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1. 平成26年9月期第1四半期の業績（平成25年10月1日～平成25年12月31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1四半期 4,512 △2.7 301 17.5 309 16.9 185 18.2
25年9月期第1四半期 4,635 △5.9 257 △13.3 264 △12.2 157 △1.3

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1四半期 36.64 ―
25年9月期第1四半期 30.99 ―

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1四半期 12,825 9,674 75.4 1,906.48
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1四半期 9,674百万円 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 ―
26年9月期（予想） 0.00 ― 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、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) 7,930 △0.7 164 6.0 170 3.0 95 7.4 18.72
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
②①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1Q 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1Q 23,399 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1Q 5,074,797 株 25年9月期1Q 5,075,872 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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当第１四半期累計期間におけるわが国の経済は、政府の各種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。 

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１四半期累計期間の売上高は4,512百万円（前年同期比2.7％減）となりました。利益

面におきましては、営業利益は301百万円（前年同期比17.5％増）、経常利益は309百万円（前年同期比

16.9％増）、四半期純利益は185百万円（前年同期比18.2％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り、積極的な販売施策を推し進め

た結果、売上高は1,710百万円（前年同期比4.7％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780百万円（前年同期比9.3％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846百万円（前年同期比10.9％減）となりまし

た。業務用海苔につきましては、売上高は1,166百万円（前年同期比1.3％減）となりました。  

  

(1)資産、負債及び純資産の分析  

（資産） 

当第１四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598百万円増加し、12,825百万円

となりました。 

流動資産は、前事業年度末に比べて591百万円増加し、9,968百万円となりました。これは主に、受取

手形及び売掛金が953百万円増加したこと、現金及び預金が154百万円、原材料及び貯蔵品が129百万

円、製品が94百万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６百万円増加し、2,856百万円となりました。       

（負債） 

流動負債は、前事業年度末に比べて519百万円増加し、2,501百万円となりました。これは主に、支払

手形及び買掛金が457百万円、その他流動負債が118百万円それぞれ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18百万円減少し、648百万円となりました。 

（純資産） 

純資産合計は、前事業年度末に比べて97百万円増加し、9,674百万円となりました。これは主に、利

益剰余金が84百万円増加したこと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第２四半期累計期間及び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１四半期会計期間 
(平成25年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,962,259 2,807,693

受取手形及び売掛金 2,406,712 3,360,263

製品 631,963 537,934

仕掛品 72,095 77,529

原材料及び貯蔵品 3,245,090 3,115,835

その他 59,076 69,481

流動資産合計 9,377,198 9,968,737

固定資産   

有形固定資産   

建物 2,099,228 2,099,228

減価償却累計額 △1,675,502 △1,683,419

建物（純額） 423,725 415,809

土地 1,509,111 1,509,111

その他 2,059,978 2,085,570

減価償却累計額 △1,743,527 △1,760,498

その他（純額） 316,450 325,071

有形固定資産合計 2,249,288 2,249,992

無形固定資産 23,627 22,511

投資その他の資産   

投資有価証券 278,379 300,504

関係会社出資金 98,346 98,346

会員権 29,620 29,620

その他 181,073 166,078

貸倒引当金 △10,500 △10,500

投資その他の資産合計 576,919 584,049

固定資産合計 2,849,836 2,856,554

資産合計 12,227,034 12,825,292

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 840,974 1,298,179

未払法人税等 106,000 97,000

賞与引当金 88,788 41,545

その他 946,440 1,064,759

流動負債合計 1,982,202 2,501,485

固定負債   

退職給付引当金 310,928 297,614

役員退職慰労引当金 354,283 349,270

その他 2,152 2,102

固定負債合計 667,363 648,987

負債合計 2,649,565 3,150,472
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成25年９月30日) 

当第１四半期会計期間 
(平成25年12月31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 7,765,250

自己株式 △22,640 △22,821

株主資本合計 9,516,388 9,600,641

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 61,079 74,178

評価・換算差額等合計 61,079 74,178

純資産合計 9,577,468 9,674,819

負債純資産合計 12,227,034 12,825,292
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（２）四半期損益計算書 
 第１四半期累計期間 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成24年10月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成25年10月１日 
 至 平成25年12月31日) 

売上高 4,635,469 4,512,177

売上原価 2,934,931 2,845,109

売上総利益 1,700,537 1,667,067

販売費及び一般管理費 1,443,473 1,365,112

営業利益 257,064 301,954

営業外収益   

受取利息 32 30

受取配当金 2,364 2,553

為替差益 2,230 2,632

助成金収入 1,208 898

雑収入 1,432 1,023

営業外収益合計 7,268 7,137

営業外費用   

雑損失 － 11

営業外費用合計 － 11

経常利益 264,332 309,080

特別損失   

固定資産除却損 － 0

特別損失合計 － 0

税引前四半期純利益 264,332 309,080

法人税、住民税及び事業税 88,260 92,496

法人税等調整額 18,755 30,653

法人税等合計 107,015 123,149

四半期純利益 157,316 185,930
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該当事項はありません。  

  

該当事項はありません。  

  

当社は食品製造事業の単一セグメントであるため、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１四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１四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１四半期累計期間 
（自 平成24年10月１日  

   至 平成24年12月31日）

当第１四半期累計期間 
（自 平成25年10月１日 

   至 平成25年12月31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 919,674 33.1 976,582 35.6 6.2

進物品 360,433 13.0 310,309 11.3 △13.9

ふりかけ等 498,892 18.0 485,751 17.7 △2.6

業務用海苔 991,620 35.7 968,218 35.2 △2.4

その他 6,255 0.2 5,481 0.2 △12.4

合計 2,776,876 100.0 2,746,342 100.0 △1.1
 

   ②受注実績

   ③販売実績

 
前第１四半期累計期間 
（自 平成24年10月１日  

   至 平成24年12月31日）

当第１四半期累計期間 
（自 平成25年10月１日 

   至 平成25年12月31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 1,633,901 35.2 1,710,531 37.9 4.7

進物品 860,396 18.6 780,332 17.3 △9.3

ふりかけ等 949,865 20.5 846,660 18.8 △10.9

業務用海苔 1,182,059 25.5 1,166,310 25.8 △1.3

その他 9,246 0.2 8,342 0.2 △9.8

合計 4,635,469 100.0 4,512,177 100.0 △2.7
 

 
前第１四半期累計期間 
（自 平成24年10月１日  

   至 平成24年12月31日）

当第１四半期累計期間 
（自 平成25年10月１日 

   至 平成25年12月31日）

区分 金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％）

三菱商事㈱ 1,398,835 30.2 1,351,609 30.0

伊藤忠商事㈱ 1,279,175 27.6 1,202,661 26.7
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