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1.  平成25年6月期第1四半期の連結業績（平成24年7月1日～平成24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 ％

25年6月期第1四半期 6,288 △10.9 △490 ― △467 ― △295 ―
24年6月期第1四半期 7,056 △5.1 △653 ― △648 ― △383 ―

（注）包括利益 25年6月期第1四半期 △290百万円 （―％） 24年6月期第1四半期 △396百万円 （―％）

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

25年6月期第1四半期 △66.63 ―
24年6月期第1四半期 △101.17 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年6月期第1四半期 17,517 9,880 56.3
24年6月期 19,619 10,381 52.9
（参考） 自己資本   25年6月期第1四半期  9,866百万円 24年6月期  10,370百万円

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

24年6月期 ― 0.00 ― 47.50 47.50
25年6月期 ―
25年6月期（予想） 0.00 ― 47.50 47.50

3. 平成25年 6月期の連結業績予想（平成24年 7月 1日～平成25年 6月30日）  
（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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

第2四半期(累計) 15,300 △1.4 60 ― 50 ― 20 ― 4.50
通期 31,600 3.2 410 ― 400 ― 210 ― 47.29



(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 

（注）「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第10条の５に該当するものであります。詳細は、添付資料Ｐ．２「２．サマリー情報（注
記事項）に関する事項（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。 

(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
四半期連結財務諸表に対するレビュー手続は終了しておりません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
（将来に関する記述等についてのご注意） 
 本資料に記載されている業績見通し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、その
達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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。業績予想の前提となる条件及び
業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資料Ｐ．２「１．当四半期決算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」をご覧く
ださい。 

※  注記事項

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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年6月期1Q 4,441,000 株 24年6月期 4,441,000 株
② 期末自己株式数 25年6月期1Q 326 株 24年6月期 326 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年6月期1Q 4,440,674 株 24年6月期1Q 3,787,719 株



   

   

○添付資料の目次

１．当四半期決算に関する定性的情報 ……………………………………………………………………………………  2

（１）連結経営成績に関する定性的情報 ………………………………………………………………………………  2

（２）連結財政状態に関する定性的情報 ………………………………………………………………………………  2

（３）連結業績予想に関する定性的情報 ………………………………………………………………………………  2

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 ……………………………………………………………………………  2

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 …………………………………………………………  2

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 …………………………………………………………  2

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 ………………………………………………………  2

３．四半期連結財務諸表 ……………………………………………………………………………………………………  3

（１）四半期連結貸借対照表 ……………………………………………………………………………………………  3

（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 ………………………………………………………  5

四半期連結損益計算書    

第１四半期連結累計期間 ………………………………………………………………………………………  5

四半期連結包括利益計算書    

第１四半期連結累計期間 ………………………………………………………………………………………  6

（３）継続企業の前提に関する注記 ……………………………………………………………………………………  7

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ……………………………………………………………  7



（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けるわが国経済は、東日本大震災の復興需要等により一部に回復の兆しが見られ

たものの円高等を背景としてデフレ傾向が続き、食品業界におきましても厳しい経営環境となりました。 

 このような状況の下、当社グループでは「コイケヤポテトチップス」が平成24年８月に発売50周年を迎えたこと

を機に、製品戦略、組織体制やコスト管理等の社内改革に取り組みました。 

 主力事業であるスナック部門では、「コイケヤポテトチップス」発売50周年記念製品の投入やキャンペーンで、

グループの中核たる事業会社である㈱湖池屋の歴史と独創的な製品開発を消費者にアピールするとともに、グルー

プ社員による店頭試食販売といった営業活動にも取り組みました。また、日清食品株式会社との共同開発プロジェ

クト『UNIQUE PROJECT』で引き続き新製品を発売いたしました。 

 売上につきましては、スナック総合メーカーとして製品ポートフォリオの再構築を進め、ポテトスナック以外の

カテゴリー強化を図る戦略の下、コーンスナック「スコーン」等好調に推移した製品もありましたが、売上構成の

高いレギュラー製品等が落ち込み、減収となりました。 

 コスト面では、広告宣伝費の絞り込み等で販売費及び一般管理費の削減を図りました。利益につきましては、課

題であるコスト構造改革がスタートし、改善効果が表れ始めてはいるものの全体としての削減効果はまだ低く、黒

字転換には至りませんでした。  

 タブレット部門におきましては、乳酸菌LS1の臨床試験結果を日本歯周病学会で発表するなど研究活動を推進い

たしました。売上・利益面では乳酸菌LS1配合「スーパークリッシュ」の通信販売が好調となりましたが、「ピン

キー」の減収により前年同期を下回りました。 

 以上により、当社グループの業績は、売上高6,288百万円（前年同期比10.9％減）、営業損失490百万円（前年同

期は営業損失653百万円）、経常損失467百万円（前年同期は経常損失648百万円）、四半期純損失295百万円（前年

同期は四半期純損失383百万円）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2,101百万円減少し、17,517百万円となりました。主な要因は、現金及び預

金の減少（1,005百万円）及び受取手形及び売掛金の減少（1,232百万円）によるものであります。 

 負債は、前連結会計年度末に比べ1,600百万円減少し、7,637百万円となりました。主な要因は買掛金の減少

（1,160百万円）及び未払金の減少（415百万円）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501百万円減少し、9,880百万円となり、自己資本比率は56.3％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（506百万円）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 

 連結業績予想につきましては、平成24年８月10日の「平成24年６月期 決算短信」で公表いたしました第２四半

期連結累計期間及び通期の連結業績予想に変更はありません。   

   

   

（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 

 （会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更）  

  当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴ない、当第１四半期連結会計期間より、平成24年７月１日以

後に取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。 

 なお、この変更による当第１四半期連結累計期間の営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失に与え

る影響は軽微であります。 

   

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（注記事項）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24年６月30日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,029,755 3,024,577

受取手形及び売掛金 5,583,288 4,351,047

商品及び製品 463,018 394,464

仕掛品 － 411

原材料及び貯蔵品 959,460 1,172,190

その他 806,201 983,814

貸倒引当金 △1,900 △1,770

流動資産合計 11,839,824 9,924,735

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,309,314 2,267,264

機械装置及び運搬具（純額） 2,836,461 2,735,675

土地 1,551,566 1,551,566

その他（純額） 40,889 37,320

有形固定資産合計 6,738,232 6,591,827

無形固定資産   

その他 78,232 71,604

無形固定資産合計 78,232 71,604

投資その他の資産   

その他 963,072 929,689

投資その他の資産合計 963,072 929,689

固定資産合計 7,779,538 7,593,121

資産合計 19,619,362 17,517,857

負債の部   

流動負債   

買掛金 4,363,062 3,203,008

未払金 2,874,617 2,459,067

未払法人税等 36,544 10,031

役員賞与引当金 － 3,375

賞与引当金 112,803 288,196

災害損失引当金 9,512 9,512

その他 461,471 273,932

流動負債合計 7,858,011 6,247,122

固定負債   

年金基金脱退損失引当金 36,026 36,026

退職給付引当金 1,016,782 1,033,652

役員退職慰労引当金 316,946 311,821

その他 9,849 8,523

固定負債合計 1,379,603 1,390,022

負債合計 9,237,615 7,637,145



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年６月30日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,090,405 1,090,405

資本剰余金 974,790 974,790

利益剰余金 8,326,897 7,820,063

自己株式 △773 △773

株主資本合計 10,391,319 9,884,485

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △19,423 △16,085

為替換算調整勘定 △1,093 △1,669

その他の包括利益累計額合計 △20,517 △17,754

少数株主持分 10,945 13,981

純資産合計 10,381,747 9,880,711

負債純資産合計 19,619,362 17,517,857



（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23年７月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年７月１日 
 至 平成24年９月30日) 

売上高 7,056,787 6,288,852

売上原価 4,638,066 4,176,096

売上総利益 2,418,721 2,112,756

販売費及び一般管理費 3,072,235 2,603,360

営業損失（△） △653,514 △490,603

営業外収益   

受取保険金 － 21,139

還付加算金 2,703 －

年金基金脱退損失引当金戻入益 2,119 －

その他 1,681 2,313

営業外収益合計 6,503 23,452

営業外費用   

支払利息 147 71

為替差損 1,111 －

営業外費用合計 1,258 71

経常損失（△） △648,269 △467,222

特別損失   

投資有価証券評価損 － 210

特別損失合計 － 210

税金等調整前四半期純損失（△） △648,269 △467,432

法人税、住民税及び事業税 10,651 8,701

法人税等調整額 △276,821 △183,822

法人税等合計 △266,170 △175,120

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △382,099 △292,312

少数株主利益 1,104 3,589

四半期純損失（△） △383,203 △295,901



（四半期連結包括利益計算書） 
（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23年７月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年７月１日 
 至 平成24年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △382,099 △292,312

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △14,413 3,338

為替換算調整勘定 △56 △1,129

その他の包括利益合計 △14,470 2,208

四半期包括利益 △396,569 △290,103

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △397,646 △293,139

少数株主に係る四半期包括利益 1,077 3,036



 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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