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1.  平成25年9月期第2四半期の連結業績（平成24年10月1日～平成25年3月31日） 

（注）当社は、平成25年４月１日付で普通株式１株につき200株の割合をもって、株式分割を行っております。前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われ
たと仮定して、１株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益を算定しております。 

(2) 連結財政状態 

（注）当社は、平成25年４月１日付で普通株式１株につき200株の割合をもって、株式分割を行っております。前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われ
たと仮定して、１株当たり純資産を算定しております。  

(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 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

25年9月期第2四半期 2,153 13.0 166 46.8 189 27.0 126 27.4
24年9月期第2四半期 1,905 49.4 113 844.1 149 431.9 98 ―

（注）包括利益 25年9月期第2四半期 126百万円 （27.4％） 24年9月期第2四半期 98百万円 （―％）

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

25年9月期第2四半期 42.92 41.53
24年9月期第2四半期 33.96 33.09

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

25年9月期第2四半期 2,417 903 37.2 299.96
24年9月期 2,386 772 32.2 263.53
（参考） 自己資本   25年9月期第2四半期  898百万円 24年9月期  768百万円

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  
 当社は、平成25年４月１日付で普通株式１株につき200株の割合で株式分割を行っております。そのため、平成25年９月期（予想）の年間配当金については、
当該株式分割の影響を考慮して記載しております。また、前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、平成24年９月期の年間配当額を記載
しております。当該株式分割の影響を加味し、遡及修正を行う前の配当額は500円であります。 

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

24年9月期 ― 0.00 ― 2.50 2.50
25年9月期 ― 0.00
25年9月期（予想） ― 2.50 2.50

3. 平成25年 9月期の連結業績予想（平成24年10月 1日～平成25年 9月30日）  
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  無  
 当社は、平成25年４月１日付で普通株式１株につき200株の割合をもって、株式分割を行っております。１株当たり当期純利益については、当該株式分割の影
響を考慮して計算しております。 

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

通期 3,795 13.1 219 135.3 250 95.6 152 115.2 51.21

ＴＡＩＳＥＩ
コッタ



(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） 

（注）当社は、平成25年４月１日付で普通株式１株につき200株の割合をもって、株式分割を行っております。前連結会計年度の期首に当該株式分割が行わ
れたと仮定して、発行済株式数（普通株式）を算定しております。 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
※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レビューの対象外であり、この決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく連結財務諸表のレビュ
ー手続きは終了しております。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見積であり、多分に不確実な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況の変化に
より、上記予想数値と異なる場合がありますので、この数値に依拠して投資等の判断を行うことは差し控えてください。 

※  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   ：  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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年9月期2Q 3,033,400 株 24年9月期 2,952,600 株
② 期末自己株式数 25年9月期2Q 38,200 株 24年9月期 38,200 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年9月期2Q 2,938,013 株 24年9月期2Q 2,914,400 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第２四半期連結累計期間における我が国経済は、欧州債務問題の長期化および中国などの新興国経済の減速な

どにより不透明感が漂う一方で、昨年末からの円高の是正および株価の上昇により景気の回復期待が徐々に高まっ

てまいりました。 

 当社グループの主要事業である菓子関連の包装資材および食材などの販売事業の業界におきましては、インター

ネット通販による価格競争の激化などは継続しているものの、自宅でのお菓子およびパン作りを趣味とする一般個

人は増加傾向となっている状況です。 

 このような外部環境のもと、当社におきましては、通販Ｗｅｂサイト「ｃｏｔｔａ」にて、著名シェフによる直

伝レシピの公開、有名ブロガーを招いたイベント開催など、積極的な販促活動に取り組みました。平成25年２月に

は、「ｃｏｔｔａ」がＹａｈｏｏ！ショッピングの「提携パートナー」に認定されました。これにより、Ｙａｈｏ

ｏ！ポイントを利用して「ｃｏｔｔａ」で購入することができるようになり、お客様の利便性を高め、さらに認知

度および信頼度も高めることとなりました。その結果、平成25年３月には、当社単独の月間売上高が過去最高の３

億円を達成いたしました。 

 また、製菓材料の製造および販売を行う子会社の株式会社プティパにおきましても、当社からの発注以外にも、

100円均一ショップへのクリスマスおよびバレンタイン向けチョコレートペンなどの供給も順調に伸びました。 

 以上の結果、売上高 千円（前年同四半期比 ％増）、営業利益 千円（同 ％増）、経常利

益 千円（同 ％増）、四半期純利益 千円（同 ％増）となりました。 

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

①資産、負債及び純資産の状況 

（資産） 

 当第２四半期連結会計期間末における総資産は、 千円となり、前連結会計年度末に比べ 千円増

加しました。これは、主にクリスマス・バレンタイン向け商品の納品に伴い、たな卸資産が減少した一方で、売上

高の増加等に伴う売掛金および未収入金が増加したこと、さらに当社の本社屋の屋上に建設している太陽光発電設

備に伴う建設仮勘定を計上したことなどにより有形固定資産が増加したことなどによるものであります。 

（負債） 

 当第２四半期連結会計期間末における負債合計は、 千円となり、前連結会計年度末と比べ 千円

減少しました。これは、主にたな卸資産の減少に伴い、買掛金および短期借入金が減少したことなどによるもので

す。 

（純資産） 

 当第２四半期連結会計期間末における純資産は、 千円となり、前連結会計年度末と比べ 千円増加

しました。これは、主に四半期純利益の計上により、利益剰余金が増加したことなどによるものです。 

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 千円増加し、 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 千円（前年同四半期比 ％増）となりました。これは、主に売上高の増

加にともなう売上債権の増加 千円、仕入債務の減少 千円、法人税等の支払額 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 千円に加え、減価償却費 千円、たな卸資産の減少

千円などによる資金の増加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 千円（前年同四半期は 千円の増加）となりました。これは、主に有形

固定資産の取得による支出 千円、無形固定資産の取得による支出 千円などによる資金の減少によるもの

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 千円（前年同四半期比 ％減）となりました。これは、主に短期借入れに

よる収入 千円の資金の増加に対し、短期借入金の返済による支出 千円、長期借入金の返済による支出

千円などによる資金の減少によるものであります。 

１．当四半期決算に関する定性的情報

2,153,274 13.0 166,549 46.8

189,533 27.0 126,085 27.4

2,417,013 30,226

1,513,902 100,107

903,110 130,334

89,165 384,590

253,007 57.5

91,966 65,800 38,237

189,533 44,372 197,230

88,103 3,551

49,453 29,170

75,738 37.0

793,200 839,400

23,790



（３）連結業績予想に関する定性的情報 

平成25年４月15日に発表いたしました通期業績予想についての変更はありません。 

（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 

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

３．継続企業の前提に関する重要事象等



４．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年９月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 425,425 519,590

受取手形及び売掛金 82,416 116,328

たな卸資産 624,328 427,097

未収入金 135,745 207,541

その他 35,109 27,045

貸倒引当金 △703 △798

流動資産合計 1,302,322 1,296,804

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 494,109 494,794

機械装置及び運搬具（純額） 69,588 63,235

土地 276,788 276,575

リース資産（純額） 82,429 74,160

その他（純額） 10,231 42,382

有形固定資産合計 933,148 951,149

無形固定資産   

のれん 55,692 51,586

その他 66,717 83,850

無形固定資産合計 122,410 135,436

投資その他の資産 28,905 33,622

固定資産合計 1,084,463 1,120,208

資産合計 2,386,786 2,417,013

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 253,212 187,412

短期借入金 146,200 100,000

1年内償還予定の社債 300,000 300,000

1年内返済予定の長期借入金 47,580 47,580

未払法人税等 39,682 62,499

ポイント引当金 29,963 28,416

賞与引当金 13,796 14,015

その他 122,974 144,551

流動負債合計 953,409 884,474

固定負債   

社債 200,000 200,000

長期借入金 384,380 360,590

その他 76,220 68,837

固定負債合計 660,600 629,427

負債合計 1,614,010 1,513,902



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年９月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 281,875 287,693

資本剰余金 241,234 247,052

利益剰余金 251,765 370,564

自己株式 △6,857 △6,857

株主資本合計 768,018 898,453

新株予約権 4,757 4,657

純資産合計 772,775 903,110

負債純資産合計 2,386,786 2,417,013



（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23年10月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年10月１日 
 至 平成25年３月31日) 

売上高 1,905,214 2,153,274

売上原価 1,265,705 1,433,983

売上総利益 639,509 719,291

販売費及び一般管理費 526,091 552,741

営業利益 113,417 166,549

営業外収益   

受取利息 393 113

補助金収入 18,335 3,498

協賛金収入 26,081 25,383

その他 1,338 2,221

営業外収益合計 46,149 31,217

営業外費用   

支払利息 9,555 7,519

その他 765 714

営業外費用合計 10,320 8,233

経常利益 149,246 189,533

特別利益   

補助金収入 5,774 －

特別利益合計 5,774 －

特別損失   

固定資産除却損 945 －

固定資産圧縮損 5,440 －

訴訟関連損失 1,102 －

特別損失合計 7,488 －

税金等調整前四半期純利益 147,532 189,533

法人税、住民税及び事業税 52,865 60,807

法人税等調整額 △4,297 2,640

法人税等合計 48,567 63,448

少数株主損益調整前四半期純利益 98,964 126,085

四半期純利益 98,964 126,085



（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23年10月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年10月１日 
 至 平成25年３月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 98,964 126,085

四半期包括利益 98,964 126,085

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 98,964 126,085

少数株主に係る四半期包括利益 － －



（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23年10月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年10月１日 
 至 平成25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 147,532 189,533

減価償却費 42,962 44,372

のれん償却額 4,001 4,106

株式報酬費用 1,427 801

賞与引当金の増減額（△は減少） 523 219

貸倒引当金の増減額（△は減少） △174 95

ポイント引当金の増減額（△は減少） 6,212 △1,546

受取利息及び受取配当金 △393 △113

支払利息 9,555 7,519

補助金収入 △5,774 －

固定資産除却損 945 －

固定資産圧縮損 5,440 －

売上債権の増減額（△は増加） △70,247 △91,966

未収入金の増減額（△は増加） △15,614 △14,026

たな卸資産の増減額（△は増加） 23,143 197,230

仕入債務の増減額（△は減少） 22,655 △65,800

その他 27,151 28,188

小計 199,347 298,612

利息及び配当金の受取額 564 99

利息の支払額 △9,961 △7,467

法人税等の支払額 △29,355 △38,237

営業活動によるキャッシュ・フロー 160,595 253,007

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 － △5,000

有価証券の償還による収入 50,000 －

有形固定資産の取得による支出 △33,902 △49,453

無形固定資産の取得による支出 △7,780 △29,170

その他 △4,766 △4,480

投資活動によるキャッシュ・フロー 3,551 △88,103

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 257,200 793,200

短期借入金の返済による支出 △285,030 △839,400

長期借入金の返済による支出 △20,790 △23,790

社債の償還による支出 △55,000 －

新株予約権の行使による株式の発行による収入 － 10,734

配当金の支払額 △7,181 △6,257

リース債務の返済による支出 △9,338 △10,224

財務活動によるキャッシュ・フロー △120,140 △75,738

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 44,006 89,165

現金及び現金同等物の期首残高 281,636 295,425

現金及び現金同等物の四半期末残高 325,642 384,590



該当事項はありません。 

   

   

該当事項はありません。 

   

   

 当社グループは、菓子・弁当関連の包装資材及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。 

   

   

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）セグメント情報等
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