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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第17期

第２四半期連結
累計期間

第18期
第２四半期連結

累計期間
第17期

会計期間

自平成26年
　10月１日
至平成27年
　３月31日

自平成27年
　10月１日
至平成28年
　３月31日

自平成26年
　10月１日
至平成27年
　９月30日

売上高 （千円） 2,423,124 2,773,430 4,488,856

経常利益 （千円） 190,046 231,107 177,837

親会社株主に帰属する四半期（当

期）純利益
（千円） 270,516 161,570 237,779

四半期包括利益又は包括利益 （千円） 270,516 161,570 237,779

純資産額 （千円） 1,895,606 1,983,904 1,862,197

総資産額 （千円） 3,635,276 3,852,286 3,871,308

１株当たり四半期（当期）純利益

金額
（円） 74.68 44.84 65.81

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額
（円） 74.21 44.57 65.40

自己資本比率 （％） 51.9 51.2 47.8

営業活動によるキャッシュ・フ

ロー
（千円） 243,879 217,274 271,804

投資活動によるキャッシュ・フ

ロー
（千円） 141,117 △63,387 △16,827

財務活動によるキャッシュ・フ

ロー
（千円） △125,439 △108,591 92,064

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高
（千円） 982,917 1,115,696 1,070,402

 

回次
第17期

第２四半期連結
会計期間

第18期
第２四半期連結

会計期間

会計期間

自平成27年
　１月１日
至平成27年
　３月31日

自平成28年
　１月１日
至平成28年
　３月31日

１株当たり四半期純利益金額 （円） 61.02 18.86

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

３．「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）等を適用し、第１四半期連結累

計期間より、「四半期（当期）純利益」を「親会社株主に帰属する四半期（当期）純利益」としておりま

す。

２【事業の内容】

当第２四半期連結累計期間において、当社グループ（当社および当社の関係会社）が営む事業の内容について、

重要な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

当第２四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載

した事業等のリスクについての重要な変更はありません。

２【経営上の重要な契約等】

当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定または締結等はありません。
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３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ（当社および連結子会社）が

判断したものであります。

　なお、第１四半期連結累計期間より、「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）

等を適用し、「四半期純利益」を「親会社株主に帰属する四半期純利益」としております。

(1)業績の状況

　当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府の各種経済政策および日本銀行の金融政策により、緩や

かな回復基調が続きましたが、雇用情勢の改善に伴う人件費の上昇ならびに海外経済の減速感などから、依然とし

て先行き不透明な状況で推移いたしました。

　当社グループの主要事業である菓子・弁当関連の包装資材および食材等の販売事業の業界におきましては、小麦

粉などの穀物価格の上昇および消費者の節約志向の高まりにより、厳しい状況が続いております。

　このような外部環境のもと、当社は、平成27年９月に稼動を開始した第４商品センターにより、新商品の拡充な

らびに大量購入による仕入コストの削減を推進し、出荷作業効率の向上を図りました。また、当社インターネット

通販サイト「ｃｏｔｔａ（コッタ）」につきましては、株式会社ＴＵＫＵＲＵ（連結子会社）と連携し、クリスマ

ス・バレンタイン商戦においてコンテンツの充実および顧客の購買動向に応じたタイムリーな販促活動などを行い

ました。さらに、周陽商事株式会社（連結子会社）との間で情報交換を密に行い、有益な情報を双方の販促活動お

よび新商品開発などに積極的に活用いたしました。

　株式会社プティパ（連結子会社）におきましては、生産効率の改善を行うことで、利益率の向上に努めました。

　以上の結果、売上高2,773,430千円（前年同四半期比14.5％増）、営業利益203,161千円（同25.9％増）、経常利

益231,107千円（同21.6％増）、親会社株主に帰属する四半期純利益161,570千円（同40.3％減）となりました。

　親会社株主に帰属する四半期純利益につきまして、大幅な減益となりましたが、これは、主に前年同四半期にお

きまして、収用補償金265,472千円を特別利益に計上したことによるものです。

　なお、当社グループは、菓子・弁当関連の包装資材および食材等の販売事業を主要な事業としており、他の事業

セグメントの重要性が乏しいため、セグメント別の記載を省略しております。

 

（2）キャッシュ・フローの状況

　当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、前連結会計年度

末より45,294千円増加し、1,115,696千円となりました。

　当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動により増加した資金は217,274千円（前年同四半期比10.9％減）となりました。これは、主に、売上債

権の増加39,012千円、仕入債務の減少81,271千円、法人税等の支払額55,415千円などによる資金の減少に対し、税

金等調整前四半期純利益の231,561千円に加え、減価償却費59,732千円、たな卸資産の減少84,895千円などによる

資金の増加によるものであります。なお、営業活動により増加した資金が前年同四半期と比較して減少いたしまし

たのは、主に、前連結会計年度において収用補償金を特別利益に計上したことに伴い、当第２四半期連結累計期間

における法人税等の支払額が28,804千円増加したことによるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動により使用した資金は63,387千円（前年同四半期は141,117千円の増加）となりました。これは、主

に、当社の冷凍冷蔵庫設備などに係る有形固定資産の取得による支出44,111千円、ならびにコッタの機能強化など

に係る無形固定資産の取得による支出14,461千円などによる資金の減少によるものであります。なお、前年同四半

期におきましては、投資活動による資金が増加しておりますが、これは収用補償金の受取による収入300,690千円

があったことによるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動により使用した資金は108,591千円（前年同四半期比13.4％減）となりました。これは、主に、長期借

入金の返済による支出76,836千円、リース債務の返済による支出13,614千円、配当金の支払額18,141千円などによ

る資金の減少によるものであります。なお、財務活動により使用した資金が前年同四半期と比較して減少いたしま

したのは、主に、前年同四半期において短期借入金の純減少額53,400千円があったことによるものであります。

（3）事業上および財務上の対処すべき課題

　当第２四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

（4）研究開発活動

　該当事項はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 7,200,000

計 7,200,000

 

②【発行済株式】

種類
第２四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成28年３月31日）

提出日現在発行数（株）
（平成28年５月16日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 3,661,171 3,661,171

東京証券取引所

（マザーズ）

福岡証券取引所

（Ｑ－Ｂｏａｒｄ）

単元株式数

100株

計 3,661,171 3,661,171 － －

（注）「提出日現在発行数」欄には、平成28年５月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により

発行された株式数は含まれておりません。

（２）【新株予約権等の状況】

 該当事項はありません。

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

（４）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数

（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金残
高（千円）

平成28年１月１日～

平成28年３月31日
－ 3,661,171 － 640,597 － 599,956
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（６）【大株主の状況】

  平成28年３月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

佐藤　成一 大分県津久見市 1,029,900 28.13

株式会社シモジマ 東京都台東区浅草橋５丁目29番８号 169,800 4.63

児玉　佳子 大分県津久見市 129,800 3.54

株式会社大分銀行 大分県大分市府内町３丁目４番１号 106,000 2.89

あすかDBJ投資事業有限責任組合 東京都千代田区内幸町１丁目３番３号 100,000 2.73

楽天証券株式会社 東京都世田谷区玉川１丁目14番１号 95,100 2.59

藤木　洋明 東京都足立区 94,800 2.58

千藤　晃弘 滋賀県草津市 70,400 1.92

資産管理サービス信託銀行株式
会社（信託Ｅ口） 東京都中央区晴海１丁目８番12号 58,200 1.58

新堀　省二 埼玉県深谷市 55,000 1.50

計 － 1,909,000 52.14

（注）資産管理サービス信託銀行株式会社(信託Ｅ口)の所有株式（58,200株）は、「株式給付信託(ＢＢＴ)」および「株

式給付信託(Ｊ－ＥＳＯＰ)」制度に係る当社株式であります。なお、当該株式は四半期連結財務諸表においては自

己株式として処理しておりますが、発行済株式総数に対する所有株式数の割合からは控除しておりません。

（７）【議決権の状況】

①【発行済株式】

平成28年３月31日現在
 

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） － － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 3,660,500 36,605 －

単元未満株式 普通株式 671 － －

発行済株式総数 3,661,171 － －

総株主の議決権 － 36,605 －

（注）１．「株式給付信託（Ｊ－ＥＳＯＰ）」および「株式給付信託（ＢＢＴ）」制度の信託財産として、資産管理

サービス信託銀行株式会社（信託Ｅ口）が保有している当社株式は、四半期連結財務諸表において自己株

式として表示しており、その株式数は58,200株であります。

２．「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が、200株（議決権２個）含まれて

おります。
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②【自己株式等】

平成28年３月31日現在
 

所有者の氏名又
は名称

所有者の住所
自己名義所有株
式数（株）

他人名義所有株
式数（株）

所有株式数の合
計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

－ － － － － －

計 － － － － －

（注）「株式給付信託（Ｊ－ＥＳＯＰ）」および「株式給付信託（ＢＢＴ）」制度の信託財産として、資産管理サービス

信託銀行株式会社（信託Ｅ口）が保有している当社株式は、四半期連結財務諸表において自己株式として表示して

おり、その株式数は58,200株であります。

２【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号）に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間（平成28年１月１日から平

成28年３月31日まで）および第２四半期連結累計期間（平成27年10月１日から平成28年３月31日まで）に係る四半期

連結財務諸表について、三優監査法人による四半期レビューを受けております。
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１【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２四半期連結会計期間

(平成28年３月31日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,205,402 1,250,696

受取手形及び売掛金 177,064 201,756

たな卸資産 ※１ 713,958 ※１ 629,062

その他 150,253 163,335

貸倒引当金 △6,727 △7,800

流動資産合計 2,239,950 2,237,051

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 906,489 921,909

土地 392,852 392,744

その他（純額） 170,308 155,735

有形固定資産合計 1,469,650 1,470,389

無形固定資産 104,579 83,643

投資その他の資産 57,127 61,201

固定資産合計 1,631,357 1,615,234

資産合計 3,871,308 3,852,286

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 371,819 290,547

短期借入金 70,000 70,000

1年内返済予定の長期借入金 153,434 152,798

未払法人税等 58,614 84,822

賞与引当金 24,091 19,834

ポイント引当金 13,461 9,746

その他 164,497 181,791

流動負債合計 855,917 809,539

固定負債   

社債 100,000 100,000

長期借入金 917,032 840,832

株式給付引当金 1,201 1,201

その他 134,960 116,808

固定負債合計 1,153,193 1,058,841

負債合計 2,009,110 1,868,381

純資産の部   

株主資本   

資本金 640,597 640,597

資本剰余金 613,765 613,765

利益剰余金 624,520 745,262

自己株式 △29,020 △29,020

株主資本合計 1,849,863 1,970,604

新株予約権 12,334 13,299

純資産合計 1,862,197 1,983,904

負債純資産合計 3,871,308 3,852,286
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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２四半期連結累計期間】

  （単位：千円）

 
前第２四半期連結累計期間
(自　平成26年10月１日
　至　平成27年３月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成27年10月１日
　至　平成28年３月31日)

売上高 2,423,124 2,773,430

売上原価 1,573,742 1,811,139

売上総利益 849,382 962,291

販売費及び一般管理費 ※ 687,967 ※ 759,129

営業利益 161,414 203,161

営業外収益   

受取利息 121 156

補助金収入 4,350 3,120

協賛金収入 29,591 28,174

電力販売収益 2,529 2,547

その他 1,620 2,187

営業外収益合計 38,212 36,185

営業外費用   

支払利息 5,685 5,195

電力販売費用 3,229 2,856

その他 666 186

営業外費用合計 9,580 8,239

経常利益 190,046 231,107

特別利益   

新株予約権戻入益 150 454

収用補償金 265,472 －

特別利益合計 265,622 454

特別損失   

固定資産除却損 20,845 －

減損損失 3,997 －

その他 815 －

特別損失合計 25,657 －

税金等調整前四半期純利益 430,011 231,561

法人税、住民税及び事業税 166,454 79,670

法人税等調整額 △6,960 △9,678

法人税等合計 159,494 69,991

四半期純利益 270,516 161,570

非支配株主に帰属する四半期純利益 － －

親会社株主に帰属する四半期純利益 270,516 161,570
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【四半期連結包括利益計算書】

【第２四半期連結累計期間】

  （単位：千円）

 
前第２四半期連結累計期間
(自　平成26年10月１日
　至　平成27年３月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成27年10月１日
　至　平成28年３月31日)

四半期純利益 270,516 161,570

四半期包括利益 270,516 161,570

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 270,516 161,570

非支配株主に係る四半期包括利益 － －
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

  （単位：千円）

 
前第２四半期連結累計期間
(自　平成26年10月１日
　至　平成27年３月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成27年10月１日
　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 430,011 231,561

減価償却費 55,096 59,732

のれん償却額 3,910 23

株式報酬費用 2,837 1,418

賞与引当金の増減額（△は減少） 3,094 △4,257

貸倒引当金の増減額（△は減少） △10 1,072

ポイント引当金の増減額（△は減少） △994 △3,714

受取利息及び受取配当金 △137 △156

支払利息 5,685 5,195

新株予約権戻入益 △150 △454

収用補償金 △265,472 －

固定資産除却損 20,845 －

減損損失 3,997 －

売上債権の増減額（△は増加） △20,588 △39,012

たな卸資産の増減額（△は増加） 96,814 84,895

仕入債務の増減額（△は減少） △69,780 △81,271

その他 10,552 22,689

小計 275,711 277,723

利息及び配当金の受取額 323 131

利息の支払額 △5,543 △5,165

法人税等の支払額 △26,611 △55,415

営業活動によるキャッシュ・フロー 243,879 217,274

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △103,648 △44,111

無形固定資産の取得による支出 △32,320 △14,461

収用補償金の受取による収入 300,690 －

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による

支出
△6,594 －

その他 △17,009 △4,815

投資活動によるキャッシュ・フロー 141,117 △63,387

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） △53,400 －

長期借入金の返済による支出 △38,454 △76,836

リース債務の返済による支出 △11,592 △13,614

配当金の支払額 △18,073 △18,141

その他 △3,919 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △125,439 △108,591

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 259,556 45,294

現金及び現金同等物の期首残高 723,361 1,070,402

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※ 982,917 ※ 1,115,696
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【注記事項】

（会計方針の変更）

（企業結合に関する会計基準等の適用）

　「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。以下「企業結合会計基準」とい

う。）、「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。以下「連結会計基

準」という。）および「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。以下「事

業分離等会計基準」という。）等を第１四半期連結会計期間から適用し、支配が継続している場合の子会社に

対する当社の持分変動による差額を資本剰余金として計上するとともに、取得関連費用を発生した連結会計年

度の費用として計上する方法に変更しております。また、第１四半期連結会計期間の期首以後実施される企業

結合については、暫定的な会計処理の確定による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する四半期連結

会計期間の四半期連結財務諸表に反映させる方法に変更しております。加えて、四半期純利益等の表示の変更

およ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。当該表示の変更を反映させるた

め、前第２四半期連結累計期間および前連結会計年度については、四半期連結財務諸表および連結財務諸表の

組替えを行っております。

　企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58－２項(3)、連結会計基準第44－５項(3)およ

び事業分離等会計基準第57－４項(3)に定める経過的な取扱いに従っており、過去の期間のすべてに新たな会計

方針を遡及適用した場合の第１四半期連結会計期間の期首時点の累積的影響額を資本剰余金および利益剰余金

に加減しております。

　この結果、第１四半期連結会計期間の期首において、のれんが22,522千円減少するとともに、利益剰余金が

22,522千円減少しております。また、当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益および税金等調整前四

半期純利益はそれぞれ585千円増加しております。

（追加情報）

（株式給付信託（Ｊ－ＥＳＯＰ）における会計処理方法）

　当社は、従業員インセンティブプラン「株式給付信託（Ｊ－ＥＳＯＰ）」（以下、「本制度」という。）を

導入しております。

(1) 取引の概要

　本制度は、予め当社が定めた株式給付規程に基づき、一定の要件を満たした当社の従業員およびパート社

員ならびに当社子会社の役員、従業員およびパート社員（以下、「従業員等」といいます。）に対し当社株

式を給付する仕組みです。

　当社は、従業員等に対し個人の貢献度等に応じてポイントを付与し、一定の条件により受給権の取得をし

たときに当該付与ポイントに相当する当社株式を給付します。従業員等に対し給付する株式については、予

め信託設定した金銭により将来分も含め取得し、信託財産として分別管理するものとします。

(2) 信託に残存する自社の株式

　信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額（付随費用の金額を除く。）により純資産の部に自己

株式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額および株式数は、前連結会計年度20,666千円、

38,200株、当第２四半期連結会計期間20,666千円、38,200株であります。

 

（株式給付信託（ＢＢＴ）における会計処理方法）

　当社は、取締役の報酬と当社の業績および株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価上昇によるメ

リットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の

増大に貢献する意識を高めることを目的として、当社の取締役に対する新たな株式報酬制度「株式給付信託

（ＢＢＴ）」（以下「本制度」という。）を導入しております。

(1) 取引の概要

　本制度は、当社が拠出する金員を原資として当社株式が信託を通じて取得され、当社の取締役に対して、

当社が定める役員株式給付規程に従って、業績達成度等に応じて当社株式が信託を通じて給付される業績連

動型の株式報酬制度であります。本制度の導入は、取締役の報酬と当社の業績および株式価値との連動性を

より明確にし、取締役が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有する

ことで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的としております。な

お、当社の取締役が当社株式の給付を受ける時期は、原則として取締役の退任時となります。

(2) 信託に残存する自社の株式

　信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額（付随費用の金額を除く。）により純資産の部に自己

株式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額および株式数は、前連結会計年度8,354千円、

20,000株、当第２四半期連結会計期間8,354千円、20,000株であります。
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（四半期連結貸借対照表関係）

※１　たな卸資産の内訳は、次のとおりであります。

 
前連結会計年度

（平成27年９月30日）
当第２四半期連結会計期間
（平成28年３月31日）

商品及び製品(半製品を含む) 570,713千円 562,543千円

原材料及び貯蔵品 143,245 66,518

 

　２　当社グループは、取引銀行３行（前連結会計年度は４行）と当座貸越契約を締結しております。これら契

約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

 
前連結会計年度

（平成27年９月30日）
当第２四半期連結会計期間
（平成28年３月31日）

当座貸越極度額の総額 420,000千円 370,000千円

借入実行残高 70,000 70,000

差引額 350,000 300,000

 

（四半期連結損益計算書関係）

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目および金額は次のとおりであります。

 
　前第２四半期連結累計期間
（自 平成26年10月１日

　　至 平成27年３月31日）

　当第２四半期連結累計期間
（自 平成27年10月１日

　　至 平成28年３月31日）

給与手当 165,843千円 178,215千円

運賃 139,075 155,877

賞与引当金繰入額 17,113 19,233

ポイント引当金繰入額 3,757 1,468

退職給付費用 4,396 6,014

貸倒引当金繰入額 137 1,078

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次の

とおりであります。

 
前第２四半期連結累計期間
（自 平成26年10月１日
至 平成27年３月31日）

当第２四半期連結累計期間
（自 平成27年10月１日
至 平成28年３月31日）

現金及び預金勘定 1,121,517千円 1,250,696千円

預入期間が３か月を超える定期預金 △138,600 △135,000

現金及び現金同等物 982,917 1,115,696
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（株主資本等関係）

Ⅰ　前第２四半期連結累計期間（自　平成26年10月１日　至　平成27年３月31日）

配当金支払額

（決議） 株式の種類
配当金の総額

（千円）

１株当たり

配当額

（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成26年12月20日

定時株主総会
普通株式 18,305 5.0 平成26年９月30日 平成26年12月22日 利益剰余金

（注）配当金の総額には、株式給付信託が保有する当社株式に対する配当金191千円が含まれております。

 

Ⅱ　当第２四半期連結累計期間（自　平成27年10月１日　至　平成28年３月31日）

配当金支払額

（決議） 株式の種類
配当金の総額

（千円）

１株当たり

配当額

（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成27年12月19日

定時株主総会
普通株式 18,305 5.0 平成27年９月30日 平成27年12月21日 利益剰余金

（注）配当金の総額には、株式給付信託が保有する当社株式に対する配当金291千円が含まれております。

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第２四半期連結累計期間（自　平成26年10月１日　至　平成27年３月31日）

当社グループは、菓子・弁当関連の包装資材および食材等の販売事業を主要な事業としており、他の事業

セグメントの重要性が乏しいため、記載を省略しております。

 

Ⅱ　当第２四半期連結累計期間（自　平成27年10月１日　至　平成28年３月31日）

当社グループは、菓子・弁当関連の包装資材および食材等の販売事業を主要な事業としており、他の事業

セグメントの重要性が乏しいため、記載を省略しております。
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（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額および算定上の基礎、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額および算定上の

基礎は、以下のとおりであります。

 
前第２四半期連結累計期間
（自　平成26年10月１日
至　平成27年３月31日）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成27年10月１日
至　平成28年３月31日）

(1）１株当たり四半期純利益金額 74円68銭 44円84銭

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する四半期純利益金額

（千円）
270,516 161,570

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純

利益金額（千円）
270,516 161,570

普通株式の期中平均株式数（株） 3,622,555 3,602,971

(2）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 74円21銭 44円57銭

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する四半期純利益金額調整額

（千円）
－ －

普通株式増加数（株） 22,637 22,485

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株

式で、前連結会計年度末から重要な変動があったも

のの概要

－ 当社の新株予約権１種類（新株

予約権による潜在株式の数　合

計43,000株）は、平成27年12月

17日をもって権利行使期間満了

により失効しております。

（注）株主資本において自己株式として計上されている株式給付信託制度における信託が保有する当社株式を、「１株当

たり四半期純利益金額」および「潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額」の算定上、期中平均株式数の計算

において控除する自己株式に含めております（前第２四半期連結累計期間38,616株、当第２四半期連結累計期間

58,200株）。

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

２【その他】

該当事項はありません。

EDINET提出書類

株式会社　タイセイ(E02982)

四半期報告書

16/18



第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

平成28年５月13日

株式会社タイセイ

取締役会　御中

 

三優監査法人

 

 
代表社員
業務執行社員

 公認会計士 堤　　　剣　吾　　印

 

 業務執行社員  公認会計士 大　神　　　匡　　印

 

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社タイセ

イの平成27年10月１日から平成28年９月30日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（平成28年１月１日から平成

28年３月31日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成27年10月１日から平成28年３月31日まで）に係る四半期連結財務

諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半期連結キャッシュ・

フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。

 

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する

結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し

て四半期レビューを行った。

　四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認

められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社タイセイ及び連結子会社の平成28年３月31日現在の財政状態

並びに同日をもって終了する第２四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していない

と信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

 

強調事項

　会計方針の変更に記載されているとおり、会社は第１四半期連結会計期間より「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）等を適用している。

　当該事項は、監査人の結論に影響を及ぼすものではない。

 

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

 

　（注）１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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