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1.  平成22年6月期第1四半期の連結業績（平成21年7月1日～平成21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 ％

22年6月期第1四半期 8,470 18.4 404 432.5 412 372.5 409 721.0
21年6月期第1四半期 7,155 ― 76 ― 87 ― 49 ―

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

22年6月期第1四半期 108.12 ―
21年6月期第1四半期 13.17 ―

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

22年6月期第1四半期 17,352 8,716 50.2 2,301.23
21年6月期 18,351 8,494 46.3 2,242.09

（参考） 自己資本   22年6月期第1四半期  8,716百万円 21年6月期  8,492百万円

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
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

21年6月期 ― 0.00 ― 52.50 52.50
22年6月期 ―
22年6月期 

（予想）
0.00 ― 55.00 55.00

3.  平成22年6月期の連結業績予想（平成21年7月1日～平成22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

18,040 11.2 1,320 40.4 1,330 42.1 920 157.5 242.89

通期 35,700 10.4 1,830 10.9 1,850 9.6 1,150 57.3 303.61



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、４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） 

(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 
 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。なお、業績予想に関する事項は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】３．連結業績予想
に関する定性的情報をご参照下さい。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年6月期第1四半期 3,788,000株 21年6月期  3,788,000株
② 期末自己株式数 22年6月期第1四半期  233株 21年6月期  233株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年6月期第1四半期 3,787,767株 21年6月期第1四半期 3,787,767株



 当第１四半期連結累計期間のスナック部門におきましては、主力ブランド「コイケヤポテトチップス」で、レギュ

ラー品の営業強化エリアでの売上が拡大したことに加え、平成20年10月に発売した厚切りカットの「コイケヤポテト

チップス リッチカット」シリーズの販売が好調に推移したこと等により、大幅な増収となりました。また、創業時

のポテトチップス製造方法である釜揚げ製法を現代技術に発展させた「コイケヤポテトチップス プレミアムのり

塩」を平成21年９月から関東エリアで先行発売したことや、『コイケ先生』シリーズの新作テレビコマーシャルを重

点的に投入したことが売上拡大に大きく寄与いたしました。 

 販売促進活動では、メジャーリーグベースボール（ＭＬＢ）とオフィシャルスポンサー契約を結び、第１弾として

スティックタイプのポテトスナック「フレンチフライ」ブランドで消費者キャンペーンを実施いたしました。 

 タブレット部門におきましては、平成21年９月に「ピンキー」のパッケージデザインやロゴを一新して発売すると

ともに、ブランド強化のため有名アーティストを起用したテレビコマーシャルを投入いたしました。 

 利益面につきましては、売上が顕著な伸びを示したことに加え、食用油や灯油等の原材料価格が下落したことや、

平成21年４月に実施した製品規格改定等により、前年同期を大きく上回りました。 

 以上により、売上高8,470百万円（前年同期比18.4％増）、営業利益404百万円（同432.5％増）、経常利益412百万

円（同372.5％増）となりました。また、四半期純利益につきましては、生命保険金の受取り等による特別利益が発

生したことで409百万円（同721.0％増）となりました。  

  

 総資産は、前連結会計年度末に比べ998百万円減少し、17,352百万円となりました。主な要因は税金費用及び製造

設備の支払による現金及び預金の減少（1,549百万円）等が、増収による受取手形及び売掛金の増加（409百万円）等

を上回ったことによるものであります。 

 負債は、前連結会計年度末に比べ1,220百万円減少し、8,635百万円となりました。主な要因は前連結会計年度にお

ける製造設備の取得等の支払いによる未払金の減少（781百万円）及び未払法人税等の減少（556百万円）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221百万円増加し、8,716百万円となり、自己資本比率は50.2％となりました。

主な要因は四半期純利益による利益剰余金の増加（409百万円）等が、配当金の支払による利益剰余金の減少（198百

万円）等を上回ったことによるものであります。 

  

 キャッシュ・フローの状況 

 当第１四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。）の残高は610百万円（前連結

会計年度末は1,514百万円）となり、904百万円減少いたしました。当第１四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） 

 営業活動の結果使用した資金は765百万円となりました。これは、税金等調整前四半期純利益（742百万円）及び減

価償却費（200百万円）等の増加要因を売上債権の増加（409百万円）、法人税等の支払額（748百万円）及び役員退

職慰労引当金の減少（370百万円）等の減少要因が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） 

 投資活動の結果得られた資金は55百万円となりました。これは、定期預金の預入による支出（1,215百万円）及び

有形固定資産取得による支出（997百万円）等の減少要因を定期預金の払戻による収入（1,860百万円）及び生命保険

金の受取による収入（414百万円）等の増加要因が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193百万円となりました。これは、配当金の支払（198百万円）等によるものであり

ます。 

【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



   

 業績予想につきましては、当第１四半期連結累計期間の業績が概ね順調に推移したことから、平成21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。  

  

 該当事項はありません。  

  

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。  

  

 該当事項はありません。  

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）

（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１四半期連結会計期間末
(平成21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21年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,932,244 4,481,294

受取手形及び売掛金 5,450,564 5,041,104

商品及び製品 498,707 519,784

仕掛品 4,311 15,255

原材料及び貯蔵品 695,783 403,864

その他 705,117 568,879

貸倒引当金 △37 △37

流動資産合計 10,286,691 11,030,145

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,905,612 1,937,669

機械装置及び運搬具（純額） 2,361,988 2,425,265

土地 1,450,327 1,450,327

その他（純額） 194,778 102,802

有形固定資産合計 5,912,707 5,916,064

無形固定資産   

その他 99,622 104,662

無形固定資産合計 99,622 104,662

投資その他の資産   

その他 1,121,652 1,372,133

貸倒引当金 △68,305 △71,861

投資その他の資産合計 1,053,346 1,300,271

固定資産合計 7,065,676 7,320,998

資産合計 17,352,367 18,351,143

負債の部   

流動負債   

買掛金 3,176,757 2,746,295

未払金 3,375,015 4,156,650

未払法人税等 193,304 749,689

役員賞与引当金 3,993 22,800

賞与引当金 283,725 110,154

その他 352,374 453,550

流動負債合計 7,385,170 8,239,139

固定負債   

年金基金脱退損失引当金 74,171 78,409

退職給付引当金 896,954 886,050

役員退職慰労引当金 270,223 641,210

その他 9,309 11,791

固定負債合計 1,250,657 1,617,462

負債合計 8,635,827 9,856,601



（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21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21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 8,086,650 7,875,987

自己株式 △587 △587

株主資本合計 8,773,428 8,562,765

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △55,686 △69,001

為替換算調整勘定 △1,201 △1,233

評価・換算差額等合計 △56,888 △70,235

少数株主持分 － 2,012

純資産合計 8,716,539 8,494,541

負債純資産合計 17,352,367 18,351,143



（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）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 7,155,130 8,470,437

売上原価 4,517,978 4,868,217

売上総利益 2,637,152 3,602,220

販売費及び一般管理費 2,561,102 3,197,225

営業利益 76,050 404,995

営業外収益   

受取利息 5,123 5,240

固定資産売却益 － 9,199

版権使用収入 5,657 －

損害賠償金収入 6,130 －

その他 3,674 3,115

営業外収益合計 20,586 17,554

営業外費用   

固定資産除却損 7,219 6,074

為替差損 1,959 3,530

その他 137 320

営業外費用合計 9,316 9,924

経常利益 87,320 412,625

特別利益   

受取生命保険金 － 335,297

関係会社株式売却益 10,855 －

貸倒引当金戻入額 － 3,556

年金基金脱退損失引当金戻入益 4,238 4,238

特別利益合計 15,094 343,092

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 13,048

特別損失合計 4,563 13,048

税金等調整前四半期純利益 97,850 742,668

法人税、住民税及び事業税 43,684 194,253

法人税等調整額 2,238 140,937

法人税等合計 45,922 335,190

少数株主利益又は少数株主損失（△） 2,046 △2,042

四半期純利益 49,881 409,520



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21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 97,850 742,668

減価償却費 162,880 200,730

関係会社株式売却損益（△は益） △10,855 －

固定資産除却損 7,219 6,074

受取生命保険金 － △335,297

退職給付引当金の増減額（△は減少） △18,859 10,903

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △101,901 △370,987

賞与引当金の増減額（△は減少） 167,615 173,571

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △10,988 △18,807

年金基金脱退損失引当金の増減額（△は減少） △4,238 △4,238

売上債権の増減額（△は増加） 176,697 △409,460

たな卸資産の増減額（△は増加） △142,751 △259,898

仕入債務の増減額（△は減少） 90,221 430,462

その他 △124,551 △189,135

小計 288,339 △23,413

利息及び配当金の受取額 5,599 6,722

利息の支払額 △109 △23

法人税等の支払額 △21,953 △748,904

営業活動によるキャッシュ・フロー 271,876 △765,619

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 △1,215,000

定期預金の払戻による収入 700,000 1,860,000

有形固定資産の取得による支出 △131,661 △997,866

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 －

生命保険金の受取による収入 － 414,860

その他 △25,021 △6,855

投資活動によるキャッシュ・フロー 350,760 55,139

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 － 5,840

短期借入金の返済による支出 △2,049 －

配当金の支払額 △170,449 △198,857

リース債務の返済による支出 － △603

財務活動によるキャッシュ・フロー △172,498 △193,621

現金及び現金同等物に係る換算差額 54 52

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 450,192 △904,049

現金及び現金同等物の期首残高 1,554,707 1,514,294

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,004,900 610,244



    表示方法の変更 

（四半期連結損益計算書関係） 

 ①前第１四半期連結累計期間まで区分掲記しておりました「版権使用収入」は営業外収益の総額の100分の20  

    以下となったため、営業外収益の「その他」に含めて表示しております。なお、当第１四半期連結累計期間 

    の「その他」に含まれている「版権使用収入」は737千円であります。 

 ②前第１四半期連結累計期間まで区分掲記しておりました「損害賠償金収入」は営業外収益の総額の100分の 

    20以下となったため、営業外収益の「その他」に含めて表示しております。なお、当第１四半期連結累計期 

    間の「その他」に含まれている「損害賠償金収入」は3千円であります。 

  

 該当事項はありません。 

  

 前第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）及び当第１四半期連結累計期間（自

平成21年７月１日 至平成21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。  

  

 前第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）及び当第１四半期連結累計期間（自

平成21年７月１日 至平成21年９月30日） 

 本邦の売上高の金額は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が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。 

  

 前第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）及び当第１四半期連結累計期間（自

平成21年７月１日 至平成21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。  

   

 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
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