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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、円安

および株価の上昇傾向が続き、緩やかな回復基調となりましたが、その一方で、消費税率引き上げ後の個人消費の

動きに力強さがなく、円安による輸入原材料の価格上昇ならびに欧州および中国などの海外経済の不安定感なども

相まって、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、価格

競争が激しさを増すとともに、小麦粉などの穀物価格の上昇により、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、当社は品揃えの充実および当社インターネット通販サイト「ｃｏｔｔａ」（以下

「コッタ」という。）におけるレシピの充実などを図ることによって、非価格競争の取り組みを強化しました。

 ㈱プティパ（連結子会社）におきましては、消費税率引き上げの影響などにより、100円均一ショップ向けのチ

ョコレートペンの出荷量が前年同四半期を下回って推移いたしましたが、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。

 また、平成27年１月には、周陽商事㈱の株式を取得し、連結子会社化いたしました。同社は、主に山口県内にお

ける製菓・製パン業界を中心としたＢtoＢ向けに、自社保有の配送車にてお客様に商品を直接お届けする地域密着

型の製菓・製パン用食材卸売事業を展開しております。同社を通じて、コッタでの新たな仕入ルートの開拓などを

行うなど、早急にシナジー効果を生み出せるように情報の共有化などを積極的に行っております。

 さらに、㈱ＴＵＫＵＲＵ（連結子会社）におきましては、インターネットサイト「ｍｅ ｌｉｋｅｙ」（以下

「ミー ライキー」という。）を平成26年12月にリリースいたしました。リリース後も追加機能の開発を行ってお

り、３月には、コッタとのポイントの連携を開始しております。

 なお、当第２四半期連結累計期間において、大分県が施行する国道２１７号 道路改良工事に伴う用地買収によ

り、特別利益として収用補償金の一部を計上しております。

 以上の結果、売上高2,423,124千円（前年同四半期比0.0％減）、営業利益161,414千円（同9.2％減）、経常利益

190,046千円（同6.7％減）、四半期純利益270,516千円（同126.6％増）となりました。

 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）財政状態に関する説明

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、3,635,276千円となり、前連結会計年度末に比べ431,870千円増

加しました。これは、売上高の増加によってたな卸資産が減少した一方で、それに伴う売掛金および未収入金が増

加したこと、ならびに当社が収用補償金の一部を受領したことによって現金及び預金が増加したこと、さらに当社

の第４商品センター新設工事に伴う着手金として建設仮勘定を計上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、1,739,669千円となり、前連結会計年度末と比べ181,818千円

増加しました。これは、主に支払手形及び買掛金が増加したこと、ならびに利益の計上に伴い未払法人税等を計上

したことなどによるものであります。

（純資産）

 当第２四半期連結会計期間末における純資産は、1,895,606千円となり、前連結会計年度末と比べ250,052千円増

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によるものであります。

 

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259,556千円増加し、982,917千円となりました。

 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243,879千円（前年同四半期比16.1％減）となりました。これは、主に、売上債

権の増加20,588千円、仕入債務の減少69,780千円、法人税等の支払額26,611千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430,011千円（うち、特別利益に計上し、営業活動によるキャッシュ・フローから控除

した収用補償金は265,472千円）に加え、減価償却費55,096千円、たな卸資産の減少96,814千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）

 投資活動により増加した資金は141,117千円（前年同四半期は80,946千円の使用）となりました。これは、主

に、当社の商品センター新設工事に伴う着手金などに係る有形固定資産の取得による支出103,648千円、ならびに
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コッタの機能強化およびミー ライキーのリリースなどに係る無形固定資産の取得による支出32,320千円などによ

る資金の減少に対し、収用補償金の受取による収入300,690千円などによる資金の増加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125,439千円（前年同四半期比25.8％減）となりました。これは、主に、短期借

入金の純減少53,400千円、長期借入金の返済による支出38,454千円、配当金の支払額18,073千円、リース債務の返

済による支出11,592千円などによる資金の減少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26年12月25日に公表しました「周陽商事株式会社の株式取得（連結子会社化）に関するお知らせ」および平

成27年２月13日に公表しました「特別利益の発生に関するお知らせ」などを考慮しました結果、期末の連結業績予

想数値を修正することといたしました。詳細は、本日公表しました「平成27年９月期第２四半期（累計）連結業績

予想数値と実績値との差異および通期連結業績予想の修正に関するお知らせ」に記載しております。

 

 

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

 当第２四半期連結会計期間より、周陽商事㈱の株式を新たに取得したため、連結の範囲に含めております。 

 

（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。
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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26年９月30日) 
当第２四半期連結会計期間 

(平成27年３月31日) 

資産の部    

流動資産    

現金及び預金 858,363 1,121,517 

受取手形及び売掛金 114,472 206,342 

たな卸資産 573,517 510,866 

未収入金 191,305 217,199 

その他 29,743 45,542 

貸倒引当金 △860 △5,490 

流動資産合計 1,766,541 2,095,978 

固定資産    

有形固定資産    

建物及び構築物（純額） 675,241 661,738 

機械装置及び運搬具（純額） 101,135 92,787 

土地 383,673 398,093 

リース資産（純額） 63,318 52,738 

その他（純額） 17,709 112,484 

有形固定資産合計 1,241,078 1,317,842 

無形固定資産    

のれん 39,266 59,696 

その他 116,221 107,705 

無形固定資産合計 155,488 167,402 

投資その他の資産 40,296 54,052 

固定資産合計 1,436,863 1,539,297 

資産合計 3,203,405 3,635,276 

負債の部    

流動負債    

支払手形及び買掛金 225,567 288,577 

短期借入金 238,400 220,000 

1年内償還予定の社債 100,000 100,000 

1年内返済予定の長期借入金 73,888 77,897 

未払法人税等 29,852 170,968 

ポイント引当金 17,684 16,690 

賞与引当金 14,434 18,378 

その他 155,875 192,402 

流動負債合計 855,702 1,084,914 

固定負債    

社債 100,000 100,000 

長期借入金 541,804 508,449 

株式給付引当金 454 454 

その他 59,889 45,850 

固定負債合計 702,148 654,754 

負債合計 1,557,850 1,739,669 
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    （単位：千円） 

 
前連結会計年度 

(平成26年９月30日) 
当第２四半期連結会計期間 

(平成27年３月31日) 

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 405,047 657,258 

自己株式 △20,666 △25,511 

株主資本合計 1,638,744 1,886,109 

新株予約権 6,810 9,497 

純資産合計 1,645,554 1,895,606 

負債純資産合計 3,203,405 3,635,276 

 

- 5 -

㈱タイセイ (3359) 平成27年９月期 第２四半期決算短信(連結)



（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25年10月１日 

 至 平成26年３月31日) 

当第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) 

売上高 2,423,529 2,423,124 

売上原価 1,588,004 1,573,742 

売上総利益 835,524 849,382 

販売費及び一般管理費 657,697 687,967 

営業利益 177,827 161,414 

営業外収益    

受取利息 137 121 

補助金収入 4,392 4,350 

協賛金収入 25,831 29,591 

電力販売収益 2,605 2,529 

その他 2,762 1,620 

営業外収益合計 35,728 38,212 

営業外費用    

支払利息 5,775 5,685 

電力販売費用 3,358 3,229 

その他 711 666 

営業外費用合計 9,846 9,580 

経常利益 203,710 190,046 

特別利益    

新株予約権戻入益 150 150 

収用補償金 － 265,472 

特別利益合計 150 265,622 

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 203,860 430,011 

法人税、住民税及び事業税 86,156 166,454 

法人税等調整額 △1,658 △6,960 

法人税等合計 84,498 159,494 

少数株主損益調整前四半期純利益 119,361 270,516 

四半期純利益 119,361 270,516 
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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25年10月１日 

 至 平成26年３月31日) 

当第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) 

少数株主損益調整前四半期純利益 119,361 270,516 

四半期包括利益 119,361 270,516 

（内訳）    

親会社株主に係る四半期包括利益 119,361 270,516 

少数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25年10月１日 

 至 平成26年３月31日) 

当第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) 

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 203,860 430,011 

減価償却費 43,900 55,096 

のれん償却額 4,106 3,910 

株式報酬費用 1,418 2,837 

賞与引当金の増減額（△は減少） 614 3,094 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 431 △10 

ポイント引当金の増減額（△は減少） △4,431 △994 

受取利息及び受取配当金 △137 △137 

支払利息 5,775 5,685 

株式交付費 309 － 

新株予約権戻入益 △150 △150 

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） △124,005 △20,588 

未収入金の増減額（△は増加） △5,608 15,474 

たな卸資産の増減額（△は増加） 250,829 96,814 

仕入債務の増減額（△は減少） △79,652 △69,780 

未払消費税等の増減額（△は減少） 16,496 27,108 

その他 1,924 △32,031 

小計 315,683 275,711 

利息及び配当金の受取額 122 323 

利息の支払額 △5,731 △5,543 

法人税等の支払額 △19,337 △26,611 

営業活動によるキャッシュ・フロー 290,735 243,879 

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 △54,571 △103,648 

無形固定資産の取得による支出 △19,178 △32,320 

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 △7,196 △17,009 

投資活動によるキャッシュ・フロー △80,946 141,117 

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） △98,900 △53,400 

長期借入金の返済による支出 △33,786 △38,454 

新株予約権の行使による株式の発行による収入 476 － 

配当金の支払額 △26,591 △18,073 

リース債務の返済による支出 △10,229 △11,592 

その他 － △3,919 

財務活動によるキャッシュ・フロー △169,029 △125,439 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 40,759 259,556 

現金及び現金同等物の期首残高 981,540 723,361 

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,022,300 982,917 
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（４）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２四半期連結累計期間（自 平成25年10月１日 至 平成26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。
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４．補足情報

（販売の状況）

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、その他の事業セグ

メントの重要性が乏しいことにより、セグメント情報の開示を省略しているため、以下の販売実績については、取扱

商品区分別により記載しております。

当第２四半期連結累計期間の販売実績を取扱商品別に示すと、次のとおりであります。

取扱商品別
当第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）

前年同期比（％）

鮮度保持剤（千円） 147,428 87.6

菓子関連の包装資材等（千円） 1,066,540 99.0

弁当関連の資材等（容器等）（千円） 119,526 90.6

菓子関連の食材等（千円） 1,030,024 104.7

その他（千円） 59,605 95.4

合計（千円） 2,423,124 100.0

（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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