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1. 平成27年9月期第3四半期の業績（平成26年10月1日～平成27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 ％

27年9月期第3四半期 11,991 1.7 36 △86.7 45 △84.0 0 △100.0
26年9月期第3四半期 11,785 0.3 273 △13.9 283 △14.9 245 32.8

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

27年9月期第3四半期 0.02 ―
26年9月期第3四半期 48.47 ―

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

27年9月期第3四半期 13,082 9,654 73.8 1,903.34
26年9月期 12,458 9,701 77.9 1,912.16
（参考）自己資本 27年9月期第3四半期 9,654百万円 26年9月期 9,701百万円

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

26年9月期 ― 0.00 ― 20.00 20.00
27年9月期 ― 0.00 ―
27年9月期（予想） 15.00 15.00

3. 平成27年 9月期の業績予想（平成26年10月 1日～平成27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 15,950 2.0 130 △54.6 140 △53.5 60 △70.4 11.83



(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 ： 無
④ 修正再表示 ： 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 27年9月期3Q 5,098,096 株 26年9月期 5,098,096 株
② 期末自己株式数 27年9月期3Q 25,561 株 26年9月期 24,396 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 27年9月期3Q 5,072,958 株 26年9月期3Q 5,074,398 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予想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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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

当第３四半期累計期間におけるわが国の経済は、政府の経済政策および日銀の追加金融緩和政策による円安と株

価上昇により企業業績や雇用情勢に改善がみられる一方、海外の経済情勢が不安定なことや物価上昇懸念により、

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、製

品販売価格は低迷が続いております。また、当社の主要原材料である原料海苔は、平成25年度の収穫期における不

作の影響により仕入価格が高騰いたしましたが、平成26年度も漁期開始当初から品薄感により仕入価格は更に高騰

し、大変厳しい環境となりました。

このような状況のもと、当社では引き続きコスト削減に努めてまいりましたが、原料海苔の高騰を自助努力では

吸収しきれず、平成27年６月より一部製品の販売価格の引き上げを実施いたしました。

その結果、当第３四半期累計期間の売上高は11,991百万円（前年同期比1.7％増）となりました。利益面におき

ましては、原料海苔高騰が大きく影響し、営業利益は36百万円（前年同期比86.7％減）、経常利益は45百万円（前

年同期比84.0％減）、四半期純利益は０百万円（前年同期比100.0％減）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4,839百万円（前年同期比7.4％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1,246百万円（前年同期比12.4％減）となりました。ふりかけ等につきましては、緑黄野菜ふりかけ

をはじめとするふりかけ製品は好調に推移したものの、しじみわかめスープ等の販売不振により、売上高は2,371

百万円（前年同期比0.4％減）となりました。業務用海苔につきましては、既存取引先での販売が好調に推移した

ことにより、売上高は3,513百万円（前年同期比1.6％増）となりました。

（２）財政状態に関する説明

（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623百万円増加し、13,082百万円となりまし

た。

流動資産は、前事業年度末に比べて625百万円増加し、10,207百万円となりました。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2,447百万円、その他の流動資産が273百万円、未収還付法人税等が

76百万円、受取手形及び売掛金が23百万円それぞれ増加した一方、現金及び預金が2,237百万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２百万円減少し、2,875百万円となりました。これは主に、投資有価証券が68

百万円、無形固定資産が30百万円それぞれ増加した一方、その他（投資その他の資産）が101百万円減少したことに

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881百万円増加し、2,924百万円となりました。これは主に、短期借入金が

1,100百万円増加した一方、未払法人税等が104百万円、支払手形及び買掛金が90百万円それぞれ減少したことによ

るものであります。

固定負債は、前事業年度末に比べて210百万円減少し、503百万円となりました。これは主に、役員退職慰労引当

金が194百万円減少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46百万円減少し、9,654百万円となりました。これは主に、その他有価証券

評価差額金が47百万円増加した一方、利益剰余金が93百万円減少したことによるものであります。

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成27年９月期の業績予想につきましては、平成27年５月11日付の「通期業績予想及び配当予想の修正に関する

お知らせ」にて公表いたしました業績予想から変更はありません。
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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

該当事項はありません。

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

（会計方針の変更）

「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号 平成24年５月17日。以下「退職給付会計基準」という。）及

び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号 平成24年５月17日。以下「退職給付適

用指針」という。）を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられた定めについて第

１四半期会計期間より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給付見込額の期間帰属方法を

期間定額基準から給付算定式基準へ変更するとともに、割引率の決定方法を従業員の平均残存勤務期間に近似した

年数に基づく割引率から、退職給付の支払見込期間及び支払見込期間ごとの金額を反映した単一の加重平均割引率

を使用する方法へ変更しております。

退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従って、当第３四半

期累計期間の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を利益剰余金に加減してお

ります。

この結果、当第３四半期累計期間の期首の退職給付引当金が12,465千円減少し、利益剰余金が8,065千円増加して

おります。また、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に与える影響は軽微であり

ます。

（追加情報）

法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

「所得税法等の一部を改正する法律」（平成27年法律第９号）及び「地方税法等の一部を改正する法律」（平成

27年法律第２号）が平成27年３月31日に公布され、平成27年４月１日以後に開始する事業年度から法人税率等の引

下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率

は従来の35.3％から平成27年10月１日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については33.0％に、平成

28年10月１日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については、32.2％となります。

　この税率変更により、繰延税金資産の純額（繰延税金負債の金額を控除した金額）は4,110千円減少し、法人税

等調整額が10,192千円増加しております。
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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26年９月30日)

当第３四半期会計期間
(平成27年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,306,568 1,068,981

受取手形及び売掛金 2,605,711 2,629,423

製品 614,565 634,518

仕掛品 73,981 96,078

原材料及び貯蔵品 2,926,768 5,373,818

未収還付法人税等 － 76,980

その他 53,888 327,523

流動資産合計 9,581,484 10,207,324

固定資産

有形固定資産

建物 2,129,371 2,146,726

減価償却累計額 △1,676,975 △1,702,222

建物（純額） 452,396 444,504

土地 1,509,111 1,509,111

その他 2,104,684 2,130,031

減価償却累計額 △1,812,069 △1,829,452

その他（純額） 292,615 300,578

有形固定資産合計 2,254,123 2,254,195

無形固定資産 19,563 50,384

投資その他の資産

投資有価証券 322,536 391,222

関係会社出資金 54,380 54,380

会員権 24,720 24,720

その他 213,100 111,140

貸倒引当金 △11,000 △11,000

投資その他の資産合計 603,738 570,463

固定資産合計 2,877,425 2,875,043

資産合計 12,458,909 13,082,367

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 757,200 666,874

電子記録債務 146,163 139,409

短期借入金 － 1,100,000

未払法人税等 110,000 5,300

賞与引当金 86,442 119,905

その他 943,113 892,795

流動負債合計 2,042,919 2,924,284

固定負債

退職給付引当金 307,722 291,013

役員退職慰労引当金 404,658 210,537

その他 1,866 1,762

固定負債合計 714,246 503,312

負債合計 2,757,166 3,427,597
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(単位：千円)

前事業年度
(平成26年９月30日)

当第３四半期会計期間
(平成27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 7,781,709 7,688,423

自己株式 △23,733 △24,884

株主資本合計 9,616,187 9,521,750

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 85,555 133,020

評価・換算差額等合計 85,555 133,020

純資産合計 9,701,743 9,654,770

負債純資産合計 12,458,909 13,082,367
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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25年10月１日
　至 平成26年６月30日)

当第３四半期累計期間
(自 平成26年10月１日
　至 平成27年６月30日)

売上高 11,785,541 11,991,431

売上原価 7,606,537 8,025,908

売上総利益 4,179,003 3,965,523

販売費及び一般管理費 3,905,329 3,929,105

営業利益 273,674 36,417

営業外収益

受取利息 277 244

受取配当金 5,212 5,533

為替差益 1,320 1,689

助成金収入 1,398 1,073

雑収入 2,044 1,958

営業外収益合計 10,252 10,499

営業外費用

支払利息 136 1,393

雑損失 90 31

営業外費用合計 226 1,425

経常利益 283,700 45,491

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 1,787 1,418

固定資産売却損 － 26

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 75,555 1,444

税引前四半期純利益 356,244 44,047

法人税、住民税及び事業税 187,477 13,370

法人税等調整額 △77,175 30,553

法人税等合計 110,301 43,924

四半期純利益 245,942 122
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（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）

該当事項はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

該当事項はありません。

（セグメント情報等）

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。
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４．補足情報

（１）生産、受注及び販売の状況

　 ①生産実績

　 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。

前第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）

当第３四半期累計期間
（自 平成26年10月１日

　 至 平成27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 2,714,629 35.9 3,100,378 38.7 14.2

進物品 750,195 9.9 698,164 8.7 △6.9

ふりかけ等 1,311,413 17.3 1,331,810 16.6 1.6

業務用海苔 2,775,323 36.7 2,874,316 35.9 3.6

その他 11,301 0.2 10,237 0.1 △9.4

合計 7,562,864 100.0 8,014,907 100.0 6.0

　 （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。

　 ②受注実績

　 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。

　 ③販売実績

　 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。

前第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）

当第３四半期累計期間
（自 平成26年10月１日

　 至 平成27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 4,504,678 38.2 4,839,526 40.3 7.4

進物品 1,422,806 12.1 1,246,482 10.4 △12.4

ふりかけ等 2,380,367 20.2 2,371,279 19.8 △0.4

業務用海苔 3,458,095 29.3 3,513,934 29.3 1.6

その他 19,593 0.2 20,208 0.2 3.1

合計 11,785,541 100.0 11,991,431 100.0 1.7

　 （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。

前第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）

当第３四半期累計期間
（自 平成26年10月１日

　 至 平成27年６月30日）

区分 金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％）

三菱商事㈱ 3,734,116 31.7 3,901,516 32.5

伊藤忠商事㈱ 2,884,694 24.5 2,798,002 23.3

決算短信 （宝印刷）  2015年08月06日 16時59分 8ページ （Tess 1.40 20131220_01）


