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  (百万円未満切捨て)
 

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）

（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 148,924 11.3 15,618 24.6 16,649 26.5 10,336 40.0
25年３月期第３四半期 133,759 11.5 12,536 44.6 13,163 56.7 7,384 70.7

 

(注) 包括利益 26年３月期第３四半期 11,898百万円( 41.7％)   25年３月期第３四半期 8,397百万円( 92.2％)
 

 
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 78.37 77.35
25年３月期第３四半期 56.55 55.51

 

(注)平成25年10月１日付で、普通株式１株につき４株の株式分割を行っております。そのため、前連結会計年度の期首に当該株式分

割が行われたと仮定して１株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益を算定しております。
 

（２）連結財政状態

  総資産 純資産 自己資本比率

  百万円 百万円 ％

26年３月期第３四半期 133,625 103,516 72.6
25年３月期 124,793 92,685 70.2

 

(参考) 自己資本 26年３月期第３四半期 96,957百万円 25年３月期 87,554百万円
 

２．配当の状況

 
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 － 0.00 － 62.00 62.00

26年３月期 － 0.00 －    

26年３月期(予想)       18.00 18.00
 

(注)１ 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無
 

２ 平成25年10月１日付で、普通株式１株につき４株の株式分割を行っております。そのため、平成26年３月期(予想)の配当金

は、分割後の数値を記載しております。
 

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）
 

 

 

  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 190,000 5.9 18,000 14.0 18,000 5.1 10,400 10.2 78.76
 

(注)１ 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無
 

２ 平成25年10月１日付で、普通株式１株につき４株の株式分割を行っております。そのため、平成26年３月期の連結業績予想

の１株当たり当期純利益は、株式分割を考慮して算定しております。
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※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 有
 

  (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)
 

新規 １社 （社名）PT. Calbee-Wings Food 、除外 １社（社名）オイシア㈱
 

(注)詳細は、添付資料４ページ「２. サマリー情報（注記事項）に関する事項（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社

の異動」をご覧ください。
 

（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

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
 

（４）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 26年３月期３Ｑ 132,045,800株 25年３月期 131,749,800株

② 期末自己株式数 26年３月期３Ｑ 832株 25年３月期 －株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年３月期３Ｑ 131,891,907株 25年３月期３Ｑ 130,584,869株
 

(注)平成25年10月１日付で、普通株式１株につき４株の株式分割を行っております。そのため、発行済株式数（普通株式）につい

ては、前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して算定しております。
 

※ 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、四半期連結財務諸表に対する四半期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
 

１ 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、実際の業績等は経済情勢等様々な不確定要因により、これらの予想数

値と異なる場合があります。業績予想に関する事項は、添付資料３ページ「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。

２ 平成25年10月１日付で、普通株式１株につき４株の株式分割を行っております。

３ 平成26年３月期の１株当たり当期純利益は、予定期中平均株式数132,044,968株により算定しております。

４ 当社は、平成26年１月30日(木)に機関投資家・アナリスト向け電話会議を開催する予定です。この電話会議の

音声情報については、開催後当社ホームページに掲載する予定であります。
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、経済政策により一部に回復の兆しが見られるものの、消費

税率の引き上げに伴う消費マインド減退への懸念などの下振れリスクもあり、先行き不透明な状況が続いてお

ります。 

スナック菓子業界におきましては、低価格志向が続いておりますが、他の業界に比較して、値ごろな価格帯と

ボリューム感がお客様に評価され、市場は堅調に推移しました。 

このような環境にあって、当社グループは、引続き、イノベーション（成長戦略）とコスト・リダクションを

経営の二本柱とする事業活動を推進しました。イノベーションでは、海外事業の拡大に向けて、北米では

PepsiCo,Inc.（ペプシコ）グループ、中国では康師傅（カンシーフ）グループとの取り組みを開始しました。

また、2013年７月にインドネシアではWingsグループとの合弁会社を設立しました。国内事業では、主力のポテ

ト系スナックやシリアル食品の「フルグラ」が好調で、国内シェアを拡大することができました。コスト・リ

ダクションでは、集中購買や稼働率向上などにより製造原価率を低減させることができました。 

  
当第３四半期連結累計期間の売上高は、148,924百万円（前年同四半期比11.3％増）となりました。利益面で

は、売上拡大とコスト・リダクション効果により、営業利益は15,618百万円（前年同四半期比24.6％増）とな

りました。経常利益は、円安による為替差益801百万円の発生などにより16,649百万円（前年同四半期比26.5％

増）となりました。四半期純利益は、投資有価証券売却益375百万円を計上したことなどにより10,336百万円

（前年同四半期比40.0％増）となりました。 

  
・事業別の状況 

 (食品製造販売事業) 

食品製造販売事業の売上高は、スナック菓子やシリアル食品、海外事業が貢献し、146,687百万円（前年同

四半期比11.1％増）となりました。 

・スナック菓子 

スナック菓子の売上高は、129,254百万円（前年同四半期比11.6％増）となりました。 

① ポテト系スナック 

「ポテトチップス」は、ベーシックシリーズ（うすしお味・コンソメパンチ・のりしお）や「堅あげポ

テト」の売上が好調で前年同四半期を上回りました。「じゃがりこ」は、Ｌサイズの好調などにより、

定番品の売上が伸長しました。「Jagabee」は定番品が振るわず、前年同四半期を下回りました。その結

果、ポテト系スナックの売上高は83,406百万円（前年同四半期比7.6％増）となりました。 

② 小麦系スナック 

小麦系スナックの売上高は、「かっぱえびせん」や「おさつスナック」などが堅調で、16,217百万円

（前年同四半期比1.6％増）となりました。 

③ コーン系スナック 

コーン系スナックの売上高は、主力製品の「マイクポップコーン」とアメリカ・シカゴ生まれの老舗ブ

ランド「ギャレット ポップコーン ショップス」の売上が好調で、11,177百万円（前年同四半期比

10.0％増）となりました。 

④ その他スナック 

その他スナックの売上高は、「ベジップス」、海外事業の伸長により、18,451百万円（前年同四半期比

51.4％増）となりました。 

・その他食品（ベーカリー、シリアル食品） 

その他食品の売上高は、シリアル食品の「フルグラ」の売上が大きく伸長し、17,433百万円（前年同四半

期比8.2％増）となりました。 

  
 (その他事業) 

その他事業の売上高は、物流事業と販売促進ツールの売上がともに前年同四半期を上回り、2,237百万円

（前年同四半期比25.6％増）となりました。 

  
  

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明
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当第３四半期連結会計期間末における資産は、前連結会計年度末に比べ8,832百万円増加し、133,625百万円と

なりました。この主な要因は、有価証券、受取手形及び売掛金、たな卸資産が増加したことによるものです。

有価証券は金銭信託への預入により増加しました。 

負債は、支払手形及び買掛金が増加しましたが、未払法人税等及び賞与引当金が減少したことにより、前連結

会計年度末に比べ1,999百万円減少し、30,108百万円となりました。 

純資産は、利益剰余金及び少数株主持分が増加したことにより、前連結会計年度末に比べ10,831百万円増加

し、103,516百万円となりました。 

  

この結果、自己資本比率は72.6％となり、前連結会計年度末に比べ2.4ポイント上昇しました。また、１株当

たり純資産額は734円27銭となりました。 

  

（キャッシュ・フローの状況の分析） 

当第３四半期連結会計期間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2,859百万円増加し、28,191百万円となりました。 

当第３四半期連結累計期間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）  

営業活動によるキャッシュ・フローは6,682百万円の純収入（前年同四半期は7,013百万円の純収入）となり

ました。この主な要因は、法人税等の支払額8,120百万円、売上債権の増加額2,844百万円、たな卸資産の増

加額1,829百万円の資金の減少があったものの、税金等調整前四半期純利益16,878百万円、減価償却費4,394

百万円の資金の増加があったことによるものです。 

（投資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・フローは2,977百万円の純支出（前年同四半期は11,823百万円の純支出）とな

りました。この主な要因は、固定資産の取得による支出4,303百万円の資金の減少があったことによるもので

す。 

（財務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・フローは1,157百万円の純支出（前年同四半期は285百万円の純収入）となりま

した。この主な要因は、少数株主からの払込みによる収入1,132百万円の資金の増加がありましたが、配当金

の支払額2,314百万円の資金の減少があったことによるものです。 

  

  

平成26年３月期の連結業績予想につきましては、概ね計画通りで推移しており、平成25年５月10日に発表した

業績予想を修正しておりません。 

  

（２）財政状態に関する説明

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明
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(新規) 

当社のグローバル戦略のもと、アジアにおけるスナック菓子の有望な市場の一つであるインドネシアにおい

て、当社製品の参入とシェアの拡大を図るため、インドネシアで強いブランド力と販売力を持つWingsグループ

のPT. Mitrajaya Ekapranaと伊藤忠商事㈱及び当社の３社により平成25年７月に合弁会社であるPT. Calbee-

Wings Foodを設立し、第２四半期連結会計期間より連結の範囲に含めております。 

  

(除外) 

前連結会計年度末において当社の連結子会社であったオイシア㈱は、平成25年７月１日付で、当社を存続会

社とし、オイシア㈱を消滅会社とする吸収合併を行ったことに伴い、第２四半期連結会計期間より連結の範囲

から除外しております。 

  

  

該当事項はありません。 

  

  

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

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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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：百万円)

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 17,342 14,805

受取手形及び売掛金 19,787 22,919

有価証券 13,999 18,498

たな卸資産 5,661 7,624

その他 5,983 7,506

貸倒引当金 △3 △6

流動資産合計 62,770 71,348

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 20,634 21,215

機械装置及び運搬具（純額） 14,329 15,875

土地 10,790 10,785

建設仮勘定 2,701 1,415

その他（純額） 996 976

有形固定資産合計 49,453 50,268

無形固定資産   

のれん 3,954 3,514

その他 1,343 1,308

無形固定資産合計 5,297 4,823

投資その他の資産   

投資その他の資産 7,374 7,278

貸倒引当金 △103 △92

投資その他の資産合計 7,270 7,185

固定資産合計 62,022 62,277

資産合計 124,793 133,625
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(単位：百万円)

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 6,671 8,169

未払金 3,891 2,752

未払法人税等 5,031 2,957

賞与引当金 3,644 2,511

役員賞与引当金 192 160

その他 7,036 7,549

流動負債合計 26,468 24,099

固定負債   

長期借入金 7 －

退職給付引当金 3,973 4,349

役員退職慰労引当金 527 561

資産除去債務 631 637

その他 499 460

固定負債合計 5,639 6,008

負債合計 32,107 30,108

純資産の部   

株主資本   

資本金 11,586 11,648

資本剰余金 11,154 11,216

利益剰余金 64,215 72,510

自己株式 － △2

株主資本合計 86,956 95,373

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 98 209

為替換算調整勘定 500 1,374

その他の包括利益累計額合計 598 1,583

新株予約権 50 44

少数株主持分 5,079 6,515

純資産合計 92,685 103,516

負債純資産合計 124,793 133,625
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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 
 第３四半期連結累計期間 
 四半期連結損益計算書 

(単位：百万円)

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 133,759 148,924

売上原価 74,913 83,563

売上総利益 58,846 65,361

販売費及び一般管理費 46,310 49,742

営業利益 12,536 15,618

営業外収益   

受取利息 26 44

受取配当金 57 25

為替差益 436 801

その他 297 219

営業外収益合計 817 1,090

営業外費用   

支払利息 2 5

その他 187 54

営業外費用合計 189 60

経常利益 13,163 16,649

特別利益   

固定資産売却益 114 47

投資有価証券売却益 5 375

特別利益合計 119 423

特別損失   

固定資産売却損 49 5

固定資産除却損 130 110

製品回収関連費用 364 64

業務委託契約改定損 279 －

その他 1 13

特別損失合計 824 194

税金等調整前四半期純利益 12,458 16,878

法人税、住民税及び事業税 4,970 6,064

法人税等調整額 △67 441

法人税等合計 4,903 6,505

少数株主損益調整前四半期純利益 7,555 10,372

少数株主利益 171 36

四半期純利益 7,384 10,336
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 四半期連結包括利益計算書 

(単位：百万円)

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 7,555 10,372

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △38 111

為替換算調整勘定 880 1,414

その他の包括利益合計 841 1,525

四半期包括利益 8,397 11,898

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 7,845 11,321

少数株主に係る四半期包括利益 551 576
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 第３四半期連結会計期間 
 四半期連結損益計算書 

(単位：百万円)

前第３四半期連結会計期間 
(自 平成24年10月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成25年10月１日 
 至 平成25年12月31日) 

売上高 47,684 53,256

売上原価 25,835 29,104

売上総利益 21,848 24,151

販売費及び一般管理費 16,020 17,396

営業利益 5,828 6,755

営業外収益   

受取利息 10 16

受取配当金 10 11

為替差益 853 484

その他 71 48

営業外収益合計 946 561

営業外費用   

不動産費用 3 3

その他 88 9

営業外費用合計 91 13

経常利益 6,682 7,303

特別利益   

固定資産売却益 0 45

特別利益合計 0 45

特別損失   

固定資産売却損 － 5

固定資産除却損 24 68

製品回収関連費用 364 64

業務委託契約改定損 279 －

その他 0 2

特別損失合計 669 141

税金等調整前四半期純利益 6,014 7,208

法人税、住民税及び事業税 2,396 2,760

法人税等調整額 △2 45

法人税等合計 2,393 2,805

少数株主損益調整前四半期純利益 3,620 4,402

少数株主利益又は少数株主損失（△） 19 △99

四半期純利益 3,601 4,502
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 四半期連結包括利益計算書 

(単位：百万円)

前第３四半期連結会計期間 
(自 平成24年10月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成25年10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 3,620 4,402

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △17 27

為替換算調整勘定 1,261 1,081

その他の包括利益合計 1,243 1,109

四半期包括利益 4,864 5,511

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 4,318 5,174

少数株主に係る四半期包括利益 545 336
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

(単位：百万円)

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) 

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 12,458 16,878

減価償却費 4,658 4,394

のれん償却額 470 477

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1 △8

賞与引当金の増減額（△は減少） △946 △1,136

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △68 △32

退職給付引当金の増減額（△は減少） 163 359

前払年金費用の増減額（△は増加） 109 55

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 8 33

受取利息及び受取配当金 △83 △70

支払利息 2 5

為替差損益（△は益） △554 △480

投資有価証券売却損益（△は益） △4 △375

投資有価証券評価損益（△は益） － 12

固定資産売却損益（△は益） △65 △41

固定資産除却損 130 110

災害損失 △57 －

売上債権の増減額（△は増加） △1,877 △2,844

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,409 △1,829

仕入債務の増減額（△は減少） 868 1,375

未収入金の増減額（△は増加） △208 83

未払金の増減額（△は減少） △210 △1,065

未払消費税等の増減額（△は減少） 73 29

その他 △564 △1,178

小計 12,893 14,752

利息及び配当金の受取額 112 59

利息の支払額 △2 △9

法人税等の支払額 △5,989 △8,120

営業活動によるキャッシュ・フロー 7,013 6,682
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(単位：百万円)

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) 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △5,741 △4,005

有形固定資産の売却による収入 275 140

無形固定資産の取得による支出 △297 △298

有価証券の取得による支出 △3,000 △4,997

有価証券の償還による収入 － 3,000

投資有価証券の取得による支出 △14 △13

投資有価証券の売却による収入 37 381

貸付けによる支出 △195 △1

貸付金の回収による収入 82 44

定期預金の預入による支出 △3,020 △221

定期預金の払戻による収入 10 3,117

差入保証金の差入による支出 △73 △276

差入保証金の回収による収入 196 207

その他 △83 △52

投資活動によるキャッシュ・フロー △11,823 △2,977

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 △2 △7

自己株式の取得による支出 － △2

ストックオプションの行使による収入 304 118

少数株主からの払込みによる収入 1,594 1,132

配当金の支払額 △1,366 △2,042

少数株主への配当金の支払額 △156 △272

リース債務の返済による支出 △87 △83

財務活動によるキャッシュ・フロー 285 △1,157

現金及び現金同等物に係る換算差額 489 311

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △4,034 2,859

現金及び現金同等物の期首残高 19,448 25,331

現金及び現金同等物の四半期末残高 15,414 28,191
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該当事項はありません。 

  

  

該当事項はありません。 

  

  

（４）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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