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1. 平成26年3月期第3四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25年12月31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 ％

26年3月期第3四半期 68,712 15.2 1,482 △22.3 2,440 △1.3 1,689 △4.8

25年3月期第3四半期 59,665 1.0 1,909 △23.0 2,472 △16.0 1,774 14.9

（注）包括利益 26年3月期第3四半期 2,939百万円 （49.3％） 25年3月期第3四半期 1,969百万円 （56.2％）

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

26年3月期第3四半期 80.11 ―

25年3月期第3四半期 84.16 ―

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

26年3月期第3四半期 67,801 36,487 53.0 1,704.60

25年3月期 64,664 34,328 51.9 1,591.37

（参考）自己資本 26年3月期第3四半期 35,944百万円 25年3月期 33,557百万円

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

25年3月期 ― 11.00 ― 13.00 24.00

26年3月期 ― 12.00 ―

26年3月期（予想） 13.00 25.00

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、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 89,000 9.4 4,000 14.4 5,000 16.4 3,000 5.6 142.27



(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記事項等については、添付資料Ｐ．３「１．当四半期決算に関する定性的情報（３）連結業績予想などの将来予測情報に関

する説明」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 ： 無

②①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） 26年3月期3Q 22,318,650 株 25年3月期 22,318,650 株

② 期末自己株式数 26年3月期3Q 1,231,860 株 25年3月期 1,231,248 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期3Q 21,087,159 株 25年3月期3Q 21,087,969 株
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（１）経営成績に関する説明 

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、円安による輸出関連企業の収益改善や株高による高額商品

の消費拡大など、景況感は緩やかに改善しつつありますが、食品業界においては、消費者の節約志向が依然とし

て根強く、価格競争は継続し、厳しい経営環境となりました。 

このような状況下、当グループは平成24年度からの３ヵ年中期経営計画において、「グローバル・フード・カ

ンパニー」の実現を目指し、「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」及び「海外展開の

加速」の３つを経営の重点課題として取り組んでまいりました。これらの実現に向け、アジア市場への取り組み

強化の一環としてベトナムに持分法適用関連会社THIEN HA KAMEDA, JSC.を平成25年６月に設立し、現地向け米菓

（商品名「YORI」）の製造販売を開始しました。 

  

国内米菓市場が前年並みに推移している中で、当グループは、ブランド価値の維持・向上の観点から価格競争

とは一線を画し、ブランドの強化に努め、きめ細かい販売活動が功を奏し、売上高が前年同期を大きく上回りま

した。 

特に、「亀田の柿の種」「ハッピーターン」ブランドは、テレビＣＭや積極的な販売活動に取り組みました。

「亀田の柿の種」ブランドにおいては、レギュラーの味に加え、わさび、梅しそ、柚子こしょうの４品が好調に

推移し、「ハッピーターン」ブランドは、チョコ味の入った４種のアソート商品「ハッピーターンパーティー」

を期間限定販売するなどラインアップを拡大し、前年同期を上回りました。さらに、「亀田のまがりせんべい」

「手塩屋」ブランドも好調に推移しました。 

また、新しい売り場の拡大として、ドラッグストアに加え、「ハッピーターン」のコンセプトショップ「HAPPY 

Turn's」が、東京スカイツリー商業施設「東京ソラマチ」に期間限定で出店し、お客様に高いご支持を受けたこ

とや、百貨店を中心に展開する柿の種専門店「かきたねキッチン」を３店舗新規出店したことも増収の要因とな

りました。 

海外においては、米国で急成長しているグルテン・フリー市場に対応するため、KAMEDA USA, INC.が販売して

いる米国向け柿の種（現地名「Kameda Crisps」）をグルテン・フリー化しました。タイのKAMEDA-STC CO., LTD.

は、販売代理店契約先であるDKSHグループと現地向け「KAMEDA」ブランドのライススナック（商品名「OKOME」）

の販売を開始し、市場拡大に取り組みました。 

さらに、平成24年12月に米国のMary's Gone Crackers, Inc.を、平成25年１月に尾西食品株式会社をそれぞれ

連結子会社化したことも貢献しました。 

以上の結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は前年同期比15.2％増の68,712百万円となりました。 

  

利益面については、円安によるピーナッツなどの原材料費及び光熱費の上昇があったものの、原価改善などコ

スト削減に努めた結果、売上原価率は前年同期比0.2ポイント低下しました。しかしながら、販売促進費や新規連

結子会社２社によるのれん等償却負担などの増加により、売上高に対する販売費及び一般管理費が1.2ポイント上

昇し、営業利益は前年同期比22.3%減の1,482百万円となりました。経常利益は、持分法による投資利益が増加し

たものの前年同期比1.3％減の2,440百万円、四半期純利益は前年同期比4.8%減の1,689百万円となりました。 

  

（２）財政状態に関する説明 

（資産） 

当第３四半期連結会計期間末における流動資産は22,782百万円となり、前連結会計年度末に比べ227百万円減少

しました。これは主に「受取手形及び売掛金」が1,253百万円、「商品及び製品」が222百万円、「その他」が206

百万円それぞれ増加した一方、「現金及び預金」が2,043百万円減少したことによるものであります。固定資産は

45,018百万円となり、前連結会計年度末に比べ3,364百万円増加しました。これは主に有形固定資産の「建物及び

構築物」が711百万円、有形固定資産の「その他」が2,013百万円、投資その他の資産の「その他」が888百万円そ

れぞれ増加した一方、有形固定資産の「機械装置及び運搬具」が412百万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、67,801百万円となり、前連結会計年度末に比べ3,136百万円増加しました。 

（負債） 

当第３四半期連結会計期間末における流動負債は20,418百万円となり、前連結会計年度末に比べ2,358百万円増

加しました。これは主に「電子記録債務」が2,958百万円、「その他」が1,446百万円それぞれ増加した一方、

「支払手形及び買掛金」が1,666百万円、「未払法人税等」が476百万円それぞれ減少したことによるものであり

ます。固定負債は10,895百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,380百万円減少しました。これは主に「長期借

入金」が1,132百万円、「退職給付引当金」が502百万円それぞれ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、31,313百万円となり、前連結会計年度末に比べ977百万円増加しました。 

１．当四半期決算に関する定性的情報



（純資産） 

当第３四半期連結会計期間末における純資産合計は36,487百万円となり、前連結会計年度末に比べ2,158百万円

増加しました。これは主に「利益剰余金」が1,162百万円、「為替換算調整勘定」が900百万円それぞれ増加した

ことによるものであります。 

この結果、自己資本比率は53.0％（前連結会計年度末は51.9％）となりました。   

   

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

平成26年３月期通期につきましては、引き続き主力ブランドの販売強化、積極的な新商品の投入などの対応を

行うと同時に、生産性の改善などコスト削減にも努め、利益を確保してまいります。以上により、平成26年３月

期通期の連結業績につきましては、平成25年５月８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 

  該当事項はありません。   

   

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25年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,583,013 3,539,623 

受取手形及び売掛金 12,035,804 13,289,009 

商品及び製品 1,744,908 1,967,492 

仕掛品 669,639 662,884 

原材料及び貯蔵品 1,939,207 2,081,068 

その他 1,048,809 1,255,690 

貸倒引当金 △11,883 △13,616 

流動資産合計 23,009,498 22,782,152 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 8,583,719 9,294,763 

機械装置及び運搬具（純額） 9,016,458 8,603,985 

その他（純額） 8,140,748 10,154,702 

有形固定資産合計 25,740,925 28,053,451 

無形固定資産   

のれん 2,304,966 2,384,153 

顧客関係資産 2,357,481 2,394,285 

商標資産 1,817,802 1,817,115 

技術資産 980,215 973,279 

その他 636,265 689,424 

無形固定資産合計 8,096,730 8,258,258 

投資その他の資産   

その他 7,874,013 8,763,008 

貸倒引当金 △56,903 △55,749 

投資その他の資産合計 7,817,110 8,707,259 

固定資産合計 41,654,767 45,018,969 

資産合計 64,664,265 67,801,121 



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 6,225,826 4,559,107 

電子記録債務 － 2,958,172 

短期借入金 3,757,047 4,209,545 

未払法人税等 630,385 153,640 

引当金 1,441,711 1,080,048 

資産除去債務 73,543 79,457 

その他 5,931,638 7,378,195 

流動負債合計 18,060,153 20,418,165 

固定負債   

長期借入金 3,845,660 2,713,520 

退職給付引当金 5,818,192 5,315,571 

資産除去債務 79,192 124,009 

その他 2,532,536 2,742,341 

固定負債合計 12,275,581 10,895,442 

負債合計 30,335,734 31,313,608 

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 32,726,958 33,889,144 

自己株式 △1,885,304 △1,887,088 

株主資本合計 33,274,319 34,434,722 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 213,995 526,398 

繰延ヘッジ損益 △1,666 11,696 

為替換算調整勘定 71,144 971,752 

その他の包括利益累計額合計 283,474 1,509,846 

少数株主持分 770,737 542,944 

純資産合計 34,328,531 36,487,513 

負債純資産合計 64,664,265 67,801,121 



（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３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 

 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 

 至 平成25年12月31日) 

売上高 59,665,655 68,712,161 

売上原価 35,283,604 40,445,618 

売上総利益 24,382,050 28,266,542 

販売費及び一般管理費 22,472,563 26,783,711 

営業利益 1,909,487 1,482,831 

営業外収益   

受取利息 12,661 10,352 

受取配当金 77,165 48,222 

持分法による投資利益 505,775 752,902 

その他 93,976 242,863 

営業外収益合計 689,579 1,054,340 

営業外費用   

支払利息 33,350 52,933 

為替差損 28,098 － 

その他 64,736 44,072 

営業外費用合計 126,186 97,006 

経常利益 2,472,880 2,440,165 

特別利益   

段階取得に係る差益 169,627 － 

投資有価証券売却益 － 348,595 

特別利益合計 169,627 348,595 

特別損失   

固定資産処分損 92,492 276,819 

特別損失合計 92,492 276,819 

税金等調整前四半期純利益 2,550,015 2,511,940 

法人税、住民税及び事業税 429,912 613,890 

法人税等調整額 336,621 236,509 

法人税等合計 766,534 850,399 

少数株主損益調整前四半期純利益 1,783,480 1,661,541 

少数株主利益又は少数株主損失（△） 8,733 △27,825 

四半期純利益 1,774,746 1,689,367 



（四半期連結包括利益計算書） 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 

 至 平成25年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 1,783,480 1,661,541 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 52,880 312,555 

繰延ヘッジ損益 11,106 13,362 

為替換算調整勘定 34,219 637,245 

持分法適用会社に対する持分相当額 87,857 314,959 

その他の包括利益合計 186,064 1,278,122 

四半期包括利益 1,969,545 2,939,663 

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 1,949,724 2,915,739 

少数株主に係る四半期包括利益 19,820 23,924 



  該当事項はありません。 

   

 該当事項はありません。   

   

（３）四半期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）

（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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