
平成26年6月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

平成25年10月31日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 株式会社フレンテ 上場取引所 東 
コード番号 2226 URL http://frente.co.jp/
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 小池 孝
問合せ先責任者 （役職名） 常務取締役 （氏名） 藤原 潤也 TEL 03-3979-2116
四半期報告書提出予定日 平成25年11月14日
配当支払開始予定日 ―
四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無
四半期決算説明会開催の有無 ： 無

1.  平成26年6月期第1四半期の連結業績（平成25年7月1日～平成25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 ％

26年6月期第1四半期 6,826 8.6 △316 ― △312 ― △203 ―
25年6月期第1四半期 6,288 △10.9 △490 ― △467 ― △295 ―

（注）包括利益 26年6月期第1四半期 △180百万円 （―％） 25年6月期第1四半期 △290百万円 （―％）

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

26年6月期第1四半期 △45.81 ―
25年6月期第1四半期 △66.63 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年6月期第1四半期 16,577 9,744 58.6
25年6月期 18,666 10,136 54.2
（参考） 自己資本   26年6月期第1四半期  9,712百万円 25年6月期  10,118百万円

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

25年6月期 ― 0.00 ― 47.50 47.50
26年6月期 ―
26年6月期（予想） 0.00 ― 47.50 47.50

3. 平成26年 6月期の連結業績予想（平成25年 7月 1日～平成26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) 15,800 11.8 120 ― 120 ― 60 ― 13.51
通期 31,900 9.5 490 ― 500 ― 270 ― 60.80



(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）連結業績予想などの将来予測情報に関する
説明」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   ：  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） 26年6月期1Q 4,441,000 株 25年6月期 4,441,000 株
② 期末自己株式数 26年6月期1Q 457 株 25年6月期 378 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年6月期1Q 4,440,582 株 25年6月期1Q 4,440,674 株
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（１）経営成績に関する説明 

 当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府による経済政策への期待から景気持ち直しの動きがみら

れ、一部高額品等への支出は増加傾向であるものの、消費増税や物価上昇が予想される中、生活必需的な支出は回

復に至りませんでした。 

 このような状況の下、当社グループは構造改革を推し進め、独創的メーカーとしての取り組みを進めてまいりま

した。 

 主力事業であるスナック部門では、業務・資本提携しております日清食品グループとの協働において、生のじゃ

がいもを使用したノンフライポテトチップス「ポテのん」を開発いたしました。「ポテのん」は、「日清ラ王」等

で使用されているノンフライ技術をポテトチップスの生産技術に応用し、７月から順次販売エリアを拡大いたしま

した。 

 オンリーワン製品として強化しております「カラムーチョ」「すっぱムーチョ」、また本格的に取り組みを始め

たＰＢ製品の売上も堅調に推移いたしましたが、ポテトチップスのレギュラー製品は前年を割り込む結果となりま

した。 

 小売・卸等の流通業に対しては、製品・マーケティング戦略説明会で当社戦略への理解促進を図るとともに、社

員による店頭サンプリングを行ないました。 

 コスト面につきましては、広告宣伝費や販売促進費の投入等により販売費及び一般管理費が増加いたしました。

 海外展開では、台湾で販売チャネルごとの戦略が奏功し、売上・利益とも好調に推移いたしました。 

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」及び「ピンキー」ともに減収となりま

したが、コスト抑制や「ピンキー」の生産体制見直し等により増益となりました。 

 以上の結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は6,826百万円（前年同期比8.6％増）、営業損失316百万円

（前年同期は営業損失490百万円）、経常損失312百万円（前年同期は経常損失467百万円）、四半期純損失203百万

円（前年同期は四半期純損失295百万円）となりました。  

  

（２）財政状態に関する説明 

 総資産は、前連結会計年度末に比べ2,089百万円減少し、16,577百万円となりました。主な要因は、現金及び預

金の減少（857百万円）及び受取手形及び売掛金の減少（1,345百万円）によるものであります。 

 負債は、前連結会計年度末に比べ1,697百万円減少し、6,832百万円となりました。主な要因は、買掛金の減少

（1,064百万円）及び未払金の減少（692百万円）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391百万円減少し、9,744百万円となりました。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（414百万円）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58.6％となりました。 

   

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

 連結業績予想につきましては、平成25年８月９日の「平成25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 

  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（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25年６月30日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,288,725 3,430,887

受取手形及び売掛金 5,212,561 3,867,472

商品及び製品 406,263 521,978

原材料及び貯蔵品 669,539 789,245

その他 804,357 884,316

貸倒引当金 △1,979 △1,829

流動資産合計 11,379,468 9,492,069

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,162,553 2,124,905

機械装置及び運搬具（純額） 2,453,059 2,308,280

土地 1,551,566 1,551,566

その他（純額） 37,007 35,269

有形固定資産合計 6,204,186 6,020,021

無形固定資産   

その他 58,550 58,024

無形固定資産合計 58,550 58,024

投資その他の資産   

その他 1,024,743 1,007,387

貸倒引当金 △40 △40

投資その他の資産合計 1,024,702 1,007,347

固定資産合計 7,287,439 7,085,393

資産合計 18,666,907 16,577,462

負債の部   

流動負債   

買掛金 3,644,507 2,579,764

未払金 2,783,394 2,090,811

未払法人税等 19,164 17,567

役員賞与引当金 － 3,425

賞与引当金 110,982 285,982

その他 425,489 308,490

流動負債合計 6,983,537 5,286,041

固定負債   

年金基金脱退損失引当金 25,430 25,430

退職給付引当金 1,077,320 1,080,594

役員退職慰労引当金 327,095 326,103

その他 117,421 114,823

固定負債合計 1,547,267 1,546,950

負債合計 8,530,805 6,832,992



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成25年６月30日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25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 8,009,753 7,595,417

自己株式 △884 △1,051

株主資本合計 10,074,063 9,659,560

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 43,020 51,443

為替換算調整勘定 1,069 1,818

その他の包括利益累計額合計 44,089 53,261

少数株主持分 17,948 31,648

純資産合計 10,136,102 9,744,470

負債純資産合計 18,666,907 16,577,462



（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24年７月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年７月１日 
 至 平成25年９月30日) 

売上高 6,288,852 6,826,748

売上原価 4,176,096 4,339,744

売上総利益 2,112,756 2,487,003

販売費及び一般管理費 2,603,360 2,803,661

営業損失（△） △490,603 △316,658

営業外収益   

受取配当金 － 2,200

ロイヤルティ収入 － 1,371

その他 23,452 2,040

営業外収益合計 23,452 5,612

営業外費用   

支払利息 71 961

営業外費用合計 71 961

経常損失（△） △467,222 △312,007

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（△） △467,432 △312,007

法人税、住民税及び事業税 8,701 14,838

法人税等調整額 △183,822 △136,420

法人税等合計 △175,120 △121,582

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △292,312 △190,425

少数株主利益 3,589 12,980

四半期純損失（△） △295,901 △203,405



（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24年７月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年７月１日 
 至 平成25年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △292,312 △190,425

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 3,338 8,422

為替換算調整勘定 △1,129 1,467

その他の包括利益合計 2,208 9,890

四半期包括利益 △290,103 △180,535

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △293,139 △194,234

少数株主に係る四半期包括利益 3,036 13,699



 該当事項はありません。   

   

   

 該当事項はありません。   

   

   

（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

（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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