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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45期

第３四半期連結
累計期間

第46期
第３四半期連結

累計期間
第45期

会計期間
自　平成26年７月１日
至　平成27年３月31日

自　平成27年７月１日
至　平成28年３月31日

自　平成26年７月１日
至　平成27年６月30日

売上高 （千円） 2,860,612 3,473,520 3,996,701

経常利益 （千円） 352,963 508,505 555,316

親会社株主に帰属する四半期（当

期）純利益
（千円） 148,690 305,998 308,550

四半期包括利益又は包括利益 （千円） 194,493 293,888 374,378

純資産額 （千円） 2,875,460 3,264,333 3,055,344

総資産額 （千円） 3,689,973 4,246,158 3,949,869

１株当たり四半期（当期）

純利益金額
（円） 26.27 54.06 54.51

潜在株式調整後１株当たり

四半期（当期）純利益金額
（円） － － －

自己資本比率 （％） 77.9 76.9 77.4

 

回次
第45期

第３四半期連結
会計期間

第46期
第３四半期連結

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） 11.22 12.65

　（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．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており

ません。

４．「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３四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要

な変更はありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第３四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３四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又は締結等はありません。

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が判断したものであります。

 

（１）経営成績の分析

　当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、雇用環境が改善傾向にあり、個人消費は底堅い動きとなっ

ていますが、円高の定着、株式の下落などにより消費マインドに力強さが欠ける状態が続いております。海外に

於いても中国やアジア諸国の景気減速懸念が危惧され先行きの不透明な状況が依然として続いております。

　当社グループの主要マーケットである焼肉業界は、消費者の牛肉離れが解消され、むしろ需要は拡大傾向にあ

ります。しかし、牛肉価格の高騰や人手不足などの懸念要因もあり業界内はより厳しい経営環境が続いておりま

す。

　このような状況の中、当社グループといたしましては、新規開店の受注のみならず、既存店の改装や他メー

カー納品店に対しての定期メンテナンス契約、ダクト清掃工事の受注などの獲得と販売強化に取り組んでまいり

ました。

　その結果、当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高3,473百万円（前年同期比21.4％増）、営業利益496百

万円（前年同期比42.8％増）、経常利益508百万円（前年同期比44.1％増）、親会社株主に帰属する四半期純利益

305百万円（前年同期比105.8％増）となりました。

 

（２）財政状態の分析

（資産）

　当第３四半期連結会計期間末における資産合計は、前連結会計年度末に比べ296百万円増加し4,246百万円とな

りました。主な要因は、現金及び預金の増加116百万円、受取手形及び売掛金の増加53百万円、土地の増加72百万

円であります。

（負債）

　当第３四半期連結会計期間末における負債合計は、前連結会計年度末に比べ87百万円増加し981百万円となりま

した。主な要因は、未払法人税等の増加65百万円であります。

（純資産）

　当第３四半期連結会計期間末における純資産合計は、前連結会計年度末に比べ208百万円増加し3,264百万円と

なりました。主な要因は、親会社株主に帰属する四半期純利益の計上305百万円、剰余金の配当84百万円でありま

す。

 

（３）事業上及び財務上の対処すべき課題

当第３四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

当第３四半期連結累計期間における研究開発活動の金額は72百万円であります。なお、当第３四半期連結累計

期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
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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 14,775,000

計 14,775,000

 

②【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間末
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10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 6,140,850 6,140,850

東京証券取引所

ＪＡＳＤＡＱ

（スタンダード）

単元株式数100株

計 6,140,850 6,140,850 － －

 

（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
－ 6,140,850 － 639,307 － 595,887

 

（６）【大株主の状況】

当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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（７）【議決権の状況】

当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載

することができないことから、直前の基準日（平成27年12月31日）に基づく株主名簿による記載をしております。

 

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） 普通株式    480,800 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式  5,658,700 56,587 －

単元未満株式 普通株式      1,350 － －

発行済株式総数 6,140,850 － －

総株主の議決権 － 56,587 －

 

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(％)

シンポ株式会社
名古屋市名東区若葉台110

番地
480,800 － 480,800 7.83

計 － 480,800 － 480,800 7.83

 

 

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３四半期連結会計期間（平成28年１月１日から平

成28年３月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成27年７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有限責任 あずさ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６月30日)
当第３四半期連結会計期間

(平成28年３月31日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,860,433 1,976,911

受取手形及び売掛金 601,839 655,255

商品及び製品 42,572 57,915

仕掛品 31,302 38,597

原材料及び貯蔵品 173,925 189,447

その他 33,617 36,218

流動資産合計 2,743,690 2,954,345

固定資産   

有形固定資産   

土地 461,679 533,863

その他（純額） 195,521 229,442

有形固定資産合計 657,200 763,306

無形固定資産 12,099 12,956

投資その他の資産   

投資有価証券 400,590 381,674

その他 149,152 148,096

貸倒引当金 △12,864 △14,220

投資その他の資産合計 536,878 515,549

固定資産合計 1,206,178 1,291,812

資産合計 3,949,869 4,246,158

 

EDINET提出書類

シンポ株式会社(E02448)

四半期報告書

 7/14



 

  （単位：千円）

 
前連結会計年度

(平成27年６月30日)
当第３四半期連結会計期間

(平成28年３月31日)

負債の部   

流動負債   

買掛金 116,945 149,648

短期借入金 100,000 80,000

未払法人税等 67,683 132,812

賞与引当金 19,750 54,800

役員賞与引当金 24,800 19,500

その他 388,886 377,535

流動負債合計 718,065 814,297

固定負債   

役員退職慰労引当金 72,352 76,345

退職給付に係る負債 38,108 45,053

その他 65,997 46,129

固定負債合計 176,458 167,527

負債合計 894,524 981,825

純資産の部   

株主資本   

資本金 639,307 639,307

資本剰余金 595,887 595,887

利益剰余金 1,838,647 2,059,745

自己株式 △188,103 △188,103

株主資本合計 2,885,738 3,106,837

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 149,921 141,420

為替換算調整勘定 19,684 16,075

その他の包括利益累計額合計 169,605 157,495

純資産合計 3,055,344 3,264,333

負債純資産合計 3,949,869 4,246,158

 

EDINET提出書類

シンポ株式会社(E02448)

四半期報告書

 8/14



（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26年７月１日
　至　平成27年３月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成27年７月１日
　至　平成28年３月31日)

売上高 2,860,612 3,473,520

売上原価 1,693,305 2,130,539

売上総利益 1,167,306 1,342,980

販売費及び一般管理費 819,526 846,505

営業利益 347,779 496,475

営業外収益   

受取利息 304 410

受取配当金 2,217 2,427

投資事業組合運用益 － 6,586

受取賃貸料 6,441 6,173

その他 496 381

営業外収益合計 9,460 15,979

営業外費用   

支払利息 670 334

投資事業組合運用損 870 －

不動産賃貸費用 2,271 2,475

為替差損 463 1,139

営業外費用合計 4,276 3,949

経常利益 352,963 508,505

特別利益   

投資有価証券売却益 25,859 9,113

資産除去債務戻入益 2,867 －

特別利益合計 28,727 9,113

特別損失   

減損損失 25,336 －

固定資産除却損 1,056 －

投資有価証券評価損 75,565 －

投資有価証券償還損 11,249 －

特別損失合計 113,206 －

税金等調整前四半期純利益 268,484 517,619

法人税等 119,794 211,620

四半期純利益 148,690 305,998

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 148,690 305,998
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【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26年７月１日
　至　平成27年３月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成27年７月１日
　至　平成28年３月31日)

四半期純利益 148,690 305,998

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 39,287 △8,500

為替換算調整勘定 6,516 △3,609

その他の包括利益合計 45,803 △12,110

四半期包括利益 194,493 293,888

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 194,493 293,888

非支配株主に係る四半期包括利益 － －
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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）、「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）等を第１四半期連結会計期間から適用し、四半期純利益等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３四半期連結累計期間については、四半期連結財務諸表の組替えを行っており

ます。

 

（四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理）

(税金費用の計算)

税金費用については、当第３四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適

用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半期

連結累計期間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。

 
 
 

前第３四半期連結累計期間
（自　平成26年７月１日
至　平成27年３月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成27年７月１日
至　平成28年３月31日）

減価償却費 26,982千円 38,513千円

 

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自　平成26年７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９月19日

定時株主総会
普通株式 67,920 12 平成26年６月30日 平成26年９月22日 利益剰余金

 

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自　平成27年７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９月18日

定時株主総会
普通株式 84,900 15 平成27年６月30日 平成27年９月24日 利益剰余金

 

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自　平成26年７月１日　至　平成27年３月31日）

当社グループの事業セグメントは、無煙ロースター関連事業及び飲食事業でありますが、飲食事業の全セグ

メントに占める割合が僅少であり、開示情報としての重要性が乏しいため、セグメント情報の記載を省略して

おります。

なお、飲食事業を営んでいたフードクロス・マネジメント株式会社は、平成27年３月23日付で解散を決議

し、現在清算手続き中であります。

 

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自　平成27年７月１日　至　平成28年３月31日）

前連結会計年度における飲食事業からの撤退に伴い、無煙ロースター関連事業の単一セグメントとなったた

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及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第３四半期連結累計期間
（自　平成26年７月１日
至　平成27年３月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成27年７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 26円27銭 54円06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） 148,690 305,998

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）
148,690 305,998

普通株式の期中平均株式数           （千株） 5,660 5,660

（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 

２【その他】

該当事項はありません。
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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10日

シンポ株式会社

取締役会　御中

 

有限責任 あずさ監査法人

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 鈴木　賢次　　印

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 岸田　好彦　　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」に掲げられているシンポ株式会社

の平成27年７月１日から平成28年６月30日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（平成28年１月１日から平成28

年３月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成27年７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、シンポ株式会社及び連結子会社の平成28年３月31日現在の財政状態及

び同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績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。

 

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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