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1. 平成30年9月期第3四半期の連結業績（平成29年10月1日～平成30年6月30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3四半期 13,202 5.3 440 217.8 441 198.8 664 717.5

29年9月期第3四半期 12,536 0.9 138 74.0 147 60.8 81 145.1

（注）包括利益 30年9月期第3四半期　　650百万円 （452.1％） 29年9月期第3四半期　　117百万円 （1,742.1％）

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3四半期 130.95 ―

29年9月期第3四半期 16.02 ―

(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3四半期 13,809 10,285 74.5 2,027.99

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3四半期 10,285百万円 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 ― 0.00 ―

30年9月期（予想） 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、対前期増減率）

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

通期 17,300 3.8 350 70.7 350 63.3 500 453.6 98.57

（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3Q 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3Q 26,520 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3Q 5,072,159 株 29年9月期3Q 5,072,335 株

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の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３四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は近年収穫量の減少から仕入価格の高騰が続いており、今収穫期はや

や持ち直したものの仕入価格は高止まりで推移するなど、依然として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３四半期連結累計期間の売上高は13,202百万円（前年同期比5.3％増）となりました。利益面にお

きましては、営業利益は440百万円（前年同期比217.8％増）、経常利益は441百万円（前年同期比198.8％増）、親

会社株主に帰属する四半期純利益は664百万円（前年同期比717.5％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などにより、

売上高は5,316百万円（前年同期比6.8％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1,054百万円（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2,788百万円（前年同期比9.3％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4,005百万円（前年同期比5.4％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13,194百万円（前年同期比5.3％増）、営業利益は436百万円（前年同

期期比227.5％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、８百万円（前年同期比24.5％減）となり、営業利益は３百万円（前年同期比33.1％

減）となりました。

（２）財政状態に関する説明

（資産）

当第３四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1,347百万円増加し、13,809百万円と

なりました。

流動資産は、前連結会計年度末に比べて1,710百万円増加し、11,377百万円となりました。これは主に、たな卸資

産が959百万円、現金及び預金が820百万円それぞれ増加したこと、受取手形及び売掛金が50百万円減少したことに

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362百万円減少し、2,432百万円となりました。これは主に、土地が787百

万円減少したこと、その他有形固定資産が372百万円、機械装置及び運搬具が45百万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457百万円増加し、2,702百万円となりました。これは主に、未払法人税

等が216百万円、支払手形及び買掛金が119百万円、1年内返済予定の長期借入金が42百万円、賞与引当金が41百万円

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、前連結会計年度末に比べて317百万円増加し、822百万円となりました。これは主に、長期借入金が

320百万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573百万円増加し、10,285百万円となりました。これは主に、利益剰余

金が588百万円増加したこと、その他有価証券評価差額金が17百万円減少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

平成30年９月期の連結業績予想につきましては、平成30年４月10日に公表いたしました「平成30年９月期第２四

半期累計期間及び通期連結業績予想の修正に関するお知らせ」から変更はありません。
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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３四半期連結会計期間
(平成30年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 868,336 1,688,743

受取手形及び売掛金 3,025,115 2,974,539

たな卸資産 5,681,411 6,640,666

繰延税金資産 48,856 58,277

その他 43,729 15,352

流動資産合計 9,667,449 11,377,580

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 2,222,975 2,252,867

減価償却累計額 △1,793,335 △1,816,435

建物及び構築物（純額） 429,640 436,431

機械装置及び運搬具 1,905,122 2,009,286

減価償却累計額 △1,618,698 △1,677,250

機械装置及び運搬具（純額） 286,423 332,035

土地 1,509,111 721,179

その他 258,179 632,776

減価償却累計額 △245,142 △247,442

その他（純額） 13,036 385,334

有形固定資産合計 2,238,212 1,874,980

無形固定資産 26,164 18,358

投資その他の資産

投資有価証券 455,900 425,593

繰延税金資産 33,097 77,761

その他 52,500 37,897

貸倒引当金 △11,000 △2,300

投資その他の資産合計 530,497 538,952

固定資産合計 2,794,874 2,432,290

資産合計 12,462,324 13,809,871

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,211,404 1,330,653

1年内返済予定の長期借入金 － 42,350

未払金 839,182 864,357

未払法人税等 55,000 271,063

賞与引当金 82,011 123,633

その他 57,642 70,334

流動負債合計 2,245,241 2,702,392

固定負債

長期借入金 － 320,650

役員退職慰労引当金 162,695 170,983

退職給付に係る負債 342,583 330,759

固定負債合計 505,279 822,392

負債合計 2,750,520 3,524,785
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成29年９月30日)

当第３四半期連結会計期間
(平成30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 7,725,749 8,313,878

自己株式 △25,070 △25,774

株主資本合計 9,558,890 10,146,315

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 164,502 146,874

為替換算調整勘定 9,950 9,759

退職給付に係る調整累計額 △21,539 △17,863

その他の包括利益累計額合計 152,912 138,770

純資産合計 9,711,803 10,285,086

負債純資産合計 12,462,324 13,809,871
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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３四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第３四半期連結累計期間
(自 平成28年10月１日
　至 平成29年６月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成29年10月１日
　至 平成30年６月30日)

売上高 12,536,797 13,202,619

売上原価 8,563,529 8,923,694

売上総利益 3,973,267 4,278,925

販売費及び一般管理費 3,834,712 3,838,536

営業利益 138,555 440,389

営業外収益

受取利息 46 30

受取配当金 6,880 6,819

その他 4,098 3,180

営業外収益合計 11,025 10,029

営業外費用

支払利息 1,701 997

支払手数料 － 5,979

為替差損 － 681

その他 － 960

営業外費用合計 1,701 8,618

経常利益 147,878 441,800

特別利益

固定資産売却益 49 435,876

投資有価証券売却益 － 56,824

ゴルフ会員権売却益 － 150

特別利益合計 49 492,851

特別損失

固定資産除却損 42 39

固定資産売却損 28 －

ゴルフ会員権退会損 － 4,591

お別れの会関連費用 － 21,737

特別損失合計 71 26,369

税金等調整前四半期純利益 147,857 908,282

法人税、住民税及び事業税 59,300 292,017

法人税等調整額 7,305 △47,948

法人税等合計 66,605 244,068

四半期純利益 81,251 664,214

親会社株主に帰属する四半期純利益 81,251 664,214
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四半期連結包括利益計算書

第３四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第３四半期連結累計期間
(自 平成28年10月１日
　至 平成29年６月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成29年10月１日
　至 平成30年６月30日)

四半期純利益 81,251 664,214

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 25,641 △17,627

為替換算調整勘定 3,003 △191

退職給付に係る調整額 7,855 3,676

その他の包括利益合計 36,500 △14,142

四半期包括利益 117,751 650,071

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 117,751 650,071

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３四半期連結累計期間(自 平成28年10月１日 至 平成29年６月30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 12,526,200 10,597 12,536,797 ― 12,536,797

セグメント間の内部
売上高又は振替高

― ― ― ― ―

計 12,526,200 10,597 12,536,797 ― 12,536,797

セグメント利益 133,405 5,149 138,555 ― 138,555

　

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３四半期連結累計期間(自 平成29年10月１日 至 平成30年６月30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 13,194,614 8,005 13,202,619 ― 13,202,619

セグメント間の内部
売上高又は振替高

― ― ― ― ―

計 13,194,614 8,005 13,202,619 ― 13,202,619

セグメント利益 436,945 3,443 440,389 ― 440,389

　

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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