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（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10月期第１四半期  4,660  5.8  258  39.6  259  38.7  153  128.2

24年10月期第１四半期  4,404  △1.4  184  △39.1  187  △38.8  67  △54.2

（注）包括利益 25年10月期第１四半期 184百万円（ ％） 127.9   24年10月期第１四半期 81百万円 （ ％） △47.8

  
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10月期第１四半期  22.30  －

24年10月期第１四半期  9.77  －

  総資産 純資産 自己資本比率 

  百万円 百万円 ％ 

25年10月期第１四半期  13,253  9,654  71.8

24年10月期  13,251  9,520  70.8

（参考）自己資本 25年10月期第１四半期 9,510百万円   24年10月期 9,380百万円 

  
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10月期  － 7.50 － 7.50  15.00

25年10月期  －       
25年10月期（予想）   7.50 － 7.50  15.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無： 無

３．平成25年10月期の連結業績予想（平成24年11月１日～平成25年10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）  10,000  2.2  510  △12.4  516  △12.3  324  5.2  47.05

通期  19,800  2.3  850  △9.1  860  △10.0  540  3.7  78.41

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 無



※  注記事項 

新規   社  （社名） 、除外   社  （社名）  

  

  

  

  

（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 

  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

  

（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

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） 25年10月期１Ｑ 6,900,000株 24年10月期 6,900,000株

②  期末自己株式数 25年10月期１Ｑ 12,980株 24年10月期 12,980株

③  期中平均株式数（四半期累計） 25年10月期１Ｑ 6,887,020株 24年10月期１Ｑ 6,887,172株

・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。

・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、実際の業績等はさまざま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］２ページ「連結業績予想

に関する定性的情報」をご覧ください。
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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国内経済は、昨年の政権交代を契機とした金融緩和政策による株価の上昇や

円安基調を背景に輸出企業を中心に景気回復への期待感が高まりました。一方で欧州の政府債務危機や海外景気の

下振れの影響に加え、失業率が依然として高水準にあるなど懸念材料も多く、先行きが不透明な経済情勢が続いて

おります。消費者物価は依然として下落傾向にあり、食品の販売場面での低価格志向は継続し、緩やかなデフレ状

況にあります。また、原油をはじめ、砂糖や穀物類などの主要作物の国際相場は高値で推移しており、円安の進展

による海外原料の仕入れ価格の上昇が見込まれるなど厳しい経営環境が続いております。 

このような状況のもと、当社グループは当期から新たにスタートしました中期経営計画に基づく年度方針とし

て、「１．人材育成」「２．国内事業の持続的成長」「３．海外事業の着実な展開」「４．品質視点経営」をテー

マに掲げ、新年度をスタートいたしました。 

売上につきましては、ジャム類は主力の「アヲハタ・55ジャム」シリーズと「アヲハタ・まるごと果実」シリー

ズが伸長し、ジャム類全体でも前年同期を上回りました。調理食品類は「キユーピーやさしい献立」シリーズ、

「キユーピーあえるパスタ」シリーズは伸長しましたが、その他の調理食品は伸び悩み、調理食品類全体では前年

同期並みとなりました。産業用加工品類は、フルーツ・プレパレーションが伸長し、フルーツ原料販売も好調に推

移したことにより、産業用加工品類全体では前年同期を大幅に上回りました。 

以上の結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は46億60百万円（前年同期比5.8％増）となりました。 

利益につきましては、売上が堅調に推移したこと、操業率の向上などにより、営業利益は２億58百万円（前年同

期比39.6％増）、経常利益は２億59百万円（前年同期比38.7％増）、四半期純利益は１億53百万円（前年同期比

128.2％増）となりました。 

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

当第１四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ２百万円増加し132億53百万円となりまし

た。資産の増減の主な要因は、現金及び預金の減少６億25百万円、受取手形及び売掛金の増加２億48百万円、商品

及び製品の増加２億26百万円、機械装置及び運搬具の増加１億８百万円などであります。 

負債合計は、前連結会計年度末に比べ１億30百万円減少し35億99百万円となりました。負債の増減の主な要因

は、支払手形及び買掛金の増加１億66百万円、未払法人税等の減少１億82百万円、賞与引当金の減少１億50百万円

などであります。 

また、純資産合計は、前連結会計年度末に比べ１億33百万円増加し96億54百万円となりました。純資産の増加の

主な要因は、利益剰余金の増加１億１百万円などであります。 

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

通期の業績見通しにつきましては、今後も円安の進展による原材料価格の上昇など厳しい経営環境が続くことが

予想されます。平成24年12月10日の決算発表時に公表いたしました第２四半期連結累計期間および通期の業績予想

に変更はございません。 

  

（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 

  該当事項はありません。 

   

   

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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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10月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年１月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,106,575 480,697

受取手形及び売掛金 3,238,985 3,487,323

商品及び製品 1,460,793 1,687,450

仕掛品 31,579 33,685

原材料及び貯蔵品 2,093,076 2,111,819

その他 221,665 177,324

貸倒引当金 △17,548 △16,707

流動資産合計 8,135,128 7,961,594

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,717,121 1,699,307

機械装置及び運搬具（純額） 1,128,026 1,236,316

土地 1,311,042 1,311,042

その他（純額） 129,362 205,670

有形固定資産合計 4,285,553 4,452,336

無形固定資産 69,443 66,411

投資その他の資産   

投資有価証券 410,528 408,448

その他 354,526 368,349

貸倒引当金 △3,582 △3,200

投資その他の資産合計 761,473 773,597

固定資産合計 5,116,470 5,292,345

資産合計 13,251,598 13,253,940

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,168,800 2,335,755

未払法人税等 226,316 43,512

賞与引当金 271,487 120,944

役員賞与引当金 7,709 950

その他 504,597 541,577

流動負債合計 3,178,910 3,042,741

固定負債   

退職給付引当金 445,486 453,269

資産除去債務 58,114 58,177

その他 48,271 45,675

固定負債合計 551,873 557,122

負債合計 3,730,783 3,599,863
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年10月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年１月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 644,400 644,400

資本剰余金 714,594 714,594

利益剰余金 7,949,423 8,051,353

自己株式 △13,610 △13,610

株主資本合計 9,294,808 9,396,737

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 82,888 91,048

繰延ヘッジ損益 △1,735 7,512

為替換算調整勘定 4,590 15,018

その他の包括利益累計額合計 85,742 113,578

少数株主持分 140,264 143,760

純資産合計 9,520,815 9,654,077

負債純資産合計 13,251,598 13,253,940
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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23年11月１日 

 至 平成24年１月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年11月１日 

 至 平成25年１月31日) 

売上高 4,404,735 4,660,869

売上原価 3,766,860 3,937,424

売上総利益 637,875 723,444

販売費及び一般管理費 452,913 465,250

営業利益 184,961 258,194

営業外収益   

受取利息 1 100

受取配当金 496 377

受取賃貸料 6,058 6,034

為替差益 － 2,537

その他 1,243 696

営業外収益合計 7,799 9,747

営業外費用   

支払利息 31 32

賃貸費用 3,717 3,668

固定資産除却損 637 4,397

その他 1,273 302

営業外費用合計 5,660 8,401

経常利益 187,100 259,540

特別損失   

固定資産除却損 8,875 －

特別損失合計 8,875 －

税金等調整前四半期純利益 178,225 259,540

法人税、住民税及び事業税 19,668 43,918

法人税等調整額 93,593 58,579

法人税等合計 113,262 102,498

少数株主損益調整前四半期純利益 64,962 157,041

少数株主利益又は少数株主損失（△） △2,332 3,459

四半期純利益 67,295 153,582
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（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23年11月１日 

 至 平成24年１月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年11月１日 

 至 平成25年１月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 64,962 157,041

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 8,590 8,160

繰延ヘッジ損益 3,862 9,284

為替換算調整勘定 3,706 10,427

その他の包括利益合計 16,159 27,872

四半期包括利益 81,122 184,914

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 83,405 181,418

少数株主に係る四半期包括利益 △2,282 3,495
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 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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