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1. 平成30年9月期第1四半期の連結業績（平成29年10月1日～平成29年12月31日）

(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 ％

30年9月期第1四半期 4,907 6.5 259 19.4 259 16.1 242 65.7

29年9月期第1四半期 4,606 △3.8 217 44.1 223 42.1 146 51.8

（注）包括利益 30年9月期第1四半期　　237百万円 （46.4％） 29年9月期第1四半期　　162百万円 （49.4％）

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

30年9月期第1四半期 47.83 ―

29年9月期第1四半期 28.87 ―

(2) 連結財政状態

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

30年9月期第1四半期 13,223 9,873 74.7 1,946.56

29年9月期 12,462 9,711 77.9 1,914.66

（参考）自己資本 30年9月期第1四半期 9,873百万円 29年9月期 9,711百万円

2. 配当の状況

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

29年9月期 ― 0.00 ― 15.00 15.00

30年9月期 ―

30年9月期（予想） 0.00 ― 15.00 15.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

3. 平成30年 9月期の連結業績予想（平成29年10月 1日～平成30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）

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) 8,440 1.6 105 1.0 105 △5.0 100 61.2 19.71

通期 16,880 1.2 245 19.5 250 16.7 170 88.2 33.52

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無



※ 注記事項

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

新規 ― 社 （社名） 、 除外 ― 社 （社名）

(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

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 無

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

(4) 発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 30年9月期1Q 5,098,096 株 29年9月期 5,098,096 株

② 期末自己株式数 30年9月期1Q 25,761 株 29年9月期 25,761 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 30年9月期1Q 5,072,335 株 29年9月期1Q 5,072,335 株

※四半期決算短信は四半期レビューの対象外です

※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。
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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１四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、企業業績や雇用・所得環境に改善がみられ、景気は緩やか

な回復基調で推移いたしました。

当社グループを取り巻く市場環境は、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

いる一方、当社の主要原材料である原料海苔が収穫量の不安定なことなどにより仕入価格が高騰するなど、大変厳

しい環境で推移いたしました。

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、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4,907百万円（前年同期比6.5％増）となりました。利益面にお

きましては、営業利益は259百万円（前年同期比19.4％増）、経常利益は259百万円（前年同期比16.1％増）、親会

社株主に帰属する四半期純利益は242百万円（前年同期比65.7％増）となりました。

セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。

（食品製造販売事業）

売上高を品目別に分類しますと、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および販売

数量の増加により、売上高は1,961百万円（前年同期比9.2％増）となりました。進物品につきましては、ギフト市

場の不振により、売上高は612百万円（前年同期比10.6％減）となりました。ふりかけ等につきましては、新製品の

寄与により、売上高は977百万円（前年同期比6.3％増）となりました。業務用海苔につきましては、既存取引先で

の販売が増加し、売上高は1,343百万円（前年同期比12.3％増）となりました。

以上の結果、食品製造販売事業の売上高は4,904百万円（前年同期比6.5％増）、営業利益は258百万円（前年同期

期比19.4％増）となりました。

（不動産賃貸事業）

不動産賃貸事業の売上高は、３百万円（前年同期比1.4％増）となり、営業利益は１百万円（前年同期比19.1％

増）となりました。

（２）財政状態に関する説明

（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761百万円増加し、13,223百万円とな

りました。

流動資産は、前連結会計年度末に比べて525百万円増加し、10,192百万円となりました。これは主に、現金及び預

金が815百万円、受取手形及び売掛金が710百万円それぞれ増加したこと、たな卸資産が974百万円減少したことによ

るものであります。

固定資産は、前連結会計年度末に比べて236百万円増加し、3,031百万円となりました。これは主に、その他有形

固定資産が193百万円、機械装置及び運搬具が39百万円それぞれ増加したことによるものであります。

（負債）

流動負債は、前連結会計年度末に比べて419百万円増加し、2,664百万円となりました。これは未払金が202百万

円、その他（流動負債）が135百万円、支払手形及び買掛金が95百万円、未払法人税等が27百万円それぞれ増加した

こと、賞与引当金が41百万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180百万円増加し、685百万円となりました。これは主に、長期借入金が

183百万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161百万円増加し、9,873百万円となりました。これは主に、利益剰余

金が166百万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29年11月10日に公表いたしました業績予想から変更はありま

せん。

決算短信（宝印刷） 2018年02月08日 17時16分 2ページ（Tess 1.50(64) 20171211_01）



株式会社大森屋(2917) 平成30年９月期 第１四半期決算短信

― 3 ―

２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成29年９月30日)

当第１四半期連結会計期間
(平成29年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 868,336 1,683,722

受取手形及び売掛金 3,025,115 3,735,475

たな卸資産 5,681,411 4,706,593

繰延税金資産 48,856 19,649

その他 43,729 47,089

流動資産合計 9,667,449 10,192,530

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 2,222,975 2,222,975

減価償却累計額 △1,793,335 △1,801,973

建物及び構築物（純額） 429,640 421,001

機械装置及び運搬具 1,905,122 1,962,457

減価償却累計額 △1,618,698 △1,636,372

機械装置及び運搬具（純額） 286,423 326,084

土地 1,509,111 1,509,111

その他 258,179 452,922

減価償却累計額 △245,142 △245,937

その他（純額） 13,036 206,985

有形固定資産合計 2,238,212 2,463,183

無形固定資産 26,164 23,395

投資その他の資産

投資有価証券 455,900 438,571

繰延税金資産 33,097 65,355

その他 52,500 51,796

貸倒引当金 △11,000 △11,000

投資その他の資産合計 530,497 544,723

固定資産合計 2,794,874 3,031,302

資産合計 12,462,324 13,223,833

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,211,404 1,307,321

未払金 839,182 1,041,532

未払法人税等 55,000 82,000

賞与引当金 82,011 40,105

その他 57,642 193,418

流動負債合計 2,245,241 2,664,377

固定負債

長期借入金 － 183,000

役員退職慰労引当金 162,695 165,583

退職給付に係る負債 342,583 337,258

固定負債合計 505,279 685,842

負債合計 2,750,520 3,350,220

決算短信（宝印刷） 2018年02月08日 17時16分 3ページ（Tess 1.50(64) 20171211_01）



株式会社大森屋(2917) 平成30年９月期 第１四半期決算短信

― 4 ―

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成29年９月30日)

当第１四半期連結会計期間
(平成29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 7,725,749 7,892,274

自己株式 △25,070 △25,070

株主資本合計 9,558,890 9,725,415

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 164,502 158,134

為替換算調整勘定 9,950 10,373

退職給付に係る調整累計額 △21,539 △20,310

その他の包括利益累計額合計 152,912 148,197

純資産合計 9,711,803 9,873,613

負債純資産合計 12,462,324 13,223,833
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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)
前第１四半期連結累計期間
(自 平成28年10月１日
　至 平成28年12月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成29年10月１日
　至 平成29年12月31日)

売上高 4,606,771 4,907,645

売上原価 3,031,575 3,289,287

売上総利益 1,575,195 1,618,358

販売費及び一般管理費 1,357,603 1,358,489

営業利益 217,591 259,869

営業外収益

受取利息 21 4

受取配当金 3,397 3,502

為替差益 1,244 －

助成金収入 405 1,460

その他 873 882

営業外収益合計 5,942 5,849

営業外費用

支払利息 － 38

支払手数料 － 5,979

為替差損 － 97

その他 － 20

営業外費用合計 － 6,135

経常利益 223,534 259,582

特別利益

投資有価証券売却益 － 56,824

特別利益合計 － 56,824

特別損失

固定資産除却損 45 0

特別損失合計 45 0

税金等調整前四半期純利益 223,489 316,407

法人税、住民税及び事業税 38,989 74,582

法人税等調整額 38,086 △785

法人税等合計 77,075 73,797

四半期純利益 146,413 242,610

親会社株主に帰属する四半期純利益 146,413 242,610
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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)
前第１四半期連結累計期間
(自 平成28年10月１日
　至 平成28年12月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成29年10月１日
　至 平成29年12月31日)

四半期純利益 146,413 242,610

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 9,871 △6,367

為替換算調整勘定 3,598 422

退職給付に係る調整額 2,618 1,228

その他の包括利益合計 16,088 △4,715

四半期包括利益 162,502 237,894

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 162,502 237,894

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）

【セグメント情報】

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間(自 平成28年10月１日 至 平成28年12月31日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：千円)

報告セグメント
調整 合計

食品製造販売事業 不動産賃貸事業 計

売上高

外部顧客への売上高 4,603,244 3,526 4,606,771 ― 4,606,771

セグメント間の内部
売上高又は振替高

― ― ― ― ―

計 4,603,244 3,526 4,606,771 ― 4,606,771

セグメント利益 216,334 1,257 217,591 ― 217,591

　

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

　

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間(自 平成29年10月１日 至 平成29年12月31日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：千円)

報告セグメント
調整 合計

食品製造販売事業 不動産賃貸事業 計

売上高

外部顧客への売上高 4,904,070 3,575 4,907,645 ― 4,907,645

セグメント間の内部
売上高又は振替高

― ― ― ― ―

計 4,904,070 3,575 4,907,645 ― 4,907,645

セグメント利益 258,370 1,498 259,869 ― 259,869

　

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。
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