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1. 平成26年9月期第3四半期の業績（平成25年10月1日～平成26年6月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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9月期第3四半期 11,785 0.3 273 △13.9 283 △14.9 245 32.8
25年9月期第3四半期 11,751 △5.2 317 17.2 333 18.7 185 23.6

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9月期第3四半期 48.47 ―
25年9月期第3四半期 36.48 ―

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

26年9月期第3四半期 12,423 9,738 78.4 1,919.27
25年9月期 12,227 9,577 78.3 1,887.22
（参考）自己資本 26年9月期第3四半期 9,738百万円 25年9月期 9,577百万円

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9月期 ― 0.00 ― 20.00 20.00
26年9月期 ― 0.00 ―
26年9月期（予想） 20.00 20.00

3. 平成26年 9月期の業績予想（平成25年10月 1日～平成26年 9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 15,820 2.0 420 13.1 430 10.7 240 16.1 47.29



(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無 

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

※ 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9月期3Q 5,098,096 株 25年9月期 5,098,096 株
② 期末自己株式数 26年9月期3Q 24,196 株 25年9月期 23,199 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年9月期3Q 5,074,398 株 25年9月期3Q 5,075,775 株

※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Ｉ報告書の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
法に基づく四半期報告書の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 
 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する注記は、本資料発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後
様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。 
 なお、上記予想に関する事項については、添付資料２ページの「１．当四半期決算に関する定性的情報 （３）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。 
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当第３四半期累計期間におけるわが国の経済は、政府の経済政策や日銀の金融緩和政策による円高是

正と株価上昇により緩やかな回復基調にありましたが、新興国景気の減速など世界経済の下振れ懸念も

あり、景気の先行きは依然として不透明なまま推移いたしました。 

当社を取り巻く市場環境も、消費者の生活防衛意識の高まりから、節約志向、低価格志向が恒常化し

ており、大変厳しい環境となりました。また、前年は平年並みの生産量であった原料海苔は、今漁期は

不作となり、品薄感から仕入価格は高騰いたしました。 

このような状況のもと、当社では消費者のニーズに合った製品の販売強化に努めるとともに、コスト

削減による競争力の強化に努めてまいりました。 

その結果、当第３四半期累計期間の売上高は11,785百万円（前年同期比0.3％増）となりました。利

益面におきましては、営業利益は273百万円（前年同期比13.9％減）、経常利益は283百万円（前年同期

比14.9％減）となりました。四半期純利益は、特別利益に受取保険金148百万円を計上したことなどに

より、前年同期比32.8％増の245百万円となりました。 

以下、品目別売上高の状況は次のとおりであります。 

家庭用海苔につきましては、消費者ニーズに合った製品の強化を図り、積極的な販売施策を推し進め

た結果、売上高は4,504百万円（前年同期比6.4％増）となりました。進物品につきましては、ギフト市

場の低迷が続いており、売上高は1,422百万円（前年同期比7.0％減）となりました。ふりかけ等につき

ましては、競合他社との販売競争激化により、売上高は2,380百万円（前年同期比7.4％減）となりまし

た。業務用海苔につきましては、新規取引先の開拓もあり、売上高は3,458百万円（前年同期比2.0％

増）となりました。 

(1)資産、負債及び純資産の分析  

（資産） 

当第３四半期会計期間末における総資産は、前事業年度末に比べて196百万円増加し、12,423百万円

となりました。 

流動資産は、前事業年度末に比べて129百万円増加し、9,507百万円となりました。これは主に、主要

原材料である原料海苔の買付けにより原材料及び貯蔵品が895百万円、受取手形及び売掛金が181百万円

それぞれ増加したこと、現金及び預金が938百万円減少したことによるものであります。 

固定資産は、前事業年度末に比べて66百万円増加し、2,916百万円となりました。これは主に、

投資有価証券が31百万円増加したことによるものであります。 

（負債） 

流動負債は、前事業年度末に比べて８百万円減少し、1,973百万円となりました。 

固定負債は、前事業年度末に比べて44百万円増加し、711百万円となりました。これは主に、役員退

職慰労引当金が47百万円増加したことによるものであります。 

（純資産） 

純資産合計は、前事業年度末に比べて160百万円増加し、9,738百万円となりました。これは主に、利

益剰余金の増加によるものであります。  

平成25年11月14日に公表いたしました通期の業績予想につきましては、現在のところ変更はありませ

ん。  

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

（２）財政状態に関する説明

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明
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該当事項はありません。  

  

該当事項はありません。 

  

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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３．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成25年９月30日) 

当第３四半期会計期間 
(平成26年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,962,259 2,023,738

受取手形及び売掛金 2,406,712 2,587,921

製品 631,963 605,074

仕掛品 72,095 71,270

原材料及び貯蔵品 3,245,090 4,140,177

その他 59,076 78,867

流動資産合計 9,377,198 9,507,049

固定資産   

有形固定資産   

建物 2,099,228 2,126,787

減価償却累計額 △1,675,502 △1,683,010

建物（純額） 423,725 443,777

土地 1,509,111 1,509,111

その他 2,059,978 2,092,394

減価償却累計額 △1,743,527 △1,788,304

その他（純額） 316,450 304,089

有形固定資産合計 2,249,288 2,256,979

無形固定資産 23,627 20,529

投資その他の資産   

投資有価証券 278,379 309,707

関係会社出資金 98,346 98,346

会員権 29,620 25,120

その他 181,073 215,976

貸倒引当金 △10,500 △10,500

投資その他の資産合計 576,919 638,651

固定資産合計 2,849,836 2,916,160

資産合計 12,227,034 12,423,209

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 840,974 715,680

電子記録債務 － 150,611

未払法人税等 106,000 106,000

賞与引当金 88,788 128,101

その他 946,440 872,864

流動負債合計 1,982,202 1,973,258

固定負債   

退職給付引当金 310,928 307,616

役員退職慰労引当金 354,283 402,233

その他 2,152 1,912

固定負債合計 667,363 711,762

負債合計 2,649,565 2,685,020
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成25年９月30日) 

当第３四半期会計期間 
(平成26年６月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 814,340 814,340

資本剰余金 1,043,871 1,043,871

利益剰余金 7,680,817 7,825,262

自己株式 △22,640 △23,548

株主資本合計 9,516,388 9,659,925

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 61,079 78,263

評価・換算差額等合計 61,079 78,263

純資産合計 9,577,468 9,738,189

負債純資産合計 12,227,034 12,423,209
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（２）四半期損益計算書 
 第３四半期累計期間 

（単位：千円）

前第３四半期累計期間 
(自 平成24年10月１日 
 至 平成25年６月30日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成25年10月１日 
 至 平成26年６月30日) 

売上高 11,751,347 11,785,541

売上原価 7,500,585 7,606,537

売上総利益 4,250,762 4,179,003

販売費及び一般管理費 3,932,878 3,905,329

営業利益 317,883 273,674

営業外収益   

受取利息 202 277

受取配当金 4,806 5,212

為替差益 5,432 1,320

助成金収入 1,975 1,398

雑収入 3,255 2,044

営業外収益合計 15,673 10,252

営業外費用   

支払利息 92 136

雑損失 － 90

営業外費用合計 92 226

経常利益 333,464 283,700

特別利益   

受取保険金 － 148,099

特別利益合計 － 148,099

特別損失   

固定資産除却損 1,754 1,787

役員退職慰労引当金繰入額 － 46,812

会員権評価損 － 4,500

お別れの会関連費用 － 22,456

特別損失合計 1,754 75,555

税引前四半期純利益 331,709 356,244

法人税、住民税及び事業税 170,123 187,477

法人税等調整額 △23,593 △77,175

法人税等合計 146,529 110,301

四半期純利益 185,179 245,942
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該当事項はありません。  

  

該当事項はありません。  

  

当社は食料品の製造・販売並びにこれらの付随業務を営んでおりますが、その他の事業の重要性が乏

しいため、セグメント情報の記載を省略しております。 

  

（３）四半期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）

（セグメント情報等）
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    当第３四半期累計期間における生産実績を品目別に示すと、次のとおりであります。 

    （注）上記金額は、製造原価によっております。また、上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

    当社は見込生産方式をとっておりますので、該当する事項はありません。 

    当第３四半期累計期間における販売実績を品目別に示すと、次のとおりであります。 

   （注）１ 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

      ２ 主な相手先別の販売実績及びそれぞれの総販売実績に対する割合は次のとおりであります。 

  

４．補足情報

（１）生産、受注及び販売の状況

   ①生産実績

 
前第３四半期累計期間 
（自 平成24年10月１日 

   至 平成25年６月30日）

当第３四半期累計期間 
（自 平成25年10月１日 

   至 平成26年６月30日）
前年同期比 
増減率 
（％）

区分 金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 構成比（％）

家庭用海苔 2,486,154 33.5 2,714,629 35.9 9.2

進物品 815,098 11.0 750,195 9.9 △8.0

ふりかけ等 1,399,286 18.9 1,311,413 17.3 △6.3

業務用海苔 2,702,881 36.4 2,775,323 36.7 2.7

その他 13,376 0.2 11,301 0.2 △15.5

合計 7,416,798 100.0 7,562,864 100.0 2.0
 

   ②受注実績

   ③販売実績

 
前第３四半期累計期間 
（自 平成24年10月１日 

   至 平成25年６月30日）

当第３四半期累計期間 
（自 平成25年10月１日 

   至 平成26年６月30日）
前年同期比 
増減率 
（％）

区分 金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 構成比（％）

家庭用海苔 4,235,252 36.0 4,504,678 38.2 6.4

進物品 1,530,203 13.0 1,422,806 12.1 △7.0

ふりかけ等 2,571,574 21.9 2,380,367 20.2 △7.4

業務用海苔 3,390,287 28.9 3,458,095 29.3 2.0

その他 24,029 0.2 19,593 0.2 △18.5

合計 11,751,347 100.0 11,785,541 100.0 0.3
 

 
前第３四半期累計期間 
（自 平成24年10月１日 

   至 平成25年６月30日）

当第３四半期累計期間 
（自 平成25年10月１日 

   至 平成26年６月30日）

区分 金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％）

三菱商事㈱ 3,728,596 31.7 3,734,116 31.7

伊藤忠商事㈱ 2,996,805 25.5 2,884,694 24.5
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