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1.  平成24年6月期第3四半期の連結業績（平成23年7月1日～平成24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 ％

24年6月期第3四半期 23,034 △8.4 △295 ― △261 ― △226 ―
23年6月期第3四半期 25,141 △5.4 432 △68.5 473 △66.2 295 △66.4

（注）包括利益 24年6月期第3四半期 △213百万円 （―％） 23年6月期第3四半期 306百万円 （―％）

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

24年6月期第3四半期 △59.91 ―
23年6月期第3四半期 77.96 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年6月期第3四半期 17,820 9,074 50.9
23年6月期 17,668 9,487 53.7
（参考） 自己資本   24年6月期第3四半期  9,069百万円 23年6月期  9,482百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  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

23年6月期 ― 0.00 ― 52.50 52.50
24年6月期 ― 0.00 ―
24年6月期（予想） 52.50 52.50

3.  平成24年6月期の連結業績予想（平成23年7月1日～平成24年6月30日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  有  
 連結業績予想の修正については、本日（平成24年4月27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

通期 30,900 △7.9 △300 ― △270 ― △270 ― △71.28



(1) 当四半期連結累計期間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) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(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

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  無
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年6月期3Q 3,788,000 株 23年6月期 3,788,000 株
② 期末自己株式数 24年6月期3Q 326 株 23年6月期 281 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年6月期3Q 3,787,708 株 23年6月期3Q 3,787,719 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第３四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では高付加価値型の製品戦略を推進

し、“釜揚げ製法”を採用した「コイケヤポテトチップス プレミアム」シリーズをはじめ、日清食品株式会社と

の共同開発プロジェクト『UNIQUE PROJECT』に注力いたしました。同プロジェクトから平成24年３月に発売した

「チキンラーメンチップス」は好調な売上となりました。 

 しかしながら、厳しい市場環境と低価格志向による販売価格の下落基調が続いていること等から、売上は前年同

期を下回る結果となりました。 

 利益面につきましては、製造の効率化による原価低減や、事業活動全般のコスト削減を進めてまいりましたが、

売上の減少や前期に投資した関東工場における製造設備の減価償却費が増加したこと等により、前年同期を下回り

ました。 

 タブレット部門におきましては、乳酸菌LS1配合「スーパークリッシュ」の通信販売が好調に推移いたしました

が、「ピンキー」の不振により売上・利益ともに前年同期を下回る結果となりました。 

 以上により、当第３四半期連結累計期間の売上高は23,034百万円（前年同期比8.4％減）、営業損失295百万円

（前年同期は営業利益432百万円）、経常損失261百万円（前年同期は経常利益473百万円）、四半期純損失226百万

円（前年同期は四半期純利益295百万円）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152百万円増加し、17,820百万円となりました。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（900百万円）が、固定資産の減少（717百万円）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565百万円増加し、8,746百万円となりました。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未払金の増加（220百万円）及び賞与引当金の増加（177百万円）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412百万円減少し、9,074百万円となり、自己資本比率は50.9％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（425百万円）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24年１月25日に公表した平成24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24年４月27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）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

  該当事項はありません。 

   

   

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

  該当事項はありません。 

   

   

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

  該当事項はありません。 

   

   

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（その他）に関する事項



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）

前連結会計年度 
(平成23年６月30日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,582,146 2,078,838

受取手形及び売掛金 5,213,042 6,113,839

商品及び製品 520,145 429,568

仕掛品 1,886 1,320

原材料及び貯蔵品 400,144 378,211

その他 1,149,180 737,098

貸倒引当金 △12 △2,057

流動資産合計 8,866,533 9,736,820

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,497,189 2,357,153

機械装置及び運搬具（純額） 3,605,978 3,052,859

土地 1,551,566 1,551,566

その他（純額） 56,012 48,962

有形固定資産合計 7,710,747 7,010,542

無形固定資産   

その他 76,395 86,405

無形固定資産合計 76,395 86,405

投資その他の資産   

その他 1,014,557 987,366

貸倒引当金 △233 △233

投資その他の資産合計 1,014,323 987,132

固定資産合計 8,801,466 8,084,080

資産合計 17,668,000 17,820,901

負債の部   

流動負債   

買掛金 3,321,394 3,361,515

未払金 3,021,058 3,241,225

未払法人税等 8,291 54,285

役員賞与引当金 11,113 10,200

賞与引当金 114,118 291,854

災害損失引当金 10,824 9,512

その他 371,515 402,944

流動負債合計 6,858,316 7,371,536

固定負債   

年金基金脱退損失引当金 52,979 44,502

退職給付引当金 968,409 1,014,872

役員退職慰労引当金 293,998 311,209

その他 6,998 4,383

固定負債合計 1,322,385 1,374,968

負債合計 8,180,701 8,746,505



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年６月30日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年３月31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 8,820,954 8,395,172

自己株式 △688 △773

株主資本合計 9,507,631 9,081,763

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △23,540 △10,314

為替換算調整勘定 △1,248 △1,692

その他の包括利益累計額合計 △24,789 △12,006

少数株主持分 4,456 4,638

純資産合計 9,487,298 9,074,396

負債純資産合計 17,668,000 17,820,901



（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
（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22年７月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年７月１日 
 至 平成24年３月31日) 

売上高 25,141,602 23,034,255

売上原価 14,967,219 14,124,221

売上総利益 10,174,383 8,910,034

販売費及び一般管理費 9,742,181 9,205,357

営業利益又は営業損失（△） 432,201 △295,323

営業外収益   

固定資産売却益 10,135 －

損害賠償金収入 － 9,276

補助金収入 19,489 －

還付加算金 125 10,292

年金基金脱退損失引当金戻入益 － 8,476

その他 19,215 6,684

営業外収益合計 48,966 34,730

営業外費用   

支払利息 560 364

固定資産除却損 5,746 －

為替差損 824 352

その他 141 －

営業外費用合計 7,273 717

経常利益又は経常損失（△） 473,894 △261,310

特別利益   

貸倒引当金戻入額 3,274 －

年金基金脱退損失引当金戻入益 6,357 －

特別利益合計 9,632 －

特別損失   

投資有価証券評価損 － 8,804

減損損失 12,750 726

事業整理損失 11,753 －

特別損失合計 24,503 9,530

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（△）

459,023 △270,841

法人税、住民税及び事業税 237,246 80,724

法人税等調整額 △73,249 △125,246

法人税等合計 163,997 △44,522

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

295,026 △226,319

少数株主利益又は少数株主損失（△） △256 607

四半期純利益又は四半期純損失（△） 295,283 △226,926



（四半期連結包括利益計算書） 
（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22年７月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年７月１日 
 至 平成24年３月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

295,026 △226,319

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 11,957 13,226

為替換算調整勘定 △114 △869

その他の包括利益合計 11,842 12,356

四半期包括利益 306,868 △213,962

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 307,182 △214,143

少数株主に係る四半期包括利益 △313 181



  該当事項はありません。   

   

   

 該当事項はありません。 

   

   

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）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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