1,008

繰延ヘッジ損益  △23,348  △1,666

為替換算調整勘定：     

当期発生額  △22,722  273,706

為替換算調整勘定  △22,722  273,706

持分法適用会社に対する持分相当額：     

当期発生額  5,816  281,953

その他の包括利益合計  40,559  910,595



前連結会計年度（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 

  

（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)  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23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 



当連結会計年度（自 平成24年４月１日 至 平成25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660株は、単元未満株式の買取による増加であります。 

  

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)  1,230,588  660  ―  1,231,248

合計  1,230,588  660  ―  1,231,248

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24年６月22日 

定時株主総会 
普通株式  274,144  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  11 平成24年９月30日 平成24年12月４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 



※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 

  

  

※２ 当連結会計年度に株式の取得により新たに連結子会社となった会社の資産及び負債の主な内訳 

 株式の取得により新たに連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びに株式の取得価額と取得のため

の支出（純額）との関係は次のとおりであります。   

(1) Mary's Gone Crackers,Inc. 

  

(2) 尾西食品㈱ 

  

（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23年４月１日 

至  平成24年３月31日） 

当連結会計年度 
（自  平成24年４月１日 

至  平成25年３月31日） 

現金及び預金勘定 7,517,733千円 5,583,013千円 

預入期間が３か月を超える定期預金 △1,103,517  △444,555  

現金及び現金同等物 6,414,216  5,138,458  

流動資産  千円916,494

固定資産    2,873,826

のれん    1,354,534

流動負債    △566,068

固定負債    △952,976

少数株主持分   △482,559

Mary's Gone Crackers,Inc.株式の取得価額    3,143,251

未払額    △25,974

段階取得に係る差益    △169,627

Mary's Gone Crackers,Inc.の現金及び現金同等物   △579,864

差引：Mary's Gone Crackers,Inc.株式の取得による支出    2,367,785

流動資産  千円1,250,932

固定資産    3,685,716

のれん    958,857

流動負債    △486,130

固定負債    △1,419,385

尾西食品㈱株式の取得価額    3,989,991

未払額    △500,000

尾西食品㈱の現金及び現金同等物   △430,819

差引：尾西食品㈱株式の取得による支出    3,059,172



（企業結合等関係）

取得による企業結合（Mary's Gone Crackers,Inc.） 

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 

（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．連結財務諸表に含まれる被取得企業の業績の期間 

被取得企業の決算日は12月31日であり、支配獲得日が平成24年12月31日であるため当連結会計年度において

は、被取得企業の業績は含まれておりません。 

３．被取得企業の取得原価及びその内訳 

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、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。   

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 

1,354,534千円 

（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 

11年間にわたる均等償却 

企業結合前に所有していた議決権比率 8.5％ 

企業結合日に追加取得した議決権比率 70.2％ 

取得後の議決権比率 78.7％ 

取得の対価 
企業結合前に保有していたMary's Gone Crackers,Inc.の普通株式の時価 千円272,694

企業結合日に追加取得したMary's Gone Crackers,Inc.の普通株式の時価  2,711,281

取得に直接要した費用 アドバイザリー費用等  159,276

取得原価    3,143,251

６．企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳 

７．取得原価のうち、のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び種類別の償却期間  

流動資産 916,494千円

固定資産 2,873,826 

資産合計 3,790,321 

流動負債 566,068 

固定負債 952,976 

負債合計 1,519,045 

主要な種類別の内訳 金額 償却期間 

顧客関係資産 1,142,856千円 15年 

商標資産 830,302 10 

技術資産 367,965 10 



８．企業結合が当連結会計年度の開始の日に完了したと仮定した場合の当連結会計年度の連結損益計算書に及ぼす影

響の概算額及びその算定方法 

（概算額の算定方法） 

  企業結合が当連結会計年度開始の日に完了したと仮定して算定された売上高及び損益情報を影響の概算額と

しております。なお、企業結合時に認識されたのれん等が当期首に発生したものとして、影響額を算定してお

ります。 

 また、影響の概算額については監査証明を受けておりません。   

売上高 2,446,299千円

営業損失 244,056 

経常損失 309,838 

当期純損失 177,309 

  

取得による企業結合（尾西食品㈱） 

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    尾西食品㈱ 

事業の内容          長期保存食料および宇宙食の製造・販売 

（2）企業結合を行った主な理由 

尾西食品株式会社は、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り、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。 

（3）企業結合日 

平成25年１月１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 

尾西食品㈱  

（6）取得した議決権比率 

100.0％ 

（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、当社が尾西食品㈱の発行済株式総数の100.0％を取得したためでありま

す。 

２．連結財務諸表に含まれる被取得企業の業績の期間 

平成25年１月１日から平成25年３月31日 

３．被取得企業の取得原価及びその内訳 

     
４．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 

958,857千円 

（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 

15年間にわたる均等償却 

取得の対価 企業結合日に取得した尾西食品㈱の普通株式の時価 千円3,950,000

取得に直接要した費用 アドバイザリー費用等  39,991

取得原価    3,989,991

５．企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳 

流動資産 1,250,932千円

固定資産 3,685,716 

資産合計 4,936,649 

流動負債 486,130 

固定負債 1,419,385 

負債合計 1,905,515 



  

前連結会計年度（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。 

  

当連結会計年度（自平成24年４月１日  至平成25年３月31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。 

  

(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。 

 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。 

６．取得原価のうち、のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び種類別の償却期間  

７．企業結合が当連結会計年度の開始の日に完了したと仮定した場合の当連結会計年度の連結損益計算書に及ぼす影

響の概算額及びその算定方法 

（概算額の算定方法） 

  企業結合が当連結会計年度開始の日に完了したと仮定して算定された売上高及び損益情報と、当社の連結損

益計算書における売上高及び損益情報との差額を、影響の概算額としております。なお、企業結合時に認識さ

れたのれん等が当期首に発生したものとして、影響額を算定しております。 

  また、影響の概算額については監査証明を受けておりません。 

主要な種類別の内訳 金額 償却期間 

顧客関係資産 1,230,000千円 20年 

商標資産 1,000,000 20 

技術資産 620,000 20 

売上高 2,229,730千円

営業利益 225,827 

経常利益 235,617 

当期純利益 106,224 

（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23年４月１日 

至  平成24年３月31日） 

当連結会計年度 
（自  平成24年４月１日 

至  平成25年３月31日） 

１株当たり純資産額 円 1,439.27 円 1,591.37

１株当たり当期純利益金額 円 107.56 円 134.78

  
前連結会計年度 

(自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
至 平成25年３月31日) 

当期純利益(千円)  2,277,524  2,842,245

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)  2,277,524  2,842,245

普通株式の期中平均株式数(千株)  21,175  21,087

  
前連結会計年度末 

(平成24年３月31日) 
当連結会計年度末 

(平成25年３月31日) 

純資産の部の合計額(千円)  30,586,085  34,328,531

純資産の部の合計額から控除する金額(千円)  234,634  770,737

（うち少数株主持分）  (234,634)  (770,737)

普通株式に係る期末の純資産額(千円)  30,351,450  33,557,793

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) 
 21,088  21,087

（重要な後発事象）



 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、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。 

（開示の省略）
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