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1.  平成23年6月期第2四半期の連結業績（平成22年7月1日～平成22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 ％

23年6月期第2四半期 16,594 △9.0 142 △87.2 165 △85.2 118 △83.7
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

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2四半期 31.29 ―
22年6月期第2四半期 192.19 ―

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2四半期 19,499 9,279 47.6 2,448.79
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2四半期  9,275百万円 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 ― 0.00
23年6月期 

（予想）
― 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、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 34,360 △2.3 360 △78.6 400 △76.4 220 △78.8 58.08



(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）３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2Q 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2Q  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2Q 3,787,719株 22年6月期2Q 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２四半期連結累計期間におきましては、主たるスナック部門に注力し、既存ブランドの強化や高付加価値型

の新製品の投入に加え、話題性のある消費者キャンペーン等を実施してまいりました。 

 しかしながら、記録的な猛暑、消費者の低価格志向と相まった市場環境の低迷等から、売上が前年同期を下回る

結果となりました。 

 利益面に関しましては、売上が前年同期を下回ったことや、天候不順による影響で、主原料である馬鈴薯の品質

劣化により歩留まりが低下したこと、また、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

物流費用が増加したことにより、営業利益並びに経常利益は前年同期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、16,594百万円(前年同期比9.0％減）、営業利益142百万円

（同87.2％減）、経常利益165百万円（同85.2％減）、四半期純利益118百万円（同83.7％減）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、既存品の強化に加え、高付加価値型のブランド戦略を積極

的に推進してまいりました。基幹ブランドである「コイケヤポテトチップス」では、今までにないユニークで新し

い製品開発を目的として、日清食品との共同開発プロジェクトを立ち上げ、新製品を発売いたしました。第一弾製

品として、2010年７月に「コイケヤポテトチップス日清焼そばU.F.O.濃厚ソース焼きそば味」を近畿地区で先行発

売、９月に全国展開をいたしました。また、新カテゴリー製品として、厚切りポテトチップスにチョコレートをメ

ルティングした「リッチカット ショコラ仕立て」を発売、市場の活性化を図りました。 

 ブランドの一層の浸透とイメージ向上のため、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たほか、

『ＭＬＢ（メジャーリーグベースボール）プレミアムプレゼントキャンペーン』や、仮面ライダーオーズのグッズ

をプレゼントする大規模な消費者キャンペーンを実施いたしました。 

 営業面におきましては、卸・小売業に向けた小売業商談会を各エリアで積極的に展開、販売の強化を図りまし

た。 

 品質面につきましても、平成21年より各工場において、ＡＩＢフードセーフティの基準による食品衛生管理活動

に取り組んでおり、当期も認証を取得し、より高品質な生産体制を確立しています。 

 その結果、スナック部門の当第２四半期連結累計期間の売上高は16,060百万円（前年同期比5.8％減）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、乳酸菌ＬＳ１配合の「クリッシュ」の通信販売による販

売強化を推進、定期顧客数の拡大を図ってまいりました。また、「ピンキー」につきましては果汁をアップするな

どの製品改良を行なうとともに新フレーバーを使用した製品を発売いたしました。中京エリアで発売している「リ

コラ スイスハーブキャンディ」につきましては、販売強化のため、今話題の女子フィギュアスケートの観戦チケ

ットが当たる消費者キャンペーンを実施いたしました。 

 その結果、タブレット部門の当第２四半期連結累計期間の売上高は533百万円（前年同期比55.5％減）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2,079百万円増加し、19,499百万円となりました。主な要因は、期末日が金

融機関の休日にあたることによる受取手形及び売掛金の増加（2,303百万円）及び有形固定資産の増加（634百万

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（1,377百万円）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2,168百万円増加し、10,220百万円となりました。主な要因は、期末日が金融

機関の休日にあたることによる買掛金の増加（1,051百万円）及び未払金の増加（1,543百万円）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88百万円減少し、9,279百万円となり、自己資本比率は47.6％となりまし

た。主な要因は、配当金の支払による利益剰余金の減少（217百万円）が、四半期純利益の計上による利益剰余金

の増加（118百万円）を上回ったことによるものであります。 

  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報



 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1,382百万円（前

連結会計年度末は1,419百万円）となり、37百万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） 

 営業活動の結果使用した資金は135百万円となりました。これは、売上債権の増加（2,303百万円）、たな卸資産

の増加（402百万円）及び法人税等の支払（270百万円）等の減少要因が、仕入債務の増加（1,051百万円）及び未

払金の増加（1,395百万円）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293百万円となりました。これは、定期預金の払戻による収入（1,680百万円）等

の増加要因が、定期預金の預入による支出（340百万円）及び有形固定資産の取得による支出（1,071百万円）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195百万円となりました。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10月29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、平成23年１月28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）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。 

  

（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 

 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２四半期連結会計期間末
(平成22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22年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,612,371 2,989,948

受取手形及び売掛金 7,230,118 4,926,802

商品及び製品 487,721 460,785

仕掛品 179 2,931

原材料及び貯蔵品 537,236 158,421

その他 768,559 617,339

貸倒引当金 △16 △16

流動資産合計 10,636,169 9,156,213

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,612,561 1,863,992

機械装置及び運搬具（純額） 3,186,513 2,262,012

土地 1,551,566 1,551,566

その他（純額） 409,134 1,447,227

有形固定資産合計 7,759,775 7,124,798

無形固定資産   

その他 84,234 94,948

無形固定資産合計 84,234 94,948

投資その他の資産   

その他 1,019,732 1,118,992

貸倒引当金 △233 △74,534

投資その他の資産合計 1,019,498 1,044,458

固定資産合計 8,863,508 8,264,205

資産合計 19,499,678 17,420,419

負債の部   

流動負債   

買掛金 3,926,482 2,875,375

未払金 4,372,145 2,828,776

未払法人税等 86,800 273,914

役員賞与引当金 6,900 16,478

賞与引当金 116,627 114,696

事業整理損失引当金 － 28,824

その他 348,827 555,841

流動負債合計 8,857,783 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 964,185 947,974

役員退職慰労引当金 282,521 288,501

その他 58,849 60,512

固定負債合計 1,362,773 1,358,444

負債合計 10,220,556 8,052,350



（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22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 8,617,973 8,717,243

自己株式 △688 △688

株主資本合計 9,304,650 9,403,920

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △27,840 △35,753

為替換算調整勘定 △1,487 △1,237

評価・換算差額等合計 △29,328 △36,990

少数株主持分 3,799 1,139

純資産合計 9,279,121 9,368,068

負債純資産合計 19,499,678 17,420,419



（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21年７月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 18,244,662 16,594,226

売上原価 10,199,428 9,884,579

売上総利益 8,045,233 6,709,647

販売費及び一般管理費 6,935,343 6,567,318

営業利益 1,109,890 142,329

営業外収益   

受取利息 8,632 －

受取保険金 － 5,589

固定資産売却益 9,219 10,131

その他 6,234 12,218

営業外収益合計 24,086 27,939

営業外費用   

固定資産除却損 11,154 3,968

その他 2,997 1,100

営業外費用合計 14,152 5,068

経常利益 1,119,824 165,200

特別利益   

受取生命保険金 335,297 －

貸倒引当金戻入額 － 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 339,536 7,512

特別損失   

投資有価証券評価損 51,759 －

減損損失 8,868 12,750

事業整理損失引当金繰入額 29,248 －

事業整理損失 － 11,753

特別損失合計 89,876 24,503

税金等調整前四半期純利益 1,369,484 148,209

法人税、住民税及び事業税 541,345 86,605

法人税等調整額 102,182 △59,819

法人税等合計 643,528 26,785

少数株主損益調整前四半期純利益 － 121,424

少数株主利益又は少数株主損失（△） △2,033 2,900

四半期純利益 727,989 118,523



（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21年７月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成22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 1,369,484 148,209

減価償却費 412,618 534,366

減損損失 8,868 12,750

投資有価証券評価損益（△は益） 51,759 －

固定資産除却損 11,154 3,968

受取生命保険金 △335,297 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） 18,458 16,211

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △364,857 △5,980

賞与引当金の増減額（△は減少） 35,738 1,930

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △14,817 △9,578

貸倒引当金の増減額（△は減少） 3,765 △74,300

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） 29,248 △28,824

売上債権の増減額（△は増加） △2,544,600 △2,303,315

たな卸資産の増減額（△は増加） △186,202 △402,998

仕入債務の増減額（△は減少） 1,141,082 1,051,107

未払金の増減額（△は減少） 1,542,437 1,395,183

その他 △33,444 △202,743

小計 1,141,159 131,750

利息及び配当金の受取額 12,044 3,852

利息の支払額 △49 △424

法人税等の支払額 △751,948 △270,516

営業活動によるキャッシュ・フロー 401,206 △135,338

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 △2,480,000 △340,000

定期預金の払戻による収入 3,371,000 1,680,000

有形固定資産の取得による支出 △1,643,752 △1,071,770

生命保険金の受取による収入 414,860 －

その他 △4 25,565

投資活動によるキャッシュ・フロー △337,895 293,794

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 5,580 449,900

短期借入金の返済による支出 － △426,115

配当金の支払額 △198,857 △217,793

リース債務の返済による支出 △1,345 △1,620

財務活動によるキャッシュ・フロー △194,622 △195,628

現金及び現金同等物に係る換算差額 90 △404

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △131,222 △37,577

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 1,383,071 1,382,371



表示方法の変更  

（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「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２四半期連結累計期間の「その

他」に含まれている「受取利息」は2,290千円であります。 

②「受取保険金」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、営業外収益の総

額の100分の20を超え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「受取保険金」は524千円であります。  

③「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２四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目で表示しておりま

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。 

  

〔所在地別セグメント情報〕  

 前第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。  

  

〔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） 

 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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