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1.  平成23年6月期第1四半期の連結業績（平成22年7月1日～平成22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 ％

23年6月期第1四半期 7,433 △12.2 △419 ― △404 ― △202 ―
22年6月期第1四半期 8,470 18.4 404 432.5 412 372.5 409 721.0

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

23年6月期第1四半期 △53.48 ―
22年6月期第1四半期 108.12 ―

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

23年6月期第1四半期 17,431 8,955 51.4 2,363.43
22年6月期 17,420 9,368 53.8 2,472.97

（参考） 自己資本   23年6月期第1四半期  8,952百万円 22年6月期  9,366百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無   

年間配当金
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

22年6月期 ― 0.00 ― 57.50 57.50
23年6月期 ―
23年6月期 

（予想）
0.00 ― 57.50 57.50

3.  平成23年6月期の連結業績予想（平成22年7月1日～平成23年6月30日） 
（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  有  
 連結業績予想の修正については、本日（平成22年10月29日）公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

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 
(累計)

16,565 △9.2 55 △95.0 70 △93.7 45 △93.8 11.88

通期 35,975 2.3 890 △47.1 900 △46.8 500 △51.9 132.01



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  
（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（注）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の有無となります。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「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
示方法等の変更の有無となります。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
 この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に
基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了していません。 

※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、四半期決算短信（添付資料）２ページ「連結業績予想
に関する定性的情報」をご参照ください。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.3「その他の情報」をご参照ください。）

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） 23年6月期1Q 3,788,000株 22年6月期  3,788,000株
② 期末自己株式数 23年6月期1Q  281株 22年6月期  281株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年6月期1Q 3,787,719株 22年6月期1Q 3,787,767株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期連結累計期間におきまして、主力事業であるスナック部門は、既存ブランドの強化や高付加価値

型の製品戦略を推進、加えて積極的な新作テレビコマーシャルの投入、話題性のある消費者キャンペーン等の販売

促進活動を継続的に行ないました。 

しかしながら、記録的な猛暑・市場環境の低迷に加え、消費者の一層の低価格志向等により、売上が前年同期

を下回る結果となりました。 

また、天候不順による影響で、主原料である馬鈴薯の品質劣化を招き、その結果、歩留が低下し製造原価を押

し上げました。一方、主力工場である関東工場のリニューアル工事の影響で、製品移動等の物流費用が計画より一

時的に増加いたしました。 

タブレット部門におきましては、通信販売を主としている乳酸菌LS1を配合した「クリッシュ」が定期顧客数の

拡大等により好調に推移したものの、「ピンキー」の売上不振によって前年同期を下回る売上となりました。 

 以上により、当社グループの業績は、売上高7,433百万円（前年同期比12.2％減）、営業損失419百万円(前年同

期は営業利益404百万円）、経常損失404百万円（前年同期は経常利益412百万円）、四半期純損失202百万円（前年

同期は四半期純利益409百万円）となりました。 

  

（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11百万円増加し、17,431百万円となりました。主な要因は、有形固定資産の

増加（600百万円）及び馬鈴薯の仕入によるたな卸資産の増加（466百万円）が、税金費用及び製造設備代金の支払

等による現金及び預金の減少（998百万円）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424百万円増加し、8,476百万円となりました。主な要因は未払金の増加（676

百万円）が未払法人税等の減少（269百万円）を上回ったこと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413百万円減少し、8,955百万円となり、自己資本比率は51.4％となりまし

た。主な要因は四半期純損失及び配当金の支払による利益剰余金の減少（420百万円）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1,351百万円（前

連結会計年度末は1,419百万円）となり、68百万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441百万円となりました。これは、税金等調整前四半期純損失（409百万円）、た

な卸資産の増加（466百万円）及び法人税等の支払（270百万円）等の減少要因が、減価償却費（246百万円）、賞

与引当金の増加（178百万円）及び売上債権の減少（300百万円）等の増加要因を上回ったことによるものでありま

す。 

（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566百万円となりました。これは、定期預金の払戻による収入（1,215百万円）等

の増加要因が定期預金の預入による支出（285百万円）及び有形固定資産の取得による支出（371百万円）等の減少

要因を上回ったことによるものであります。 

（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（217百万円）等によるものであ

ります。  

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 近の業績動向等を踏まえ、平成22年８月12日に公表した平成23年６月期の連結業績予想を修正しております。

詳細につきましては、本日（平成22年10月29日）公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。

  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報



  

（１）重要な子会社の異動の概要 

  該当事項はありません。 

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

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。 

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

 資産除去債務に関する会計基準の適用 

 当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31

日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31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。 

２．その他の情報



３．四半期連結財務諸表 
（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22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22年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,991,135 2,989,948

受取手形及び売掛金 4,626,802 4,926,802

商品及び製品 422,635 460,785

仕掛品 249 2,931

原材料及び貯蔵品 665,482 158,421

その他 881,496 617,339

貸倒引当金 △16 △16

流動資産合計 8,587,785 9,156,213

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,287,462 1,863,992

機械装置及び運搬具（純額） 3,205,389 2,262,012

土地 1,551,566 1,551,566

その他（純額） 680,386 1,447,227

有形固定資産合計 7,724,804 7,124,798

無形固定資産   

その他 91,233 94,948

無形固定資産合計 91,233 94,948

投資その他の資産   

その他 1,028,131 1,118,992

貸倒引当金 △233 △74,534

投資その他の資産合計 1,027,898 1,044,458

固定資産合計 8,843,936 8,264,205

資産合計 17,431,721 17,420,419

負債の部   

流動負債   

買掛金 2,992,143 2,875,375

未払金 3,505,272 2,828,776

未払法人税等 4,229 273,914

役員賞与引当金 3,450 16,478

賞与引当金 293,058 114,696

事業整理損失引当金 － 28,824

その他 340,268 555,841

流動負債合計 7,138,421 6,693,906

固定負債   

年金基金脱退損失引当金 57,217 61,456

退職給付引当金 944,611 947,974

役員退職慰労引当金 276,782 288,501

その他 59,653 60,512

固定負債合計 1,338,264 1,358,444

負債合計 8,476,686 8,052,350



（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22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22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 8,296,874 8,717,243

自己株式 △688 △688

株主資本合計 8,983,550 9,403,920

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △30,128 △35,753

為替換算調整勘定 △1,414 △1,237

評価・換算差額等合計 △31,542 △36,990

少数株主持分 3,027 1,139

純資産合計 8,955,035 9,368,068

負債純資産合計 17,431,721 17,420,419



（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21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 8,470,437 7,433,770

売上原価 4,868,217 4,632,946

売上総利益 3,602,220 2,800,824

販売費及び一般管理費 3,197,225 3,220,503

営業利益又は営業損失（△） 404,995 △419,679

営業外収益   

受取利息 5,240 －

固定資産売却益 9,199 9,431

その他 3,115 8,498

営業外収益合計 17,554 17,930

営業外費用   

固定資産除却損 6,074 2,134

為替差損 3,530 720

その他 320 238

営業外費用合計 9,924 3,094

経常利益又は経常損失（△） 412,625 △404,843

特別利益   

受取生命保険金 335,297 －

貸倒引当金戻入額 3,556 3,274

年金基金脱退損失引当金戻入益 4,238 4,238

特別利益合計 343,092 7,512

特別損失   

投資有価証券評価損 13,048 －

事業整理損失 － 11,753

特別損失合計 13,048 11,753

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

742,668 △409,083

法人税、住民税及び事業税 194,253 4,044

法人税等調整額 140,937 △212,609

法人税等合計 335,190 △208,565

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △200,517

少数株主利益又は少数株主損失（△） △2,042 2,057

四半期純利益又は四半期純損失（△） 409,520 △202,575



（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21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成22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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

742,668 △409,083

減価償却費 200,730 246,233

固定資産除却損 6,074 2,134

受取生命保険金 △335,297 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） 10,903 △3,362

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △370,987 △11,719

賞与引当金の増減額（△は減少） 173,571 178,362

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △18,807 △13,028

年金基金脱退損失引当金の増減額（△は減少） △4,238 △4,238

事業整理損失引当金の増減額（△は減少） － △28,824

貸倒引当金の増減額（△は減少） － △74,300

売上債権の増減額（△は増加） △409,460 300,000

たな卸資産の増減額（△は増加） △259,898 △466,228

仕入債務の増減額（△は減少） 430,462 116,768

その他 △189,135 △5,988

小計 △23,413 △173,273

利息及び配当金の受取額 6,722 2,658

利息の支払額 △23 △200

法人税等の支払額 △748,904 △270,537

営業活動によるキャッシュ・フロー △765,619 △441,352

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 △1,215,000 △285,000

定期預金の払戻による収入 1,860,000 1,215,000

有形固定資産の取得による支出 △997,866 △371,410

生命保険金の受取による収入 414,860 －

その他 △6,855 7,823

投資活動によるキャッシュ・フロー 55,139 566,412

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 41,250

短期借入金の返済による支出 － △16,115

配当金の支払額 △198,857 △217,793

リース債務の返済による支出 △603 △810

財務活動によるキャッシュ・フロー △193,621 △193,468

現金及び現金同等物に係る換算差額 52 △404

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △904,049 △68,813

現金及び現金同等物の期首残高 1,514,294 1,419,948

現金及び現金同等物の四半期末残高 610,244 1,351,135



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「受取利息」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「受取利息」は1,858千円であります。 

②「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づく「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21年３月24日 内閣府令第５号）の

適用により、当第１四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純損失（△）」の科目で表示して

おります。 

  

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）  

「貸倒引当金の増減額（△は減少）」は前第１四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１四半期連結累計期間における「貸倒引当金の増減額（△は減少）」は△3,556千円であります。 

  

  該当事項はありません。 

  

〔事業の種類別セグメント情報〕  

 前第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。 

  

〔所在地別セグメント情報〕  

 前第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。 

  

〔海外売上高〕  

 前第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。  

  

〔セグメント情報〕 

 当社グループは食品関連事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。 

  

（追加情報） 

 当第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成

21年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 

平成20年３月21日）を適用しております。  

  

  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

（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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