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1.  平成21年6月期第3四半期の連結業績（平成20年7月1日～平成21年3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 ％

21年6月期第3四半期 24,008 ― 1,493 ― 1,519 ― 654 ―
20年6月期第3四半期 21,664 11.0 195 △77.1 223 △73.8 96 △68.8

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

21年6月期第3四半期 172.87 ―
20年6月期第3四半期 25.55 ―

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3四半期 17,484 8,404 48.1 2,218.64
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3四半期  8,403百万円 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 ― 0.00 ―
21年6月期 

（予想）
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） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有   

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 31,940 9.4 1,470 679.2 1,500 569.5 590 ― 155.76



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、３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、３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3四半期 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3四半期  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3四半期 3,787,767株 20年6月期第3四半期 3,787,840株



 当第３四半期連結累計期間におきましては、主たる事業であるスナック部門で引き続き既存ブランドの売上拡大施

策を推進した結果、大幅な増収となりました。  

 要因といたしましては、基幹ブランドである「コイケヤポテトチップス」で、レギュラ―サイズの好調に加えてサ

イズバリエーション展開が奏功したこと、及びサブブランドの『リッチカット』シリーズが大ヒットとなったことで

あります。同シリーズは、じゃがいも本来のおいしさを引き出した、厚切りカットの高付加価値製品として開発し、

平成20年10月に発売しております。また「コイケヤポテトチップス」ブランドで、平成21年1月の規格改定に合わせ

て新作テレビコマーシャルの集中投入や消費者キャンペーンなど、売上拡大施策を推進いたしました。 

 コーンスナックでは、「スコーン」「ドンタコス」「ポリンキー」ブランド共通で、消費者キャンペーンを実施い

たしました。「スコーン」につきましては、平成21年２月にリニューアルを行ない拡販につなげました。 

 利益面では、灯油、段ボール、フィルムなどの原材料費が前年同期比において増加したものの、利益率改善を目的

とした製品規格改定や、馬鈴薯調達計画が順調であったことにより、売上原価率が改善されました。広告宣伝費、販

売促進費につきましては、効果的な投入によるコストダウンなどから、営業利益は1,493百万円（前年同期比664.7％

増）となりました。 

 以上により、当社グループの業績は、売上高24,008百万円（前年同期比10.8％増）、経常利益1,519百万円（同

580.9％増）、四半期純利益は654百万円（同576.5％増）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。 

  

  総資産は、前連結会計年度末に比べ1,665百万円増加し、17,484百万円となりました。主な要因は現金及び預金の

増加（1,379百万円）と受取手形及び売掛金の増加（311百万円）等によるものであります。     

 負債は、前連結会計年度末に比べ1,254百万円増加し、9,080百万円となりました。主な要因は未払金の増加

（1,369百万円）と未払法人税等の増加（752百万円）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411百万円増加し、8,404百万円となり、自己資本比率は48.1%となりました。

増加要因は四半期純利益（654百万円）による利益剰余金の増加であり、主な減少要因は配当金の支払（170百万円）

等であります。  

  

 キャッシュ・フローの状況  

 当第３四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は979百万円（前連結会

計年度末は1,554百万円）となり、575百万円減少いたしました。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通りであります。 

（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2,040百万円となりました。これは、税金等調整前四半期純利益（1,310百万円）、

減価償却費（499百万円）、たな卸資産の減少（294百万円）及び未払金の増加（347百万円）等の増加要因が仕入債

務の減少（451百万円）等の減少要因を上回ったこと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2,427百万円となりました。これは、定期預金の預入による支出（3,876百万円）及

び有形固定資産の取得による支出（493百万円）等の減少要因が、定期預金の払戻による収入（1,921百万円）等の増

加要因を上回ったこと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） 

 財務活動の結果使用した資金は187百万円となりました。これは、配当金の支払（170百万円）等によるものであり

ます。  

  

 通期業績予想につきましては、当第３四半期累計期間における業績動向と今後の見通しを踏まえ、平成21年１月30

日に公表しました平成21年６月期の連結業績予想を修正しております。 

 なお、詳細につきましては、本日（平成21年４月30日）発表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さ

い。 

  

該当事項はありません。 

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

２．連結財政状態に関する定性的情報

３．連結業績予想に関する定性的情報

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）



    

①たな卸資産の評価方法  

 当第３四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。 

   

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、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  

 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、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、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、当第３四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益はそれぞれ

33,782千円増加しております。 

  

（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

（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



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３四半期連結会計期間末
(平成21年３月31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 4,034,529 2,654,707

受取手形及び売掛金 4,966,557 4,654,908

商品及び製品 444,453 336,327

仕掛品 1,799 1,578

原材料及び貯蔵品 247,517 650,191

その他 652,716 564,892

貸倒引当金 △37 △37

流動資産合計 10,347,535 8,862,568

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,923,268 1,992,185

機械装置及び運搬具（純額） 1,699,678 1,905,824

土地 1,450,327 1,450,327

その他（純額） 656,072 64,401

有形固定資産合計 5,729,346 5,412,738

無形固定資産   

その他 109,570 116,934

無形固定資産合計 109,570 116,934

投資その他の資産   

その他 1,337,695 1,426,490

貸倒引当金 △39,701 △233

投資その他の資産合計 1,297,993 1,426,256

固定資産合計 7,136,910 6,955,928

資産合計 17,484,446 15,818,497

負債の部   

流動負債   

買掛金 2,378,792 2,829,844

未払金 3,631,911 2,262,764

未払法人税等 768,682 15,699

役員賞与引当金 12,351 14,651

賞与引当金 299,695 103,479

その他 395,442 424,252

流動負債合計 7,486,875 5,650,691

固定負債   

年金基金脱退損失引当金 78,409 84,767

退職給付引当金 872,190 869,798

役員退職慰労引当金 635,197 725,072

その他 7,422 495,334

固定負債合計 1,593,219 2,174,972

負債合計 9,080,094 7,825,663



（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年３月31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 7,799,883 7,323,963

自己株式 △587 △587

株主資本合計 8,486,660 8,010,741

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △81,819 △20,945

為替換算調整勘定 △1,152 2,107

評価・換算差額等合計 △82,972 △18,837

少数株主持分 663 929

純資産合計 8,404,351 7,992,833

負債純資産合計 17,484,446 15,818,497



（２）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）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 24,008,825

売上原価 13,853,404

売上総利益 10,155,420

販売費及び一般管理費 8,662,079

営業利益 1,493,340

営業外収益  

受取利息 14,827

版権使用料収入 15,607

損害賠償金収入 18,705

その他 16,056

営業外収益合計 65,197

営業外費用  

固定資産除却損 18,298

為替差損 16,069

その他 4,182

営業外費用合計 38,550

経常利益 1,519,988

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 6,357

特別利益合計 17,213

特別損失  

投資有価証券売却損 184

投資有価証券評価損 19,812

減損損失 206,483

特別損失合計 226,479

税金等調整前四半期純利益 1,310,721

法人税、住民税及び事業税 837,352

法人税等調整額 △181,300

法人税等合計 656,051

少数株主損失（△） △138

四半期純利益 654,808



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成21年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純利益 1,310,721

減価償却費 499,050

減損損失 206,483

関係会社株式売却損益（△は益） △10,855

固定資産除却損 18,298

退職給付引当金の増減額（△は減少） 2,391

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △89,875

賞与引当金の増減額（△は減少） 196,215

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △2,300

貸倒引当金の増減額（△は減少） 39,468

年金基金脱退損失引当金の増減額（△は減少） △6,357

売上債権の増減額（△は増加） △311,648

たな卸資産の増減額（△は増加） 294,326

仕入債務の増減額（△は減少） △451,051

未払金の増減額（△は減少） 347,443

その他 △6,953

小計 2,035,357

利息及び配当金の受取額 16,405

利息の支払額 △149

法人税等の支払額 △10,822

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,040,790

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 △3,876,000

定期預金の払戻による収入 1,921,000

有形固定資産の取得による支出 △493,381

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 △17,781

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,427,719

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 △17,056

配当金の支払額 △170,449

リース債務の返済による支出 △209

財務活動によるキャッシュ・フロー △187,715

現金及び現金同等物に係る換算差額 △534

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △575,178

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 979,529



 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。  

  

 該当事項はありません。 

  

 当第３四半期連結累計期間（自平成20年７月１日 至平成21年３月31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。  

 当第３四半期連結累計期間（自平成20年７月１日 至平成21年３月31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。   

 当第３四半期連結累計期間（自平成20年７月１日 至平成21年３月31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。 

 該当事項はありません。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記



「参考資料」  

前年同四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

前第３四半期連結累計期間（平成19年７月１日～平成20年３月31日） 

  

科目 

前年同四半期 
（平成20年６月期 
第３四半期） 

金額（千円） 

Ⅰ 売上高  21,664,688

Ⅱ 売上原価  12,602,124

売上総利益  9,062,563

Ⅲ 販売費及び一般管理費  8,867,279

 営業利益  195,284

Ⅳ 営業外収益  80,454

Ⅴ 営業外費用  52,509

経常利益  223,229

Ⅵ 特別利益  29,607

Ⅶ 特別損失  5,905

税金等調整前四半期 
純利益  

 246,931

税金費用  163,761

少数株主損失  13,618

四半期純利益  96,788



前第３四半期連結累計期間（平成19年７月１日～平成20年３月31日） 

  

（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３四半期） 

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利益  246,931

減価償却費  546,111

持分法による投資損失  6,688

減損損失   4,382

売上債権の増減額 
（△：増加額）  

 △342,559

たな卸資産の増減額 
（△：増加額）  

 569,042

仕入債務の増減額 
（△：減少額）  

 △670,605

未払金の増減額 
（△：減少額）  

 94,812

その他           43,577

小計  498,379

法人税等の支払額  △318,637

その他  10,680

営業活動によるキャッシュ・フロー  190,422

Ⅱ 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  △685,000

有形固定資産の取得による支出  △492,462

投資有価証券の取得による支出   △404,056

投資有価証券の売却による収入   173,250

その他  20,958

投資活動によるキャッシュ・フロー  △1,391,310

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入  1,004,140

短期借入金の返済による支出  △1,000,000

配当金の支払額  △170,452

財務活動によるキャッシュ・フロー  △166,312

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  52

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額  
（△：減少額） 

 △1,367,148

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  1,724,040
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