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1.  平成25年9月期第3四半期の業績（平成24年10月1日～平成25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 ％

25年9月期第3四半期 11,751 △5.2 317 17.2 333 18.7 185 23.6
24年9月期第3四半期 12,393 △4.8 271 △27.4 280 △26.5 149 △25.2

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

25年9月期第3四半期 36.48 ―
24年9月期第3四半期 29.52 ―

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

25年9月期第3四半期 12,785 9,553 74.7 1,882.22
24年9月期 12,367 9,430 76.3 1,857.97
（参考） 自己資本   25年9月期第3四半期  9,553百万円 24年9月期  9,430百万円

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9月期 ― 0.00 ― 20.00 20.00
25年9月期 ― 0.00 ―
25年9月期（予想） 20.00 20.00

3. 平成25年 9月期の業績予想（平成24年10月 1日～平成25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 15,810 △3.6 290 0.5 300 0.5 150 3.0 29.55



(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   ：  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9月期3Q 5,098,096 株 24年9月期 5,098,096 株
② 期末自己株式数 25年9月期3Q 22,616 株 24年9月期 22,224 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年9月期3Q 5,075,775 株 24年9月期3Q 5,076,951 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「（３）業績予想に関する定性的情報」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、アベノミクスへの期待感から円高是正や株価回復の

動きもあり、景気は緩やかな回復局面にあるものの、不安定な海外経済や原材料価格の上昇、電力料金

の値上げなど、先行きに対する懸念が残る環境で推移いたしました。 

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、販売面においては大変厳しい環境でありました。  

このような状況のもと、当社では消費者ニーズに合った製品の強化に努めるとともに、販売促進費を

はじめとする経費の削減、製造コストの低減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11,751百万円（前年同期比5.2％減）となりました。利

益面におきましては、営業利益は317百万円（前年同期比17.2％増）、経常利益は333百万円（前年同期

比18.7％増）、四半期純利益は185百万円（前年同期比23.6％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、消費者ニーズに合った製品の強化を図るため、一部製品のリニューアル

を実施するとともに、販売促進費の削減を推し進めた結果、売上高は4,235百万円（前年同期比7.9％

減）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1,530百万円

（前年同期比11.4％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2,571百万円（前年同期比4.3％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3,390百万円（前年同期比1.2％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417百万円増加し、12,785百万円

となりました。 

流動資産は、前事業年度末に比べて324百万円増加し、9,967百万円となりました。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913百万円増加したこと、現金及び預金が388

百万円、受取手形及び売掛金が110百万円、製品が69百万円それぞれ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93百万円増加し、2,817百万円となりました。これは主に、関係

会社出資金が98百万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270百万円増加し、2,552百万円となりました。これは主に、支払

手形及び買掛金が316百万円増加したこと、その他流動負債が105百万円減少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24百万円増加し、679百万円となりました。 

（純資産） 

純資産合計は、前事業年度末に比べて122百万円増加し、9,553百万円となりました。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24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）経営成績に関する定性的情報

（２）財政状態に関する定性的情報

（３）業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。  

  

（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）  

当社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期会計期間より、平成24年10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。  

   この変更による当第３四半期累計期間の損益に与える影響は軽微であります。  

  

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24年９月30日) 

当第３四半期会計期間 
(平成25年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,498,537 2,110,463

受取手形及び売掛金 2,868,014 2,757,421

製品 675,339 605,447

仕掛品 75,494 63,447

原材料及び貯蔵品 3,440,397 4,354,368

その他 85,360 76,606

流動資産合計 9,643,145 9,967,754

固定資産   

有形固定資産   

建物 2,068,178 2,099,228

減価償却累計額 △1,641,954 △1,666,812

建物（純額） 426,223 432,415

土地 1,509,111 1,509,111

その他 2,038,826 2,030,885

減価償却累計額 △1,715,362 △1,749,142

その他（純額） 323,464 281,743

有形固定資産合計 2,258,800 2,223,270

無形固定資産 35,808 18,679

投資その他の資産   

投資有価証券 206,735 271,736

関係会社出資金 － 98,346

会員権 29,620 29,620

その他 203,684 186,170

貸倒引当金 △10,500 △10,500

投資その他の資産合計 429,539 575,373

固定資産合計 2,724,147 2,817,323

資産合計 12,367,293 12,785,078

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,151,123 1,467,703

未払法人税等 74,000 92,000

賞与引当金 93,116 134,471

その他 963,516 858,132

流動負債合計 2,281,757 2,552,306

固定負債   

退職給付引当金 311,022 326,423

役員退職慰労引当金 341,583 351,045

その他 2,106 2,146

固定負債合計 654,711 679,615

負債合計 2,936,468 3,231,922
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成24年９月30日) 

当第３四半期会計期間 
(平成25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 7,575,594 7,659,256

自己株式 △21,749 △22,107

株主資本合計 9,412,057 9,495,361

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 18,766 57,794

評価・換算差額等合計 18,766 57,794

純資産合計 9,430,824 9,553,155

負債純資産合計 12,367,293 12,785,078

株式会社大森屋（２９１７）平成25年９月期　第３四半期決算短信〔日本基準〕（非連結）

-5-



（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23年10月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第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) 

売上高 12,393,152 11,751,347

売上原価 7,684,602 7,500,585

売上総利益 4,708,550 4,250,762

販売費及び一般管理費 4,437,282 3,932,878

営業利益 271,267 317,883

営業外収益   

受取利息 238 202

受取配当金 4,491 4,806

為替差益 456 5,432

助成金収入 1,416 1,975

雑収入 3,194 3,255

営業外収益合計 9,796 15,673

営業外費用   

支払利息 148 92

営業外費用合計 148 92

経常利益 280,916 333,464

特別利益   

固定資産売却益 33,647 －

補助金収入 1,388 －

特別利益合計 35,035 －

特別損失   

固定資産除却損 403 1,754

固定資産圧縮損 1,291 －

貸倒引当金繰入額 450 －

特別損失合計 2,144 1,754

税引前四半期純利益 313,807 331,709

法人税、住民税及び事業税 158,083 170,123

法人税等調整額 5,851 △23,593

法人税等合計 163,934 146,529

四半期純利益 149,872 185,179
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該当事項はありません。  

  

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）セグメント情報等

（５）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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    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23年10月１日  

   至 平成24年６月30日）

当第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）
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 2,429,000 32.1 2,486,154 33.5 2.4

進物品 907,148 12.0 815,098 11.0 △10.1

ふりかけ等 1,510,787 20.0 1,399,286 18.9 △7.4

業務用海苔 2,691,953 35.6 2,702,881 36.4 0.4

その他 18,705 0.3 13,376 0.2 △28.5

合計 7,557,594 100.0 7,416,798 100.0 △1.9

   ②受注実績

   ③販売実績

前第３四半期累計期間 
（自 平成23年10月１日  

   至 平成24年６月30日）

当第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）
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 4,599,130 37.1 4,235,252 36.0 △7.9

進物品 1,727,931 14.0 1,530,203 13.0 △11.4

ふりかけ等 2,688,521 21.7 2,571,574 21.9 △4.3

業務用海苔 3,350,119 27.0 3,390,287 28.9 1.2

その他 27,449 0.2 24,029 0.2 △12.5

合計 12,393,152 100.0 11,751,347 100.0 △5.2

前第３四半期累計期間 
（自 平成23年10月１日  

   至 平成24年６月30日）

当第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）

区分 金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％）

三菱商事㈱ 4,062,638 32.8 3,728,596 31.7

伊藤忠商事㈱ 3,106,006 25.1 2,996,805 25.5
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