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1.  平成22年6月期第3四半期の連結業績（平成21年7月1日～平成22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 ％

22年6月期第3四半期 26,589 10.8 1,371 △8.1 1,401 △7.8 879 34.3
21年6月期第3四半期 24,008 ― 1,493 ― 1,519 ― 654 ―

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3四半期 232.18 ―
21年6月期第3四半期 172.87 ―

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3四半期 17,627 9,216 52.3 2,433.10
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3四半期  9,216百万円 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ください。 

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3四半期 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3四半期  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3四半期 3,787,767株 21年6月期第3四半期 3,787,767株



 当第３四半期連結累計期間におきましては、消費者の低価格志向や節約志向の高まりが依然として続き、菓子業界

を取り巻く環境は厳しいものとなりました。 

 このような状況において、主力ブランドの積極的な広告宣伝、販促活動によって、主たる事業であるスナック部門

のシェア拡大を図りました。 

 スナック部門では、基幹ブランドである「コイケヤポテトチップス」で、レギュラーサイズ製品の売上が好調であ

ったことに加え、発売２年目の「リッチカット」シリーズの販売も堅調に推移いたしました。また、関東甲信越、静

岡地区で先行発売した「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。 

 広告宣伝、販促活動におきましては、「コイケヤポテトチップス」ブランドで継続的なブランド育成と拡販のため

効果的にテレビコマーシャルを投入し、消費者キャンペーンを実施したことが奏功しました。さらに、コーンスナッ

クでも有名アーティストを起用した大規模なキャンペーンを展開し、売上拡大を図りました。 

 利益面では、一部の製品において前期に実施した製品規格改定による効果や売上利益率の改善により、前年実績を

上回りました。 

 また、タブレット部門では、パッケージデザインの刷新を図り、積極的なテレビコマーシャルの投入によって売上

は前年を大きく上回りましたが、2009年11月に発生した第三者による異物混入事件の影響なども受け、利益面では大

変厳しいものとなりました。 

 以上により、当社グループの業績は、売上高26,589百万円（前年同期比10.8％増）、営業利益1,371百万円（同

8.1％減）、経常利益1,401百万円（同7.8％減）となりました。また、四半期純利益は、生命保険金の受取り等によ

る特別利益の発生により879百万円（同34.3％増）となりました。  

  

 総資産は、前連結会計年度末に比べ723百万円減少し、17,627百万円となりました。主な要因は、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（1,744百万円）等が設備投資による有形固定資産の増加（1,074百万

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1,445百万円減少し、8,411百万円となりました。主な要因は、製造設備代金の支

払等による未払金の減少（823百万円）及び役員退職慰労引当金の減少（358百万円）等であります。 

 純資産は、前連結会計年度末に比べ721百万円増加し、9,216百万円となり、自己資本比率は52.3％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（879百万円）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。）の残高は687百万円（前連結

会計年度末は1,514百万円）となり、827百万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592百万円となりました。これは、税金等調整前四半期純利益（1,658百万円）、減

価償却費（633百万円）等の増加要因が法人税等の支払額（1,148百万円）及び売上債権の増加（496百万円）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1,234百万円となりました。これは、定期預金の預入による支出（3,485百万円）及

び有形固定資産の取得による支出（2,575百万円）等の減少要因が定期預金の払戻による収入（4,402百万円）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185百万円となりました。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



 平成22年６月期の通期業績予想につきましては、平成21年８月21日に発表いたしました業績予想に変更はありませ

ん。  

  

 ※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３四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３四半期連結会計期間末
(平成22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21年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,737,238 4,481,294

受取手形及び売掛金 5,537,861 5,041,104

商品及び製品 401,254 519,784

仕掛品 8,447 15,255

原材料及び貯蔵品 198,402 403,864

その他 598,182 568,879

貸倒引当金 △37 △37

流動資産合計 9,481,349 11,030,145

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,899,574 1,937,669

機械装置及び運搬具（純額） 2,274,745 2,425,265

土地 1,550,327 1,450,327

その他（純額） 1,266,154 102,802

有形固定資産合計 6,990,802 5,916,064

無形固定資産   

その他 103,137 104,662

無形固定資産合計 103,137 104,662

投資その他の資産   

その他 1,131,001 1,372,133

貸倒引当金 △78,905 △71,861

投資その他の資産合計 1,052,096 1,300,271

固定資産合計 8,146,035 7,320,998

資産合計 17,627,385 18,351,143

負債の部   

流動負債   

買掛金 2,705,653 2,746,295

未払金 3,333,446 4,156,650

未払法人税等 294,457 749,689

役員賞与引当金 11,970 22,800

賞与引当金 322,180 110,154

事業整理損失引当金 30,519 －

その他 425,588 453,550

流動負債合計 7,123,815 8,239,139

固定負債   

年金基金脱退損失引当金 69,932 78,409

退職給付引当金 923,767 886,050

役員退職慰労引当金 282,426 641,210

その他 11,427 11,791

固定負債合計 1,287,553 1,617,462

負債合計 8,411,369 9,856,601



（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22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 8,556,583 7,875,987

自己株式 △587 △587

株主資本合計 9,243,361 8,562,765

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △25,984 △69,001

為替換算調整勘定 △1,360 △1,233

評価・換算差額等合計 △27,345 △70,235

少数株主持分 － 2,012

純資産合計 9,216,015 8,494,541

負債純資産合計 17,627,385 18,351,143



（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）

前第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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 24,008,825 26,589,888

売上原価 13,853,404 14,938,118

売上総利益 10,155,420 11,651,769

販売費及び一般管理費 8,662,079 10,279,988

営業利益 1,493,340 1,371,781

営業外収益   

受取利息 14,827 11,387

版権使用収入 15,607 －

損害賠償金収入 18,705 －

補助金収入 － 22,111

その他 16,056 26,961

営業外収益合計 65,197 60,460

営業外費用   

固定資産除却損 18,298 27,571

為替差損 16,069 －

その他 4,182 3,548

営業外費用合計 38,550 31,120

経常利益 1,519,988 1,401,121

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 8,476

特別利益合計 17,213 343,774

特別損失   

投資有価証券売却損 184 578

投資有価証券評価損 19,812 46,587

減損損失 206,483 8,868

事業整理損失引当金繰入額 － 30,519

特別損失合計 226,479 86,553

税金等調整前四半期純利益 1,310,721 1,658,342

法人税、住民税及び事業税 837,352 693,063

法人税等調整額 △181,300 87,858

法人税等合計 656,051 780,922

少数株主損失（△） △138 △2,033

四半期純利益 654,808 879,453



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成22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 1,658,342

減価償却費 499,050 633,634

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） － 46,587

固定資産除却損 18,298 27,571

受取生命保険金 － △335,297

退職給付引当金の増減額（△は減少） 2,391 37,716

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △89,875 △358,784

賞与引当金の増減額（△は減少） 196,215 212,026

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △2,300 △10,830

貸倒引当金の増減額（△は減少） 39,468 7,043

年金基金脱退損失引当金の増減額（△は減少） △6,357 △8,476

事業整理損失引当金の増減額（△は減少） － 30,519

売上債権の増減額（△は増加） △311,648 △496,757

たな卸資産の増減額（△は増加） 294,326 330,800

仕入債務の増減額（△は減少） △451,051 △40,641

未払金の増減額（△は減少） 347,443 40,970

その他 △6,953 △56,804

小計 2,035,357 1,726,489

利息及び配当金の受取額 16,405 15,209

利息の支払額 △149 △92

法人税等の支払額 △10,822 △1,148,811

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,040,790 592,794

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 △3,485,000

定期預金の払戻による収入 1,921,000 4,402,000

有形固定資産の取得による支出 △493,381 △2,575,520

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 △17,781 9,075

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,427,719 △1,234,584

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 － 15,840

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 △209 △2,155

財務活動によるキャッシュ・フロー △187,715 △185,172

現金及び現金同等物に係る換算差額 △534 △93

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △575,178 △827,056

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 979,529 687,238



（四半期連結損益計算書関係） 

①前第３四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３四半期連結累計期間

の「その他」に含まれている「版権使用収入」は1,207千円であります。 

②前第３四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３四半期連結累計期

間の「その他」に含まれている「損害賠償金収入」は643千円であります。 

  

（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３四半期連結累計期間まで営業活動によるキャッシュ・フロー

の「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３四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含まれている「投資有価証

券評価損益（△は益）」は19,812千円であります。 

  

 該当事項はありません。 

  

 前第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）及び当第３四半期連結累計期間（自

平成21年７月１日 至平成22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。   

  

 前第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）及び当第３四半期連結累計期間（自

平成21年７月１日 至平成22年３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）及び当第３四半期連結累計期間（自

平成21年７月１日 至平成22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。 

  

 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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