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1.  平成22年6月期第2四半期の連結業績（平成21年7月1日～平成21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 ％

22年6月期第2四半期 18,244 12.4 1,109 18.0 1,119 19.7 727 103.8
21年6月期第2四半期 16,225 ― 940 ― 935 ― 357 ―

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2四半期 192.19 ―
21年6月期第2四半期 94.32 ―

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2四半期 20,277 9,058 44.7 2,391.59
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2四半期  9,058百万円 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 ― 0.00
22年6月期 

（予想）
― 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  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 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2四半期 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2四半期  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2四半期 3,787,767株 21年6月期第2四半期 3,787,767株



 当第２四半期連結累計期間は、厳しい経済情勢を受けて市場環境が悪化し、先行きの不安感から低価格志向や節約

志向が一層高まり個人消費の低迷が続きました。 

 このような状況の下、主力ブランドの販促強化や新製品の発売、並びに効果的な広告宣伝によってスナック部門、

タブレット部門ともに売上は好調に推移いたしました。 

 利益面では、前年実施した製品規格改定効果を享受する一方、市場環境の低迷による価格販促条件の悪化やブラン

ドイメージの向上を目指した広告宣伝や販売促進費用の積極投入等により販売管理費が計画を上回ったことで、営業

利益並びに経常利益は計画を下回る結果となりました。 

 以上により、当第２四半期連結累計期間の売上高は18,244百万円（前年同期比12.4％増）、営業利益1,109百万円

（同18.0％増）、経常利益1,119百万円（同19.7％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の発生により727百万円（同103.8％増）となりました。 

  

（スナック部門） 

 当第２四半期連結累計期間におけるスナック部門は、基幹ブランドである「コイケヤポテトチップス」の一層のシ

ェア拡大を図りました。レギュラー品では、前期に実施した製品規格改定後も顕著な伸びを維持し、需要の高まる時

期に合わせて発売した新規格のサイズバリエーション製品群もお客様から支持を得ることができました。 

 発売２年目を迎えた「リッチカット」シリーズの売上が引き続き堅調に推移し、平成21年８月に関東エリアで先行

発売した新製品「コイケヤポテトチップス プレミアムのり塩」も売上増に寄与いたしました。 

 また、売上拡大を目的に「コイケヤポテトチップス」ブランドで『コイケ先生』シリーズの新作テレビコマーシャ

ルを投入し、コーンスナックでは継続的なブランド育成と拡販のため、大規模なキャンペーンを展開したことも奏功

いたしました。 

 営業面におきましては、営業所の新設や拡充を足掛かりに、地域拡大戦略に一層注力いたしました。各地域の卸・

小売業者向けのマーケティング説明会や商談会を実施し、該当エリアでの販売強化を図りました。 

 また、㈱湖池屋とふらの農業協同組合との間でポテトチップスの製造委託契約を締結し、同組合が新設した工場が

平成21年12月１日より当初計画通り稼動いたしました。さらに、㈱湖池屋の関東工場、関東第二工場、京都工場にお

いてＡＩＢフードセーフティの認証を取得し、品質面での優位性を図るなど、成長戦略を実現するための製造体制の

強化を推進いたしました。 

 以上によりスナック部門の当第２四半期連結累計期間の売上高は17,045百万円（前年同期比10.8％増）となりまし

た。 

  

（タブレット部門） 

 当第２四半期連結累計期間におけるタブレット部門は、主力ブランド「ピンキー」の再生に注力いたしました。 

 平成21年９月にパッケージデザインを刷新して全国で一斉発売し、販促活動では有名アーティストを起用したテレ

ビコマーシャルやキャンペーンを積極的に推進したことにより、売上は計画を上回りました。一方、一部地域の小売

店で販売されていた製品に第三者によって異物を混入されるという事件が発生し、業績に影響を及ぼしました。 

 新規事業として、ヨーロッパでNo.１のハーブキャンディを展開するスイスのリコラ社と業務提携し、「リコラ 

スイスハーブキャンディ」を平成21年10月に中京地区にて発売いたしました。日本向けにパッケージデザインをアレ

ンジし、テレビコマーシャルや名古屋駅での広告展開等で日本市場への浸透を図りました。 

 以上により、当第２四半期連結累計期間のタブレット部門の売上高は1,199百万円（前年同期比41.8％増）となり

ました。 

  

  

【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



 総資産は、前連結会計年度末に比べ1,926百万円増加し、20,277百万円となりました。主な要因は、増収並びに金

融機関の休日による受取手形及び売掛金の増加（2,544百万円）等が税金費用並びに製造設備代金の支払による現金

及び預金の減少（1,022百万円）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1,362百万円増加し、11,218百万円となりました。主な要因は、金融機関の休日

による買掛金の増加（1,141百万円）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564百万円増加し、9,058百万円となり、自己資本比率は44.7％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（727百万円）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２四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1,383百万円（前連

結会計年度末は1,514百万円）となり、131百万円減少いたしました。当第２四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）  

 営業活動の結果得られた資金は401百万円となりました。これは、税金等調整前四半期純利益（1,369百万円）、減

価償却費（412百万円）、仕入債務の増加（1,141百万円）及び未払金の増加（1,542百万円）等の増加要因が売上債

権の増加（2,544百万円）、法人税等の支払額（751百万円）及び役員退職慰労引当金の減少（364百万円）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337百万円となりました。これは、定期預金の預入による支出（2,480百万円）及び

有形固定資産取得による支出（1,643百万円）等の減少要因が定期預金の払戻による収入（3,371百万円）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194百万円となりました。これは、配当金の支払（198百万円）等によるものであり

ます。  

   

 第３四半期以降につきましても、個人消費の低迷や市場競争の激化など、経営環境は引続き厳しいものと予測して

おります。このような環境下において、市場の低価格志向への対応やマスメディアを用いた広告宣伝、店頭での販売

促進活動など長期的な視野による戦略的なマーケティングコストを引続き積極投入することで、売上や利益の確保を

目指してまいります。  

 以上の状況を踏まえ、通期の業績予想につきましては、平成21年８月12日に発表いたしました予想値を据え置くこ

ととしました。 

  

 ※上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであります。実際の業績は、 

  今後様々な要因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。  

  

 該当事項はありません。  

   

①たな卸資産の評価方法 

 当第２四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。  

  

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）

（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２四半期連結会計期間末
(平成21年12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21年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,459,071 4,481,294

受取手形及び売掛金 7,585,704 5,041,104

商品及び製品 476,331 519,784

仕掛品 672 15,255

原材料及び貯蔵品 648,103 403,864

その他 677,532 568,879

貸倒引当金 △37 △37

流動資産合計 12,847,378 11,030,145

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,917,269 1,937,669

機械装置及び運搬具（純額） 2,318,050 2,425,265

土地 1,450,327 1,450,327

その他（純額） 605,921 102,802

有形固定資産合計 6,291,568 5,916,064

無形固定資産   

その他 102,164 104,662

無形固定資産合計 102,164 104,662

投資その他の資産   

その他 1,112,300 1,372,133

貸倒引当金 △75,627 △71,861

投資その他の資産合計 1,036,673 1,300,271

固定資産合計 7,430,406 7,320,998

資産合計 20,277,785 18,351,143

負債の部   

流動負債   

買掛金 3,887,377 2,746,295

未払金 4,859,909 4,156,650

未払法人税等 538,749 749,689

役員賞与引当金 7,983 22,800

賞与引当金 145,892 110,154

事業整理損失引当金 29,248 －

その他 482,554 453,550

流動負債合計 9,951,714 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 904,509 886,050

役員退職慰労引当金 276,353 641,210

その他 12,243 11,791

固定負債合計 1,267,277 1,617,462

負債合計 11,218,991 9,856,601



（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年12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 8,405,119 7,875,987

自己株式 △587 △587

株主資本合計 9,091,897 8,562,765

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △31,891 △69,001

為替換算調整勘定 △1,211 △1,233

評価・換算差額等合計 △33,103 △70,235

少数株主持分 － 2,012

純資産合計 9,058,793 8,494,541

負債純資産合計 20,277,785 18,351,143



（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 16,225,632 18,244,662

売上原価 9,535,716 10,199,428

売上総利益 6,689,915 8,045,233

販売費及び一般管理費 5,749,561 6,935,343

営業利益 940,353 1,109,890

営業外収益   

受取利息 9,452 8,632

固定資産売却益 － 9,219

版権使用収入 10,824 －

その他 14,850 6,234

営業外収益合計 35,126 24,086

営業外費用   

固定資産除却損 16,485 11,154

為替差損 20,169 －

その他 3,185 2,997

営業外費用合計 39,840 14,152

経常利益 935,639 1,119,824

特別利益   

受取生命保険金 － 335,297

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 4,238

特別利益合計 17,213 339,536

特別損失   

投資有価証券売却損 184 －

投資有価証券評価損 4,327 51,759

減損損失 206,483 8,868

事業整理損失引当金繰入額 － 29,248

特別損失合計 210,994 89,876

税金等調整前四半期純利益 741,858 1,369,484

法人税、住民税及び事業税 507,316 541,345

法人税等調整額 △125,968 102,182

法人税等合計 381,347 643,528

少数株主利益又は少数株主損失（△） 3,245 △2,033

四半期純利益 357,265 727,989



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21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 741,858 1,369,484

減価償却費 334,030 412,618

減損損失 206,483 8,868

関係会社株式売却損益（△は益） △10,855 －

投資有価証券評価損益（△は益） － 51,759

固定資産除却損 16,485 11,154

受取生命保険金 － △335,297

退職給付引当金の増減額（△は減少） △8,775 18,458

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △95,888 △364,857

賞与引当金の増減額（△は減少） 29,065 35,738

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △6,416 △14,817

貸倒引当金の増減額（△は減少） 37,180 3,765

年金基金脱退損失引当金の増減額（△は減少） △6,357 △4,238

事業整理損失引当金の増減額（△は減少） － 29,248

売上債権の増減額（△は増加） △2,340,368 △2,544,600

たな卸資産の増減額（△は増加） △127,619 △186,202

仕入債務の増減額（△は減少） 936,686 1,141,082

未払金の増減額（△は減少） 1,239,045 1,542,437

その他 2,154 △33,444

小計 946,709 1,141,159

利息及び配当金の受取額 8,909 12,044

利息の支払額 △157 △49

法人税等の還付額 51,937 －

法人税等の支払額 － △751,948

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,007,399 401,206

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 △1,601,000 △2,480,000

定期預金の払戻による収入 850,000 3,371,000

有形固定資産の取得による支出 △313,193 △1,643,752

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 △24,513 △4

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,050,263 △337,895

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 － 5,580

短期借入金の返済による支出 △17,056 －

配当金の支払額 △170,449 △198,857

リース債務の返済による支出 △52 △1,345

財務活動によるキャッシュ・フロー △187,557 △194,622

現金及び現金同等物に係る換算差額 △416 90

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △230,838 △131,222

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 1,323,869 1,383,071



（四半期連結損益計算書関係） 

 ①前第２四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２四半期連結累計期間

の「その他」に含まれている「版権使用収入」は982千円であります。 

 ②前第２四半期連結累計期間まで区分掲記しておりました「為替差損」は営業外費用の総額の100分の20以下

となったため、営業外費用の「その他」に含めて表示しております。なお、当第２四半期連結累計期間の

「その他」に含まれている「為替差損」は1,176千円であります。 

  

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

  「投資有価証券評価損益（△は益）」は前第２四半期連結累計期間まで「その他」に含めて表示しておりま

したが、金額的重要性が増加したため区分掲記しております。なお、前第２四半期連結累計期間の「その

他」に含まれている「投資有価証券評価損益（△は益）」は4,327千円であります。 

  

 該当事項はありません。 

  

 前第２四半期連結累計期間（自平成20年７月１日 至平成20年12月31日）及び当第２四半期連結累計期間（自

平成21年７月１日 至平成21年12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。  

  

 前第２四半期連結累計期間（自平成20年７月１日 至平成20年12月31日）及び当第２四半期連結累計期間（自

平成21年７月１日 至平成21年12月31日）  

 本邦の売上高は、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２四半期連結累計期間（自平成20年７月１日 至平成20年12月31日）及び当第２四半期連結累計期間（自

平成21年７月１日 至平成21年12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。 

  

 表示方法の変更

（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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