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1.  平成25年6月期第3四半期の連結業績（平成24年7月1日～平成25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 ％

25年6月期第3四半期 21,499 △6.7 △271 ― △225 ― △164 ―
24年6月期第3四半期 23,034 △8.4 △295 ― △261 ― △226 ―

（注）包括利益 25年6月期第3四半期 △95百万円 （―％） 24年6月期第3四半期 △213百万円 （―％）

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3四半期 △36.97 ―
24年6月期第3四半期 △59.91 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年6月期第3四半期 18,509 10,075 54.4
24年6月期 19,619 10,381 52.9
（参考） 自己資本   25年6月期第3四半期  10,068百万円 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 ― 0.00 ―
25年6月期（予想） 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、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  ：  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 30,300 △1.0 20 ― 60 ― 0 ― 0.00



(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3Q 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3Q 351 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3Q 4,440,660 株 24年6月期3Q 3,787,708 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は、製品戦略やコスト管理等の社内改革を推進するとともに、主力事業

であるスナック部門では独創的ロングセラーブランドの強化と新ブランド開発に注力いたしました。 

 酸味系ポテトチップスの代表ブランドである「すっぱムーチョ」は発売20周年を迎えたことを機に、期間限定製

品の発売等で更なる拡販に努めました。 

 また、新ブランドとして「チビノワ」を発売いたしました。「チビノワ」は1993年の発売時にヒットしたコーン

スナックで、今回のリバイバル発売に際しては、ブランドコンセプト等のソフト面と、スナック生地やフレーバー

等のハード面の両面からマーケティング・研究開発を重ね、改良を加えました。 

 日清食品ホールディングス株式会社との協働関係におきましては、日清食品株式会社との共同開発プロジェクト

『UNIQUE PROJECT』の製品として発売中の「チキンラーメンチップス」で、小袋パウダーを封入した期間限定製品

を発売いたしました。また、卸・小売業向けに全国各地で開催している商談会を、日清シスコ株式会社と共同で実

施いたしました。 

しかしながら、売上はポテトスナックのレギュラー製品等の販売不振により前年同期を下回りました。利益に

つきましては、広告宣伝費等を削減するとともに社内改革によって改善効果が表れてきているものの、全体へ及ぼ

す影響はまだ小さく、厳しい状況となりました。 

タブレット部門につきましては、乳酸菌LS1配合「スーパークリッシュ」が堅調でしたが、「ピンキー」の低迷

により減収となりました。 

 以上により、当社グループの業績は、売上高21,499百万円（前年同期比6.7％減）、営業損失271百万円（前年同

期は営業損失295百万円）、経常損失225百万円（前年同期は経常損失261百万円）、四半期純損失164百万円（前年

同期は四半期純損失226百万円）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1,110百万円減少し、18,509百万円となりました。主な要因は、原材料及び

貯蔵品の減少（526百万円）及び有形固定資産の減少（408百万円）によるものであります。 

 負債は、前連結会計年度末に比べ803百万円減少し、8,434百万円となりました。主な要因は、買掛金の減少

（1,132百万円）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306百万円減少し、10,075百万円となりました。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（375百万円）によるものであります。なお、総資産が減少したことに

伴ない、自己資本比率は54.4％となりました。   

   

（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25年１月25日の「業績予想の修正に関するお知らせ」で公表いたしました通

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、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３四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３四半期連結会計期間 
(平成25年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,029,755 3,915,472

受取手形及び売掛金 5,583,288 5,615,895

商品及び製品 463,018 423,081

仕掛品 － 609

原材料及び貯蔵品 959,460 432,938

その他 806,201 713,558

貸倒引当金 △1,900 △2,077

流動資産合計 11,839,824 11,099,477

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,309,314 2,204,974

機械装置及び運搬具（純額） 2,836,461 2,513,066

土地 1,551,566 1,551,566

その他（純額） 40,889 60,133

有形固定資産合計 6,738,232 6,329,741

無形固定資産   

その他 78,232 60,859

無形固定資産合計 78,232 60,859

投資その他の資産   

その他 963,072 1,019,012

投資その他の資産合計 963,072 1,019,012

固定資産合計 7,779,538 7,409,613

資産合計 19,619,362 18,509,091

負債の部   

流動負債   

買掛金 4,363,062 3,230,718

未払金 2,874,617 3,003,107

未払法人税等 36,544 11,011

役員賞与引当金 － 10,125

賞与引当金 112,803 284,472

災害損失引当金 9,512 7,700

その他 461,471 355,286

流動負債合計 7,858,011 6,902,422

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 1,060,822

役員退職慰労引当金 316,946 322,003

その他 9,849 112,761

固定負債合計 1,379,603 1,531,613

負債合計 9,237,615 8,434,035



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年６月30日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年３月31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 7,951,797

自己株式 △773 △823

株主資本合計 10,391,319 10,016,169

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 53,157

為替換算調整勘定 △1,093 △749

その他の包括利益累計額合計 △20,517 52,407

少数株主持分 10,945 6,478

純資産合計 10,381,747 10,075,055

負債純資産合計 19,619,362 18,509,091



（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23年７月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年７月１日 
 至 平成25年３月31日) 

売上高 23,034,255 21,499,632

売上原価 14,124,221 13,457,300

売上総利益 8,910,034 8,042,331

販売費及び一般管理費 9,205,357 8,313,981

営業損失（△） △295,323 △271,649

営業外収益   

受取保険金 880 21,139

損害賠償金収入 9,276 －

年金基金脱退損失引当金戻入益 8,476 －

その他 16,096 25,241

営業外収益合計 34,730 46,380

営業外費用   

支払利息 364 525

為替差損 352 －

その他 － 92

営業外費用合計 717 617

経常損失（△） △261,310 △225,886

特別損失   

投資有価証券評価損 8,804 －

減損損失 726 －

特別損失合計 9,530 －

税金等調整前四半期純損失（△） △270,841 △225,886

法人税、住民税及び事業税 80,724 29,662

法人税等調整額 △125,246 △86,585

法人税等合計 △44,522 △56,922

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △226,319 △168,964

少数株主利益又は少数株主損失（△） 607 △4,796

四半期純損失（△） △226,926 △164,168



（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23年７月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年７月１日 
 至 平成25年３月31日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △226,319 △168,964

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 13,226 72,581

為替換算調整勘定 △869 673

その他の包括利益合計 12,356 73,254

四半期包括利益 △213,962 △95,709

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △214,143 △91,243

少数株主に係る四半期包括利益 181 △4,466



  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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