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1. 平成28年9月期第1四半期の連結業績（平成27年10月1日～平成27年12月31日） 

(注)平成27年９月期より連結財務諸表を作成しているため、平成27年９月期第１四半期及び対前年同四半期増減率については記載しておりません。 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（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 親会社株主に帰属する四
半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

28年9月期第1四半期 4,786 ― 150 ― 157 ― 96 ―
27年9月期第1四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

（注）包括利益 28年9月期第1四半期 108百万円 （―％） 27年9月期第1四半期 ―百万円 （―％）

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

28年9月期第1四半期 19.02 ―
27年9月期第1四半期 ― ―

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

28年9月期第1四半期 12,759 9,639 75.5 1,900.34
27年9月期 12,048 9,606 79.7 1,893.90
（参考）自己資本 28年9月期第1四半期 9,639百万円 27年9月期 9,606百万円

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

27年9月期 ― 0.00 ― 15.00 15.00
28年9月期 ―
28年9月期（予想） 0.00 ― 15.00 15.00

3. 平成28年 9月期の連結業績予想（平成27年10月 1日～平成28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 
(注)平成27年９月期通期より連結財務諸表を作成しているため、第２四半期(累計)の対前年同四半期増減率は記載しておりません。 
また、通期の親会社株主に帰属する当期純利益の対前期増減率は、前期の当期純利益が△８百万円であったため記載しておりません。 

売上高 営業利益 経常利益 親会社株主に帰属する
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) 8,430 ― 45 ― 50 ― 20 ― ―
通期 16,800 3.2 220 265.6 230 231.8 130 ― 25.63



(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） ： 無 

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無 

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※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）連結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。 

※ 注記事項

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

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） 28年9月期1Q 5,098,096 株 27年9月期 5,098,096 株
② 期末自己株式数 28年9月期1Q 25,561 株 27年9月期 25,561 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 28年9月期1Q 5,072,535 株 27年9月期1Q 5,073,384 株
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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

当社は、前連結会計年度末より連結財務諸表を作成しているため、前年同四半期連結累計期間との比較分析は行

っておりません。

当第１四半期連結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金融政策を背景に企業業績の

改善や設備投資の増加、雇用情勢の改善等、景気は緩やかな回復基調が続きました。一方、円安による物価上昇懸

念等により個人消費は伸び悩み、また海外の経済情勢が不安定なことにより、依然として先行き不透明なまま推移

いたしました。

当社グループ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、当社グループの主要原材料である原料海苔は、国内の収穫量

の減少から仕入価格が高騰し、大変厳しい環境となりました。

このような状況のもと、当社では原料海苔仕入価格高騰によるコスト増を製品価格の値上げによりカバーするべ

く販売活動を展開するとともに、引き続き製造コストや販売促進費を中心とした経費削減に注力し、経営効率の向

上に努めてまいりました。

その結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は4,786百万円となりました。利益面におきましては、営業利益は

150百万円、経常利益は157百万円、親会社株主に帰属する四半期純利益は96百万円となりました。

なお、当社グループは食品製造事業の単一セグメントであるため、品目別売上高の状況を示すと次のとおりであ

ります。

家庭用海苔につきましては、一部製品価格の値上げを実施したことなどにより、売上高は1,881百万円となりまし

た。進物品につきましては、新製品の投入効果や既存品が好調に推移したことにより、売上高は717百万円となりま

した。ふりかけ等につきましては、主力品の「お茶漬亭１０袋」が好調に推移したことや新製品の寄与により、売

上高は873百万円となりました。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1,261百万円となりました。

（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１四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べて710百万円増加し、12,759百万円とな

りました。

流動資産は、前連結会計年度末に比べて726百万円増加し、9,963百万円となりました。これは主に、現金及び預

金が1,344百万円、受取手形及び売掛金が650百万円それぞれ増加したこと、たな卸資産が1,149百万円、その他（流

動資産）が79百万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、前連結会計年度末に比べて15百万円減少し、2,795百万円となりました。

（負債）

流動負債は、前連結会計年度末に比べて682百万円増加し、2,565百万円となりました。これは主に、支払手形及

び買掛金が375百万円、未払金が184百万円、その他（流動負債）が150百万円それぞれ増加したこと、賞与引当金が

42百万円減少したことによるものであります。

固定負債は、前連結会計年度末に比べて３百万円減少し、554百万円となりました。これは主に、退職給付に係る

負債が６百万減少したこと、役員退職慰労引当金が３百万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、前連結会計年度末に比べて32百万円増加し、9,639百万円となりました。これは主に、利益剰余金

が20百万円、その他有価証券評価差額金が10百万円増加したことによるものであります。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

　現時点における連結業績予想につきましては、平成27年11月13日に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）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

　 該当事項はありません。

（２）四半期連結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。

（３）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）

「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成25年９月13日）、「連結財務諸表に関する会計基準」

（企業会計基準第22号 平成25年９月13日）及び「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号 平成25年

９月13日）等を、当第１四半期連結会計期間から適用し、四半期純利益等の表示の変更及び少数株主持分から非支

配株主持分への表示の変更を行っております。
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３．四半期連結財務諸表

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成27年９月30日)

当第１四半期連結会計期間
(平成27年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,477,460 2,822,160

受取手形及び売掛金 2,882,834 3,532,851

たな卸資産 4,598,252 3,449,177

繰延税金資産 71,700 32,156

その他 206,957 127,014

流動資産合計 9,237,204 9,963,359

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 2,254,240 2,254,182

減価償却累計額 △1,797,366 △1,806,088

建物及び構築物（純額） 456,873 448,094

機械装置及び運搬具 1,774,857 1,776,127

減価償却累計額 △1,516,416 △1,530,606

機械装置及び運搬具（純額） 258,440 245,521

土地 1,509,111 1,509,111

その他 269,753 269,677

減価償却累計額 △251,199 △252,637

その他（純額） 18,553 17,040

有形固定資産合計 2,242,979 2,219,767

無形固定資産 43,730 41,032

投資その他の資産

投資有価証券 377,935 395,999

繰延税金資産 52,789 45,230

その他 104,675 104,796

貸倒引当金 △11,000 △11,000

投資その他の資産合計 524,400 535,026

固定資産合計 2,811,111 2,795,826

資産合計 12,048,315 12,759,186

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 897,303 1,273,004

未払金 835,265 1,020,132

未払法人税等 10,930 24,825

賞与引当金 83,302 40,804

その他 56,524 206,587

流動負債合計 1,883,326 2,565,355

固定負債

役員退職慰労引当金 213,587 216,637

退職給付に係る負債 342,702 335,791

その他 1,814 1,860

固定負債合計 558,104 554,288

負債合計 2,441,430 3,119,643
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成27年９月30日)

当第１四半期連結会計期間
(平成27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 7,672,919 7,693,289

自己株式 △24,884 △24,884

株主資本合計 9,506,246 9,526,616

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 122,795 133,656

為替換算調整勘定 11,300 10,496

退職給付に係る調整累計額 △33,457 △31,226

その他の包括利益累計額合計 100,638 112,926

純資産合計 9,606,885 9,639,542

負債純資産合計 12,048,315 12,759,186
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

四半期連結損益計算書

第１四半期連結累計期間

(単位：千円)
当第１四半期連結累計期間
(自 平成27年10月１日
　至 平成27年12月31日)

売上高 4,786,434

売上原価 3,147,814

売上総利益 1,638,620

販売費及び一般管理費 1,487,627

営業利益 150,992

営業外収益

受取利息 30

受取配当金 3,121

為替差益 16

その他 3,118

営業外収益合計 6,287

経常利益 157,279

特別損失

固定資産除却損 11

特別損失合計 11

税金等調整前四半期純利益 157,268

法人税、住民税及び事業税 19,926

法人税等調整額 40,884

法人税等合計 60,810

四半期純利益 96,457

親会社株主に帰属する四半期純利益 96,457
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四半期連結包括利益計算書

第１四半期連結累計期間

(単位：千円)
当第１四半期連結累計期間
(自 平成27年10月１日
　至 平成27年12月31日)

四半期純利益 96,457

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 10,860

為替換算調整勘定 △804

退職給付に係る調整額 2,231

その他の包括利益合計 12,287

四半期包括利益 108,745

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 108,745

非支配株主に係る四半期包括利益 －
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（３）四半期連結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）

当社グループは食料品の製造・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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