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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、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）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、3,852,286千円となり、前連結会計年度末と比べ19,022千円減

少しました。これは、主に営業キャッシュフローの増加に伴い現金及び預金が増加したこと、ならびに売上高の増

加に伴い受取手形及び売掛金が増加した一方で、クリスマス・バレンタイン商戦のための在庫商品を出荷したこと

によりたな卸資産が減少したこと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、1,868,381千円となり、前連結会計年度末と比べ140,729千円

減少しました。これは、主に未払法人税等が増加した一方で、たな卸資産の減少に伴い支払手形及び買掛金が減少

したこと、ならびに借入金の返済に伴い長期借入金が減少したこと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、1,983,904千円となり、前連結会計年度末と比べ121,706千円増

加しました。これは、主に親会社株主に帰属する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。
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（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）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

 平成28年９月期第２四半期における当社グループの業績は、本日公表の「平成28年９月期第２四半期決算短信」

のとおり順調に推移しており、通期業績予想に対する進捗率は、営業利益101.2％、経常利益100.3％、親会社株主

に帰属する当期純利益128.5％となり、すでに通期業績予想を超過しております。 

 しかしながら、当社グループの業績は季節的な変動もあることから、平成27年11月13日に発表いたしました通期

連結業績予想についての変更はありません。

 ただし、今後の業績推移に応じて修正が必要と判断した場合には速やかに公表いたします。

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

 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

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。
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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 713,958 629,062 

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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（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。

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27年10月１日
至 平成28年３月31日）

前年同期比（％）

鮮度保持剤（千円） 154,499 104.8

菓子関連の包装資材等（千円） 1,114,956 104.5

弁当関連の資材等（容器等）（千円） 111,317 93.1

菓子関連の食材等（千円） 1,325,388 128.7

その他（千円） 67,268 112.9

合計（千円） 2,773,430 114.5

（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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