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1.  平成21年9月期第3四半期の業績（平成20年10月1日～平成21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 ％

21年9月期第3四半期 13,454 ― 473 ― 477 ― 250 ―

20年9月期第3四半期 13,431 1.1 601 9.7 605 8.5 168 △45.2

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

21年9月期第3四半期 49.33 ―

20年9月期第3四半期 33.17 ―

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

21年9月期第3四半期 12,194 9,336 76.6 1,838.01
20年9月期 11,952 9,193 76.9 1,809.44

（参考） 自己資本   21年9月期第3四半期  9,336百万円 20年9月期  9,193百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年9月期 ― 0.00 ― 20.00 20.00
21年9月期 ― 0.00 ―

21年9月期 
（予想）

20.00 20.00

3.  平成21年9月期の業績予想（平成20年10月1日～平成21年9月30日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無  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 18,000 1.1 640 0.5 650 1.3 350 102.2 68.88



4.  その他 

(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  無  
（注）詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４． その他をご覧ください。 

(2) 四半期財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項
等の変更に記載されるもの） 

（注）詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４． その他をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年9月期第3四半期 5,098,096株 20年9月期  5,098,096株

② 期末自己株式数 21年9月期第3四半期  18,448株 20年9月期  17,464株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年9月期第3四半期 5,080,203株 20年9月期第3四半期 5,081,632株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

１．当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適
用指針第14号）を適用しております。 
２．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、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。 



当第３四半期累計期間におけるわが国の経済は、輸出や生産の一部には持ち直しの兆しが見られたものの、昨年

来の世界的な金融不安による株式市場の低迷、円高等の影響により、景気の先行きは依然として不透明のまま推移

いたしました。個人消費についても、雇用・所得環境に一段と厳しさが増し、低調のまま推移いたしました。当業

界におきましても、消費者の低価格志向、節約志向が更に強まり、需要の回復は見られませんでした。  

このような状況のもと、当社では新製品の開発、新規取引先の開拓に注力するとともに、採算重視の販売施策を

推し進めてまいりました。  

その結果、当第３四半期累計期間の売上高は13,454百万円〈前年同期比0.2％増）となりました。利益面におき

ましては、昨年からの資材価格上昇による影響は縮小しつつあるものの解消するまでには至らず、経費につきまし

ては、広告宣伝費等の削減に努めましたが、販売促進費が増加したことにより、営業利益は473百万円（前年同期

比21.2％減）、経常利益は477百万円〈前年同期比21.2％減）、四半期純利益は250百万円（前年同期比48.6％増）

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、消費者の低価格志向が強まる中で販売施策の効率化に努めましたが、売上高は

4,622百万円〈前年同期比1.9％減）となりました。進物品につきましては、販売ルートの拡充に努めましたが、

2,262百万円〈前年同期比8.0％減）となりました。ふりかけ等は、既存品の売上が堅調に推移したことに加え、新

製品の寄与もあり2,715百万円〈前年同期比15.2％増）となりました。業務用海苔につきましては、新規取引先の

開拓等による増加はあったものの低価格品の売上構成が高まった結果、3,815百万円〈前年同期比1.1％減）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242百万円増加し、12,194百万円となりまし

た。 

流動資産は、前事業年度末に比べて164百万円増加し、9,063百万円となりました。これは主に、現金及び預金が

1,392百万円減少したものの、受取手形及び売掛金が243百万円増加したこと、及び主要原材料である原料海苔の購

入により原材料が1,235百万円増加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77百万円増加し、3,131百万円となりました。これは主に、コンピュータシ

ステムの入替に伴いソフトウェアが89百万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94百万円増加し、2,234百万円となりました。これは主に、支払手形及び買

掛金が189百万円増加したことによるものであります。 

固定負債は、前事業年度末に比べて4百万円増加し、624百万円となりました。 

 （純資産）  

純資産合計は、前事業年度末に比べて143百万円増加し、9,336百万円となりました。  

  

(2)キャッシュ・フローの状況 

当第３四半期会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前期末に比べて1,392百万

円減少し424百万円となりました。 

当第３四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。  

（営業活動によるキャッシュ・フロー）  

営業活動の結果使用した資金は1,047百万円となりました。これは主に税引前四半期純利益452百万円、仕入債務

の増加額205百万円があった一方、売上債権の増加額243百万円、たな卸資産の増加額1,224百万円があったことに

よるものであります。  

（投資活動によるキャッシュ・フロー）  

投資活動の結果使用した資金は240百万円となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出114百万円、

無形固定資産の取得による支出118百万円によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果使用した資金は102百万円となりました。これは主に配当金の支払額101百万円によるものであり

ます。  

  

定性的情報・財務諸表等

１．経営成績に関する定性的情報

２．財政状態に関する定性的情報



 平成21年９月期の通期業績予想につきましては、平成20年11月14日に公表いたしました数値から現在のところ変更

はありません。 

  

  

①簡便な会計処理  

 （たな卸資産の評価方法） 

当第３四半期会計期間末のたな卸高の算定に関しては、実地たな卸を省略し、第２四半期会計期間末の実地

たな卸高を基礎として、合理的に算定する方法によっております。 

たな卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積り、簿

価切下げを行う方法によっております。 

（繰延税金資産及び負債の算定方法） 

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、一時差異の発生状況等について前事業年度末から著しい変化

がないと認められるため、前事業年度末において使用した将来の業績予測及びタックス・プランニングを利用

しております。 

②四半期財務諸表の作成に特有の会計処理 

 該当事項はありません。  

  

  

① 当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関す

る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期財務諸表等規

則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 

② たな卸資産の評価基準及び評価方法 

  通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として総平均法による原価法によっておりまし

たが、第１四半期会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５

日）が適用されたことに伴い、主として総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基

づく簿価切下げの方法）により算定しております。 

  これにより、当第３四半期累計期間の営業利益、経常利益及び税引前四半期純利益は、それぞれ1,534千円

減少しております。 

③ リース取引に関する会計基準等の適用 

  第１四半期会計期間から「リース取引に関する会計基準」(企業会計審議会第一部会 平成５年６月17日 

終改正平成19年３月30日 企業会計基準第13号)及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」(日本公認

会計士協会 会計制度委員会 平成６年１月18日 終改正平成19年３月30日 企業会計基準適用指針第16

号)を早期に適用し、所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準

じた会計処理から通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理に変更しております。 

  なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の

賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を引き続き採用しております。 

    この変更に伴う損益に与える影響はありません。 

  

３．業績予想に関する定性的情報

４．その他

（１）簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（２）四半期財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更



５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成21年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 649,343 2,041,410 

受取手形及び売掛金 3,020,416 2,776,631 

製品 680,192 701,295 

原材料 4,419,890 3,184,841 

仕掛品 93,913 83,845 

その他 199,516 110,713 

流動資産合計 9,063,273 8,898,737 

固定資産   

有形固定資産   

建物 2,048,160 2,024,668 

減価償却累計額 △1,539,758 △1,518,343 

建物（純額） 508,402 506,324 

土地 1,517,542 1,517,542 

その他 1,848,315 1,774,726 

減価償却累計額 △1,479,614 △1,413,710 

その他（純額） 368,701 361,015 

有形固定資産合計 2,394,646 2,384,882 

無形固定資産 130,633 41,503 

投資その他の資産   

投資有価証券 205,584 225,430 

会員権 52,500 70,100 

その他 380,825 380,085 

貸倒引当金 △32,900 △48,690 

投資その他の資産合計 606,010 626,926 

固定資産合計 3,131,290 3,053,312 

資産合計 12,194,564 11,952,050 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,050,759 861,214 

未払法人税等 38,000 198,000 

賞与引当金 160,230 124,271 

その他 985,061 955,978 

流動負債合計 2,234,052 2,139,464 

固定負債   

退職給付引当金 317,109 321,678 

役員退職慰労引当金 304,683 295,345 

その他 2,294 2,478 

固定負債合計 624,087 619,502 

負債合計 2,858,139 2,758,967 



（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成21年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年９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 7,475,654 7,326,644 

自己株式 △18,121 △17,270 

株主資本合計 9,315,744 9,167,586 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 20,680 25,496 

評価・換算差額等合計 20,680 25,496 

純資産合計 9,336,424 9,193,082 

負債純資産合計 12,194,564 11,952,050 



（２）四半期損益計算書 
（第３四半期累計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期累計期間 
(自 平成20年10月１日 

 至 平成21年６月30日) 

売上高 13,454,826

売上原価 8,205,227

売上総利益 5,249,598

販売費及び一般管理費 4,775,860

営業利益 473,738

営業外収益  

受取利息 1,122

受取配当金 4,186

助成金収入 1,558

雑収入 2,121

営業外収益合計 8,988

営業外費用  

支払利息 2,310

為替差損 2,757

営業外費用合計 5,067

経常利益 477,658

特別利益  

固定資産売却益 277

貸倒引当金戻入額 570

特別利益合計 847

特別損失  

固定資産除却損 670

たな卸資産廃棄損 7,536

投資有価証券評価損 16,297

貸倒引当金繰入額 1,500

特別損失合計 26,004

税引前四半期純利益 452,501

法人税、住民税及び事業税 197,255

法人税等調整額 4,623

法人税等合計 201,879

四半期純利益 250,622



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第３四半期累計期間 
(自 平成20年10月１日 

 至 平成21年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前四半期純利益 452,501

減価償却費 135,537

貸倒引当金の増減額（△は減少） 930

受取利息及び受取配当金 △5,308

支払利息 2,310

為替差損益（△は益） 2,518

有形固定資産売却損益（△は益） △277

有形固定資産除却損 670

投資有価証券評価損益（△は益） 16,297

賞与引当金の増減額（△は減少） 35,959

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 9,337

退職給付引当金の増減額（△は減少） △4,568

売上債権の増減額（△は増加） △243,785

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,224,421

仕入債務の増減額（△は減少） 205,958

その他の資産・負債の増減額 △77,341

小計 △693,682

利息及び配当金の受取額 5,295

利息の支払額 △2,310

預り敷金及び保証金の受入による収入 104

預り敷金及び保証金の返還による支出 △288

法人税等の支払額 △356,179

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,047,060

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形固定資産の取得による支出 △114,309

有形固定資産の売却による収入 552

無形固定資産の取得による支出 △118,621

投資有価証券の取得による支出 △4,478

その他 △3,297

投資活動によるキャッシュ・フロー △240,153

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入れによる収入 1,000,000

短期借入金の返済による支出 △1,000,000

自己株式の取得による支出 △851

配当金の支払額 △101,482

財務活動によるキャッシュ・フロー △102,333

現金及び現金同等物に係る換算差額 △2,518

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,392,066

現金及び現金同等物の期首残高 1,816,410

現金及び現金同等物の四半期末残高 424,343



 当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計

基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期財務諸表等規則」に従い四

半期財務諸表を作成しております。 

  

 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記



「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期損益計算書 

前第３四半期累計期間（平成19年10月１日～平成20年６月30日） 

  

科目 

前年同四半期
（平成20年９月期 
第３四半期） 

金額（千円）

Ⅰ 売上高  13,431,121

Ⅱ 売上原価  8,082,756

売上総利益  5,348,364

Ⅲ 販売費及び一般管理費  4,746,990

営業利益  601,374

Ⅳ 営業外収益  11,322

Ⅴ 営業外費用  6,802

経常利益  605,894

Ⅵ 特別利益  292

Ⅶ 特別損失  288,092

税引前四半期純利益  318,094

税金費用  149,492

四半期純利益  168,602



前第３四半期累計期間（平成19年10月１日～平成20年６月30日） 

  

（２）（要約）四半期キャッシュ・フロー計算書

  
前年同四半期

 （平成20年９月期 
 第３四半期） 

区分 金額（千円）

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー      

税引前四半期純利益  318,094

減価償却費   122,987

有形固定資産売却損  18

有形固定資産除却損  178

投資有価証券評価損  4,999

貸倒引当金の増減額 △292

賞与引当金の増減額  36,358

役員退職慰労引当金の増減額  292,233

退職給付引当金の増減額  19,681

受取利息及び受取配当金 △5,146

支払利息  3,942

為替差損  2,592

売上債権の増減額 △40,382

たな卸資産の増減額 △1,208,413

仕入債務の増減額  185,413

未払役員賞与の増減額 △22,680

その他の資産・負債の増減額 △6,560

小計 △296,974

利息及び配当金の受取額  4,969

利息の支払額 △3,651

預り保証金の受取額  138

預り保証金の返戻額 △468

法人税等の支払額 △198,216

営業活動によるキャッシュ・フロー △494,202

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー      

有形固定資産の取得による支出 △76,050

有形固定資産の売却による収入  1

投資有価証券の取得による支出 △4,386

その他  287

投資活動によるキャッシュ・フロー △80,149

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー      

短期借入れによる収入  1,300,000

短期借入金の返済による支出 △1,000,000

自己株式の取得による支出 △602

配当金の支払額 △86,392

財務活動によるキャッシュ・フロー  213,004

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △2,592

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 △363,938

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  1,026,833

Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末残高  662,894

    



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） 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

６．販売実績

  

  
前第３四半期累計期間 

（自 平成19年10月１日 
至 平成20年６月30日） 

  
当第３四半期累計期間 

（自 平成20年10月１日 
至 平成21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  4,712,808  35.1  4,622,622  34.4  △1.9

進物品  2,460,212  18.3  2,262,830  16.8  △8.0

ふりかけ等  2,356,630  17.6  2,715,553  20.2  15.2

業務用海苔  3,856,798  28.7  3,815,742  28.3  △1.1

その他  44,671  0.3  38,077  0.3  △14.8

合計  13,431,121  100.0  13,454,826  100.0  0.2
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