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東京証券取引所マザーズへの上場に伴う当社決算情報等のお知らせ 

 

当社は、本日、平成 25 年９月 17 日に東京証券取引所マザーズに上場いたしました。今後と

も、なお一層のご指導ご鞭撻を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

なお、当社の当期の業績予想は以下のとおりであり、また、最近の決算情報等につきまして

別添のとおり（添付資料は平成 25 年８月 14 日に公表済みの資料です。）であります。 

 

【連結】                                         （単位：百万円、％） 

平成 25 年９月期 

（予想） 

平成 25 年９月期 

第３四半期累計期間 

（実績） 

平成 24 年９月期 

（実績） 決算期 

 

項 目  構成比 対前期

増減率 
 構成比  構成比 

売上高 3,795 100.0 13.1 2,956 100.0 3,355 100.0

営業利益 219 5.8 135.3 177 6.0 93 2.8

経常利益 250 6.6 95.6 232 7.9 127 3.8

当期（四半期）純利益 152 4.0 115.2 152 5.2 70 2.1

１株当たり当期（四半期）純利益 50 円 65 銭 51 円 51 銭 24 円 24 銭 

１株当たり配当金 7 円 50 銭 － 2 円 50 銭 

（注）１．当社は、平成 25 年４月１日付で普通株式１株につき 200 株の株式分割を行っております。上記では

平成 24 年９月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、１株当たり当期（四半期）純利益及び

１株当たり配当金を算出しております。 

２．平成 24 年９月期（実績）及び平成 25 年９月期第３四半期累計期間（実績）の１株当たり当期（四半

期）純利益は期中平均発行済株式数により算出しております。 

３．平成 25 年９月期（予想）の１株当たり当期純利益は平成 25 年９月期第３四半期末以降に行使された

新株予約権（2,000 株）及び公募株式数（600,000 株）を含めた予定期中平均発行済株式数により算

出しております。 

４．平成 25 年９月期の１株当たり配当金７円 50 銭の内訳は、普通配当 5円 00 銭、記念配当 2円 50 銭で

あります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上記に記載した予想数値は、１株当たり当期純利益を除き、平成 25 年８月 14 日に公表した内容と

同様のものであります。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。 
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平成25年9月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

平成25年8月14日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 Ｑ－タイセイ 上場取引所 福 
コード番号 3359 URL http://www.taisei-wellnet.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 佐藤 成一
問合せ先責任者 （役職名） 取締役経理部長 （氏名） 野村 弘 TEL 0972-85-0117
四半期報告書提出予定日 平成25年8月14日
配当支払開始予定日 ―
四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無
四半期決算説明会開催の有無 ： 無

1.  平成25年9月期第3四半期の連結業績（平成24年10月1日～平成25年6月30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3四半期 2,956 11.4 177 55.9 232 55.9 152 65.6
24年9月期第3四半期 2,654 36.6 114 512.5 148 202.8 92 484.9

（注）包括利益 25年9月期第3四半期 152百万円 （65.6％） 24年9月期第3四半期 92百万円 （484.9％）

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3四半期 51.51 50.07
24年9月期第3四半期 31.59 30.23

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3四半期 2,319 930 40.0 308.43
24年9月期 2,386 772 32.2 263.53
（参考） 自己資本   25年9月期第3四半期  926百万円 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） 7.50 7.50

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
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(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 
 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3Q 3,043,400 株 24年9月期 2,952,600 株
② 期末自己株式数 25年9月期3Q 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3Q 2,959,819 株 24年9月期3Q 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３四半期連結累計期間における我が国経済は、中国をはじめとしたアジア経済の成長減速により不透明感が

漂う一方で、円安および株高の進行に伴い、景気の回復期待が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、インターネット通販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、Ｙａｈｏｏ！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、平成25年４月より、お客様のニーズに応えて九州野菜・果物の宅配サービス「ｃｏｔｔａべじ」もスター

トいたしました。 

 さらに、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は、当社からの発注以外に

も、第２四半期連結累計期間において、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、当社グループの業績向上に大きく寄与いたしました。 

 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３四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 千円減

少しました。これは、主に未収入金が増加したこと並びに当社の本社屋の屋上に太陽光発電設備を設置したことに

よる有形固定資産が増加した一方で、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

たことなどによるものであります。 

（負債） 

 当第３四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３四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３四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

度末に比べ、 千円増加し、 千円となりました。 

 当第３四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） 

 営業活動により得られた資金は 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、法人税等の支払 千円、仕入債務の減少 千円等による資

金の減少に対し、税金等調整前四半期純利益 千円に加え、たな卸資産の減少 千円、減価償却費

千円等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 千円等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 ％増）となりました。これは、主に短期借入

れによる収入 千円による資金の増加に対し、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 千円等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

2,956,823 11.4 177,722 55.9

232,149 55.9 152,456 65.6

2,319,865 66,921

1,389,073 224,936

930,791 158,015

10,462 305,887

277,363 75.6

23,325 68,183 80,669

231,764 152,868

68,126

117,161 36,090

76,826 29,900

149,739 4.1

793,200 889,400

35,685



（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３四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 425,425 440,887

受取手形及び売掛金 82,416 98,530

たな卸資産 624,328 471,460

未収入金 135,745 172,496

その他 35,109 16,825

貸倒引当金 △703 △699

流動資産合計 1,302,322 1,199,500

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 494,109 487,529

機械装置及び運搬具（純額） 69,588 114,737

土地 276,788 276,575

リース資産（純額） 82,429 69,434

その他（純額） 10,231 11,925

有形固定資産合計 933,148 960,202

無形固定資産   

のれん 55,692 49,533

その他 66,717 77,802

無形固定資産合計 122,410 127,335

投資その他の資産 28,905 32,826

固定資産合計 1,084,463 1,120,364

資産合計 2,386,786 2,319,865

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 253,212 172,543

短期借入金 146,200 50,000

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 21,016

ポイント引当金 29,963 28,214

賞与引当金 13,796 3,657

その他 122,974 144,497

流動負債合計 953,409 767,508

固定負債   

社債 200,000 200,000

長期借入金 384,380 348,695

その他 76,220 72,869

固定負債合計 660,600 621,564

負債合計 1,614,010 1,389,073



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年９月30日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 281,875 288,724

資本剰余金 241,234 248,083

利益剰余金 251,765 396,935

自己株式 △6,857 △6,857

株主資本合計 768,018 926,885

新株予約権 4,757 3,905

純資産合計 772,775 930,791

負債純資産合計 2,386,786 2,319,865



（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23年10月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年10月１日 
 至 平成25年６月30日) 

売上高 2,654,290 2,956,823

売上原価 1,741,535 1,952,767

売上総利益 912,755 1,004,056

販売費及び一般管理費 798,740 826,333

営業利益 114,015 177,722

営業外収益   

受取利息 399 120

補助金収入 18,989 12,198

協賛金収入 30,009 53,302

その他 1,684 2,489

営業外収益合計 51,083 68,111

営業外費用   

支払利息 13,636 11,049

その他 2,539 2,635

営業外費用合計 16,175 13,685

経常利益 148,923 232,149

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 945 385

固定資産圧縮損 5,440 －

訴訟関連損失 1,102 －

その他 1,459 －

特別損失合計 8,947 385

税金等調整前四半期純利益 145,750 231,764

法人税、住民税及び事業税 54,568 50,179

法人税等調整額 △882 29,128

法人税等合計 53,686 79,308

少数株主損益調整前四半期純利益 92,063 152,456

四半期純利益 92,063 152,456



（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23年10月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年10月１日 
 至 平成25年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 92,063 152,456

四半期包括利益 92,063 152,456

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 92,063 152,456

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３四半期連結累計期間 
(自 平成23年10月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年10月１日 
 至 平成25年６月30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 145,750 231,764

減価償却費 65,597 68,126

のれん償却額 6,019 6,159

株式報酬費用 2,140 801

賞与引当金の増減額（△は減少） △8,323 △10,138

貸倒引当金の増減額（△は減少） △355 △4

ポイント引当金の増減額（△は減少） 10,072 △1,748

受取利息及び受取配当金 △399 △120

支払利息 13,636 11,049

株式交付費 － 957

社債発行費 1,409 －

補助金収入 △5,774 －

固定資産除却損 945 385

固定資産圧縮損 5,440 －

売上債権の増減額（△は増加） △7,656 △23,325

たな卸資産の増減額（△は増加） △41,155 152,868

仕入債務の増減額（△は減少） 4,161 △80,669

その他 25,209 △856

小計 216,718 355,248

利息及び配当金の受取額 570 106

利息の支払額 △13,544 △9,807

補助金の受取額 5,774 －

法人税等の支払額 △51,575 △68,183

営業活動によるキャッシュ・フロー 157,942 277,363

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の払戻による収入 47,000 －

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 △36,528 △76,826

無形固定資産の取得による支出 △19,728 △29,900

保険積立金の積立による支出 △4,766 △4,766

その他 114 △669

投資活動によるキャッシュ・フロー 36,090 △117,161



（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年10月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年10月１日 
 至 平成25年６月30日) 

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 327,200 793,200

短期借入金の返済による支出 △385,030 △889,400

長期借入れによる収入 67,000 －

長期借入金の返済による支出 △68,834 △35,685

社債の発行による収入 98,590 －

社債の償還による支出 △155,000 －

リース債務の返済による支出 △14,292 △15,410

新株予約権の行使による株式の発行による収入 － 11,087

配当金の支払額 △7,204 △7,231

その他 △6,300 △6,300

財務活動によるキャッシュ・フロー △143,870 △149,739

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 50,162 10,462

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 331,799 305,887



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。 

   

   

販売の状況 

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、その他の事
業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３四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。 

 （注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

（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

（７）その他

取扱商品別 
当第３四半期連結累計期間 
（自 平成24年10月１日 
至 平成25年６月30日） 

前年同四半期比（％） 

鮮度保持剤（千円）  243,965  97.4

菓子関連の包装資材等（千円）  1,449,496  102.8

弁当関連の資材等（容器等）（千円）  188,314  102.8

菓子関連の食材等（千円）  977,096  136.6

その他（千円）  93,750  107.8

小計（千円）  2,952,623  111.6

受取手数料（千円）  4,200  54.6

合計（千円）  2,956,823  111.4
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