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1.  平成21年6月期第1四半期の連結業績（平成20年7月1日～平成20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 ％

21年6月期第1四半期 7,155 ― 76 ― 87 ― 49 ―
20年6月期第1四半期 6,409 10.8 △165 ― △151 ― △67 ―

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

21年6月期第1四半期 13.17 ―
20年6月期第1四半期 △17.70 ―

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

21年6月期第1四半期 15,755 7,832 49.7 2,067.10
20年6月期 15,818 7,992 50.5 2,109.92

（参考） 自己資本   21年6月期第1四半期  7,829百万円 20年6月期  7,991百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無   

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年6月期 ― 0.00 ― 45.00 45.00
21年6月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年6月期（予想） ――― 0.00 ― 45.00 45.00

3.  平成21年6月期の連結業績予想（平成20年7月1日～平成21年6月30日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  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

第2四半期連結累計期間 15,010 5.7 △70 ― △60 ― △70 ― △18.48
通期 30,950 6.0 210 11.3 230 2.7 90 91.7 23.76

4.  その他 
(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) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

（注）詳細は、２ページ【定性的情報・財務諸表等】4．その他をご覧ください。  

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

（注）詳細は、２ページ【定性的情報・財務諸表等】4．その他をご覧ください。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※ 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予想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。 
２．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号 平成19年３月14日）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」 
   （企業会計基準適用指針第14号 平成19年３月14日）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 
  なお、四半期連結財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日内閣府令第50号）附則 
  第７条第１項第５号ただし書きにより、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成しております。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年6月期第1四半期  3,788,000株 20年6月期  3,788,000株
② 期末自己株式数 21年6月期第1四半期  233株 20年6月期  233株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年6月期第1四半期  3,787,767株 20年6月期第1四半期  3,787,767株



【定性的情報・財務諸表等】

１．連結経営成績に関する定性的情報

　当第１四半期連結会計期間のスナック部門におきましては、既存ブランドの売上拡大施策の実施に努めてまいりま

した。「コイケヤポテトチップス」ブランドでは、湖池屋設立50周年記念製品をラインアップに加えて売場拡大を図

るとともに、お徳用や５個パックなどのサイズ・包装バリエーションの製品提案も積極的に推進し、需要開拓に努め

ました。また、「カラムーチョ」ブランドでは、『こだわりのカラムーチョ』シリーズで新フレーバーを発売いたし

ました。新ブランド「わいも！」は販売地域を拡大し、全国展開を視野に入れた販売活動を推進いたしました。コー

ンスナックにつきましては、前期において好評であった「スコーン」「ドンタコス」「ポリンキー」ブランドで消費

者キャンペーン第２弾を企画、実施いたしました。

　タブレット部門におきましては、「ピンキー」が好調に推移いたしましたが、前年同期に新ブランドとして発売し

た「フラグレ」は低調となりました。

　また、利益面におきましては、食用油・灯油・段ボール・フィルム等の原材料価格上昇の影響によって前年同期比

較で約250百万円のコスト増となりましたが、主原料である馬鈴薯の歩留りの向上や調達計画が順調に推移したことに

よって保管料が抑えられたこと、及び広告宣伝・販売促進活動の効果的な実施によるコストダウンによって、営業利

益が76百万円（前年同期は営業損失165百万円）となりました。

　以上により、当社グループの業績は、売上高7,155百万円（前年同期比11.6％増）、経常利益87百万円（前年同期は

経常損失151百万円）、四半期純利益は49百万円（前年同期は純損失67百万円）となりました。なお、連結経営成績に

関する定性的情報の前年同期比は参考として記載しております。

２．連結財政状態に関する定性的情報

　総資産は、前連結会計年度末に比べ62百万円減少し、15,755百万円となりました。主な要因は原材料及び貯蔵品

（135百万円）等の増加と受取手形及び売掛金（176百万円）等の減少によるものであります。　

　負債は、前連結会計年度末に比べ97百万円増加し、7,923百万円となりました。主な要因は賞与引当金の増加（167

百万円）等によるものであります。　

　純資産は、前連結会計年度末に比べ160百万円減少し、7,832百万円となり、自己資本比率は49.7%となりました。主

な要因は配当金の支払（170百万円）等による利益剰余金の減少であります。

 

３．連結業績予想に関する定性的情報

　業績予想につきましては、原材料価格の動向等による不透明な要因も想定されますが、当第１四半期の業績は、厳

しい環境において概ね順調に推移したことから、平成20年８月12日に発表いたしました連結業績予想に変更はありま

せん。

 

４．その他

（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）

　該当事項はありません。

 

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

①たな卸資産の評価方法　

　当第１四半期連結会計期間末のたな卸高の算定に関しては、実地たな卸を省略し、前連結会計年度末の実地た

な卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。

②固定資産の減価償却費の算定方法　

　定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法によっ

ております。　

 

（３）四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更

①「四半期財務諸表に関する会計基準」等の適用

　当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号　平成19年３月14日）及び「四

半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号　平成19年３月14日）を適用してお

ります。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。なお、四半期連結

財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８

月７日内閣府令第50号）附則第７条第１項第５号ただし書きにより、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づい

て作成しております。



②「棚卸資産の評価に関する会計基準」の適用　

　通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、移動平均法による原価法によっておりましたが、当

第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号　平成18年７月５日）

が適用されたことに伴い、移動平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下

げの方法）により算定しております。

　これによる損益に与える影響はありません。

③「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用　

　当第１四半期連結会計期間より「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実

務対応報告第18号　平成18年５月17日）を適用しております。

　これによる損益に与える影響はありません。

④「リース取引に関する会計基準」等の適用　

　所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によって

おりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日企業会計審議会第一

部会）、平成19年３月30日改正）及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第16

号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会　会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））が平成20年４月１

日以降開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用することができることになったことに伴い、当

第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る会計処理によっております。

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の減価償却の方法については、リース期間を耐用年数

とし、残存価格を零とする定額法を採用しております。また、リース取引開始日が、会計基準適用初年度開始前

の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、引き続き通常の賃貸借に係る方法に準じた会計処理を適

用しております。

　これによる損益に与える影響はありません。

 

 （追加情報）　

　有形固定資産の耐用年数の変更

　国内連結子会社は、主要な機械装置について耐用年数を９年としておりましたが、平成20年度の法人税法の改

正を契機として資産の利用状況を見直した結果、当第１四半期連結会計期間より耐用年数を10年に変更しており

ます。

　これにより、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益はそれぞれ8,857千円増加しております。　



５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,635,900 2,654,707

受取手形及び売掛金 4,478,211 4,654,908

商品及び製品 344,600 336,327

仕掛品 837 1,578

原材料及び貯蔵品 785,410 650,191

その他 629,978 564,892

貸倒引当金 △37 △37

流動資産合計 8,874,901 8,862,568

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,967,501 1,992,185

機械装置及び運搬具（純額） 1,877,755 1,905,824

土地 1,450,327 1,450,327

その他（純額） 157,604 64,401

有形固定資産合計 5,453,189 5,412,738

無形固定資産   

その他 109,380 116,934

無形固定資産合計 109,380 116,934

投資その他の資産   

その他 1,318,707 1,426,490

貸倒引当金 △233 △233

投資その他の資産合計 1,318,473 1,426,256

固定資産合計 6,881,043 6,955,928

資産合計 15,755,944 15,818,497

負債の部   

流動負債   

買掛金 2,920,066 2,829,844

未払金 2,331,382 2,262,764

未払法人税等 37,647 15,699

役員賞与引当金 3,663 14,651

賞与引当金 271,094 103,479

その他 315,586 424,252

流動負債合計 5,879,441 5,650,691

固定負債   

年金基金脱退損失引当金 80,528 84,767

退職給付引当金 850,939 869,798

役員退職慰労引当金 623,171 725,072

その他 489,087 495,334

固定負債合計 2,043,726 2,174,972

負債合計 7,923,168 7,825,663



（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年６月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 401,490 401,490

資本剰余金 285,875 285,875

利益剰余金 7,194,956 7,323,963

自己株式 △587 △587

株主資本合計 7,881,734 8,010,741

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △51,097 △20,945

為替換算調整勘定 △926 2,107

評価・換算差額等合計 △52,023 △18,837

少数株主持分 3,065 929

純資産合計 7,832,776 7,992,833

負債純資産合計 15,755,944 15,818,497



（２）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）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高 7,155,130

売上原価 4,517,978

売上総利益 2,637,152

販売費及び一般管理費 2,561,102

営業利益 76,050

営業外収益  

受取利息 5,123

版権使用料収入 5,657

損害賠償金収入 6,130

その他 3,674

営業外収益合計 20,586

営業外費用  

固定資産除却損 7,219

為替差損 1,959

その他 137

営業外費用合計 9,316

経常利益 87,320

特別利益  

関係会社株式売却益 10,855

年金基金脱退損失引当金戻入益 4,238

特別利益合計 15,094

特別損失  

投資有価証券売却損 184

投資有価証券評価損 4,379

特別損失合計 4,563

税金等調整前四半期純利益 97,850

法人税、住民税及び事業税 43,684

法人税等調整額 2,238

法人税等合計 45,922

少数株主利益 2,046

四半期純利益 49,881



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20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 97,850

減価償却費 162,880

関係会社株式売却損益（△は益） △10,855

固定資産除却損 7,219

退職給付引当金の増減額（△は減少） △18,859

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △101,901

賞与引当金の増減額（△は減少） 167,615

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △10,988

年金基金脱退損失引当金の増減額（△は減少） △4,238

売上債権の増減額（△は増加） 176,697

たな卸資産の増減額（△は増加） △142,751

仕入債務の増減額（△は減少） 90,221

その他 △124,551

小計 288,339

利息及び配当金の受取額 5,599

利息の支払額 △109

法人税等の支払額 △21,953

営業活動によるキャッシュ・フロー 271,876

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の預入による支出 △231,000

定期預金の払戻による収入 700,000

有形固定資産の取得による支出 △131,661

持分法適用の範囲の変更を伴う関係会社株式の売
却による収入

38,443

その他 △25,021

投資活動によるキャッシュ・フロー 350,760

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の返済による支出 △2,049

配当金の支払額 △170,449

財務活動によるキャッシュ・フロー △172,498

現金及び現金同等物に係る換算差額 54

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 450,192

現金及び現金同等物の期首残高 1,554,707

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,004,900



　当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号　平成19年３月14日）及び「四半

期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号　平成19年３月14日）を適用しております。

また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。なお、四半期連結財務諸表は、

「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日内閣府令第

50号）附則第７条第１項第５号ただし書きにより、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成しております。

 

（４）継続企業の前提に関する注記

　該当事項はありません。

（５）セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

　当第１四半期連結累計期間（自平成20年７月１日　至平成20年９月30日）

　当社グループは食品関連事業を営んでおり、単一セグメントであるため、該当事項はありません。

ｂ．所在地別セグメント情報

　当第１四半期連結累計期間（自平成20年７月１日　至平成20年９月30日）

　本邦の売上高及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占

　める割合がいずれも90％超であるため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。

ｃ．海外売上高

　当第１四半期連結累計期間（自平成20年７月１日　至平成20年９月30日）　

　海外売上高は、連結売上高の10％未満のため、記載を省略しております。

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

　該当事項はありません。



「参考資料」

前四半期に係る財務諸表等

（１）（要約）四半期連結損益計算書

科目

前年同四半期
（平成20年６月期
第１四半期）

金額（千円）

Ⅰ　売上高 6,409,157

Ⅱ　売上原価 3,880,292

売上総利益 2,528,865

Ⅲ　販売費及び一般管理費 2,694,073

 営業損失 △165,207

Ⅳ　営業外収益 18,966

Ⅴ　営業外費用 4,990

 経常損失 △151,231

Ⅵ　特別利益 27,488

税金等調整前四半期純損失 △123,743

　税金費用 △50,877

　少数株主損失 5,813

  四半期純損失 △67,051



（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

前年同四半期
（平成20年６月期
第１四半期）

区分 金額（千円）

Ⅰ　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損失 △123,743

　減価償却費 164,089

　持分法による投資損失 1,296

　売上債権の増減額
　（△：増加額）

119,760

　たな卸資産の増減額
　（△：増加額）

△60,624

　仕入債務の増減額
　（△：減少額）

29,354

　未払金の増減額
　（△：減少額）

414,243

　その他 △123,930

小計 420,445

　法人税等の支払額 △184,080

　その他 4,521

営業活動によるキャッシュ・フロー 240,887

Ⅱ　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 △162,427

　投資有価証券の取得による支出 △403,756

　投資有価証券の売却による収入 173,250

　その他 △19,934

投資活動によるキャッシュ・フロー △412,868

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー  

　配当金の支払額 △170,452

財務活動によるキャッシュ・フロー △170,452

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 1,253

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額
    （△：減少額）

△341,180

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 3,091,189

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高 2,750,009
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