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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62期

第２四半期連結
累計期間

第63期
第２四半期連結

累計期間
第62期

会計期間

自平成26年
　12月１日
至平成27年
　５月31日

自平成27年
　12月１日
至平成28年
　５月31日

自平成26年
　12月１日
至平成27年
　11月30日

売上高 （千円） 9,179,954 9,296,383 19,091,389

経常利益 （千円） 182,966 105,631 257,906

親会社株主に帰属する四半期（当

期）純利益又は親会社株主に帰属

する四半期純損失（△）

（千円） 117,681 △18,469 32,733

四半期包括利益又は包括利益 （千円） 470,642 △388,019 421,293

純資産額 （千円） 5,959,663 5,554,547 5,976,824

総資産額 （千円） 21,565,176 22,160,637 22,702,191

１株当たり四半期（当期）純利益

金額又は１株当たり四半期純損失

金額（△）

（円） 20.61 △3.23 5.73

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 （％） 27.6 25.0 26.3

営業活動によるキャッシュ・フ

ロー
（千円） 130,484 72,583 596,037

投資活動によるキャッシュ・フ

ロー
（千円） △409,261 △325,783 △1,056,748

財務活動によるキャッシュ・フ

ロー
（千円） 127,178 △414,076 927,807

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高
（千円） 1,195,688 1,392,764 2,051,975

 

回次
第62期

第２四半期連結
会計期間

第63期
第２四半期連結

会計期間

会計期間

自平成27年
３月１日

至平成27年
５月31日

自平成28年
３月１日

至平成28年
５月31日

1株当たり四半期純損失金額（△） （円） △13.29 △12.74

　（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、消費税等は含んでおりません。

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）純利益又は四半期純損失」を「親会社株主に帰属する四半期（当期）純利益

又は親会社株主に帰属する四半期純損失」としております。
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２【事業の内容】

　当第２四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。また、主要な関係会社における異動もありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第２四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。また、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重要な変更はありません。

 

２【経営上の重要な契約等】

　当第２四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行われておりません。
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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】

第１四半期連結累計期間より、「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、「四半期純利益又は四半期純損失」を「親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期

純損失」としております。

(1）業績の状況

当第２四半期連結累計期間における我が国経済は、政府の経済政策や日銀の金融緩和政策などにより一部では

企業業績の向上や雇用・所得環境の改善が進み、また原油安の影響などもあり景気は緩やかながらも回復基調で推

移しました。しかしながら一方では、中国経済や新興国市場の減速や中東情勢の混迷により世界経済に与える不安

材料も多く、円高方向への動きや日銀のマイナス金利政策導入など、依然として不透明感を払拭できない状況が続

きました。

このような状況のなかで、当社グループは提案型の営業を積極的に展開するとともに、より効率的な製造体制

を目指して、技術開発及び合理化活動を強力に推進しました。

この結果、当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高92億9,638万円（前年同四半期比1.3％増）、営業利益

9,981万円（前年同四半期比42.0％増）、経常利益１億563万円（前年同四半期比42.3％減）、親会社株主に帰属す

る四半期純損失は1,846万円（前年同四半期の親会社株主に帰属する四半期純利益は１億1,768万円）となりまし

た。

 

セグメント別の概況は次のとおりであります。

〔自動車部品事業〕

「平成28年熊本地震」等の影響により自動車メーカーの稼働が一時停止した結果、当事業の売上高は59億7,613

万円（前年同四半期比2.3％減）、インドネシア現法の操業費用の発生により営業損失は5,758万円（前年同四半期

の営業損失は9,861万円）となりました。

〔配電盤事業〕

既存得意先の受注が伸び悩んだ結果、当事業の売上高は11億357万円（前年同四半期比14.7％減）、営業利益は

6,392万円（前年同四半期比12.2％減）となりました。

〔ロボットシステム事業〕

自動車部品メーカーの国内及び海外工場向けの自動化システムが好調に推移した結果、当事業の売上高は17億

7,880万円（前年同四半期比31.4％増）、営業利益は8,731万円（前年同四半期比24.3％増）となりました。

〔モータースポーツ事業〕

各種イベントを企画し集客強化を図った結果、当事業の売上高は４億8,592万円（前年同四半期比9.3％増）、営

業利益は158万円（前年同四半期比86.9％減）となりました。

〔賃貸及び太陽光事業〕

貸倉庫を解体した結果、当事業の売上高は2,296万円（前年同四半期比31.7％減）、営業利益は348万円（前年同

四半期比82.3％減）となりました。

 

(2）キャッシュ・フローの状況

当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末と比べ

６億5,921万円減少し、13億9,276万円となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果獲得した資金は、7,258万円（前年同四半期は１億3,048万円の獲得）となりました。これは主に

仕入債務が増加したこと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）

投資活動の結果使用した資金は、３億2,578万円（前年同四半期は４億926万円の使用）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）

財務活動の結果使用した資金は、４億1,407万円（前年同四半期は１億2,717万円の獲得）となりました。これは

主に長期借入金の返済による支出によるものであります。

 

(3）事業上及び財務上の対処すべき課題

当第２四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２四半期連結累計期間における当社グループの研究開発費は2,771万円であります。なお、当第２四半期連

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 20,000,000

計 20,000,000

 

②【発行済株式】

種類
第２四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成28年５月31日）

提出日現在発行数（株）
（平成28年７月８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 5,715,420 5,715,420
名古屋証券取引所（市場

第二部）
単元株式数100株

計 5,715,420 5,715,420 － －

 

（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３月１日～

平成28年５月31日
   － 5,715,420    － 903,842    － 901,555
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（６）【大株主の状況】

  平成28年５月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

㈱片山 名古屋市中区丸の内３－５－35 1,049 18.36

ニチアス㈱ 東京都中央区八丁堀１－６－１ 928 16.24

片山　敬勝 名古屋市天白区 283 4.96

㈱三井住友銀行 東京都千代田区丸の内１－１－２ 281 4.92

アスカ社員持株会 愛知県刈谷市一里山町東吹戸11 188 3.29

㈱みずほ銀行

（常任代理人　資産管理サービス

信託銀行㈱）

東京都千代田区大手町１－５－５

（東京都中央区晴海１－８－12）
170 2.97

㈱三菱東京ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内２－７－１ 150 2.62

㈱愛知銀行 名古屋市中区栄３－14－12 144 2.51

㈱三重銀行 三重県四日市市西新地７－８ 114 1.99

㈱商工組合中央金庫 東京都中央区八重洲２－10－17 114 1.99

計 － 3,423 59.90
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（７）【議決権の状況】

①【発行済株式】

平成28年５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          5,800 － －

 完全議決権株式（その他）  普通株式      5,708,900               57,039 －

 単元未満株式  普通株式            720 － －

 発行済株式総数                5,715,420 － －

 総株主の議決権 －               57,039 －

（注）　証券保管振替機構名義の株式5,000株は、完全議決権株式（その他）欄の株式数に含まれております

が、同機構名義に係る議決権50個は、同欄の議決権の数には含まれておりません。

 

②【自己株式等】

平成28年５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

（％）

 アスカ㈱
愛知県刈谷市一里

山町東吹戸11番地
         5,800             －          5,800           0.10

 計 －          5,800             －          5,800           0.10

 

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 

EDINET提出書類

アスカ株式会社(E02233)

四半期報告書

 8/21



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２四半期連結会計期間（平成28年３月１日から平

成28年５月31日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成27年12月１日から平成28年５月31日まで）に係る四半期連

結財務諸表について、監査法人コスモス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11月30日)
当第２四半期連結会計期間

(平成28年５月31日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,051,975 1,392,764

受取手形及び売掛金 3,145,772 3,180,405

商品及び製品 126,532 98,208

仕掛品 1,393,359 2,240,138

原材料及び貯蔵品 246,964 265,851

その他 788,006 737,621

流動資産合計 7,752,610 7,914,989

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 4,208,042 4,042,503

機械装置及び運搬具（純額） 2,393,527 2,429,004

土地 4,910,574 4,895,381

その他（純額） 895,441 867,412

有形固定資産合計 12,407,587 12,234,302

無形固定資産 20,137 32,151

投資その他の資産   

投資有価証券 1,956,525 1,460,401

その他 565,330 518,792

投資その他の資産合計 2,521,855 1,979,194

固定資産合計 14,949,580 14,245,648

資産合計 22,702,191 22,160,637

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,019,267 2,927,957

短期借入金 3,690,000 3,630,000

1年内返済予定の長期借入金 1,751,218 1,655,155

未払金 1,686,292 597,674

未払法人税等 282,068 185,137

賞与引当金 22,556 18,915

その他 951,514 1,763,022

流動負債合計 10,402,917 10,777,863

固定負債   

長期借入金 3,862,105 3,676,764

リース債務 1,173,311 1,041,279

役員退職慰労引当金 306,540 311,165

損害補償損失引当金 35,000 35,000

退職給付に係る負債 723,189 709,139

その他 222,301 54,877

固定負債合計 6,322,449 5,828,226

負債合計 16,725,366 16,606,090
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  （単位：千円）

 
前連結会計年度

(平成27年11月30日)
当第２四半期連結会計期間

(平成28年５月31日)

純資産の部   

株主資本   

資本金 903,842 903,842

資本剰余金 901,555 901,555

利益剰余金 2,979,047 2,926,319

自己株式 △3,569 △3,569

株主資本合計 4,780,875 4,728,148

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 1,000,341 641,583

為替換算調整勘定 213,258 200,654

退職給付に係る調整累計額 △22,002 △19,380

その他の包括利益累計額合計 1,191,597 822,857

非支配株主持分 4,351 3,541

純資産合計 5,976,824 5,554,547

負債純資産合計 22,702,191 22,160,637
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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12月１日
　至　平成27年５月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成27年12月１日
　至　平成28年５月31日)

売上高 9,179,954 9,296,383

売上原価 8,355,853 8,391,772

売上総利益 824,101 904,611

販売費及び一般管理費 ※ 753,824 ※ 804,797

営業利益 70,276 99,814

営業外収益   

受取利息 2,134 2,607

受取配当金 16,655 16,092

保険解約返戻金 118,550 56,934

助成金収入 646 39,381

その他 23,288 19,715

営業外収益合計 161,276 134,730

営業外費用   

支払利息 24,072 29,541

固定資産除売却損 13,129 15,998

為替差損 8,687 72,870

その他 2,697 10,502

営業外費用合計 48,586 128,913

経常利益 182,966 105,631

特別利益   

投資有価証券売却益 22,439 －

子会社株式売却益 139,493 －

特別利益合計 161,932 －

特別損失   

出資金評価損 － 23,619

特別損失合計 － 23,619

税金等調整前四半期純利益 344,899 82,011

法人税、住民税及び事業税 204,540 152,872

法人税等調整額 23,933 △51,713

法人税等合計 228,474 101,158

四半期純利益又は四半期純損失（△） 116,425 △19,147

非支配株主に帰属する四半期純損失（△） △1,256 △677

親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主

に帰属する四半期純損失（△）
117,681 △18,469
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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12月１日
　至　平成27年５月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成27年12月１日
　至　平成28年５月31日)

四半期純利益又は四半期純損失（△） 116,425 △19,147

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 267,693 △358,757

為替換算調整勘定 83,575 △12,736

退職給付に係る調整額 2,948 2,621

その他の包括利益合計 354,217 △368,872

四半期包括利益 470,642 △388,019

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 471,626 △387,209

非支配株主に係る四半期包括利益 △983 △810
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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12月１日
　至　平成27年５月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成27年12月１日
　至　平成28年５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 344,899 82,011

減価償却費 455,449 443,548

賞与引当金の増減額（△は減少） 3,779 △3,457

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 5,744 △14,050

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 10,000 4,625

受取利息及び受取配当金 △18,790 △18,699

支払利息 24,072 29,541

固定資産除売却損益（△は益） 13,129 15,998

子会社株式売却損益（△は益） △139,493 －

投資有価証券売却損益（△は益） △22,439 －

売上債権の増減額（△は増加） 361,652 △46,362

たな卸資産の増減額（△は増加） 261,887 △847,995

仕入債務の増減額（△は減少） △304,740 914,121

未払金の増減額（△は減少） △358,672 △1,088,635

未払消費税等の増減額（△は減少） △94,030 84,249

その他 △265,916 781,371

小計 276,531 336,268

利息及び配当金の受取額 16,580 18,995

利息の支払額 △24,717 △28,681

法人税等の支払額 △137,910 △253,998

営業活動によるキャッシュ・フロー 130,484 72,583

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 △589,885 △372,766

無形固定資産の取得による支出 △7,765 △15,114

投資有価証券の取得による支出 △53,990 －

投資有価証券の売却による収入 53,849 －

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による

収入
181,678 －

貸付けによる支出 △15,622 －

貸付金の回収による収入 28,046 36,142

その他の支出 △6,664 △4,249

その他の収入 1,091 30,204

投資活動によるキャッシュ・フロー △409,261 △325,783
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  （単位：千円）

 
前第２四半期連結累計期間
(自　平成26年12月１日
　至　平成27年５月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成27年12月１日
　至　平成28年５月31日)

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） △320,000 △60,000

長期借入れによる収入 2,215,560 848,606

長期借入金の返済による支出 △1,727,445 △1,114,988

リース債務の返済による支出 △975 △53,558

配当金の支払額 △39,960 △34,136

財務活動によるキャッシュ・フロー 127,178 △414,076

現金及び現金同等物に係る換算差額 55,818 8,064

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △95,779 △659,211

現金及び現金同等物の期首残高 1,282,236 2,051,975

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減

額（△は減少）
9,232 －

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※ 1,195,688 ※ 1,392,764
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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及び少数株主

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

連結累計期間及び前連結会計年度については、四半期連結財務諸表及び連結財務諸表の組替えを行っておりま

す。

（平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱いの適用）

　法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」（実務

対応報告第32号　平成28年６月17日）を当第２四半期連結会計期間に適用し、平成28年４月１日以後に取得し

た建物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。

　なお、この変更による当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与

える影響は軽徴であります。
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（四半期連結損益計算書関係）

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

 
　前第２四半期連結累計期間
（自 平成26年12月１日

　　至 平成27年５月31日）

　当第２四半期連結累計期間
（自 平成27年12月１日

　　至 平成28年５月31日）

荷造運搬費 175,095千円 182,108千円

役員報酬 131,624 103,339

給料及び手当 118,345 170,860

賞与引当金繰入額 2,672 2,856

退職給付費用 10,100 9,232

役員退職慰労引当金繰入額 10,000 9,875

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

 
前第２四半期連結累計期間
（自 平成26年12月１日
至 平成27年５月31日）

当第２四半期連結累計期間
（自 平成27年12月１日
至 平成28年５月31日）

現金及び預金勘定 1,195,688千円 1,392,764千円

現金及び現金同等物 1,195,688 1,392,764

 

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第２四半期連結累計期間（自　平成26年12月１日　至　平成27年５月31日）

１．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２月26日

定時株主総会
普通株式 39,967 7 平成26年11月30日 平成27年２月27日 利益剰余金

２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期

間末後となるもの

（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６月25日

取締役会
普通株式 22,838 4 平成27年５月31日 平成27年８月10日 利益剰余金

 
 

Ⅱ　当第２四半期連結累計期間（自　平成27年12月１日　至　平成28年５月31日）

１．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28年２月24日

定時株主総会
普通株式 34,257 6 平成27年11月30日 平成28年２月25日 利益剰余金

２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期

間末後となるもの

（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28年６月28日

取締役会
普通株式 22,838 4 平成28年５月31日 平成28年８月８日 利益剰余金
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（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12月１日　至　平成27年５月31日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

        （単位：千円）

 
自動車部

品事業

配電盤

事業

ロボット

システム

事業

モーター

スポーツ

事業

人材教育

事業

賃貸及び

太陽光

事業

合計
調整額

（注）１

四半期連結

損益計算書

計上額

（注）２

売上高          

外部顧客への売上高 6,118,426 1,201,232 1,346,770 444,627 41,395 27,503 9,179,954 － 9,179,954

セグメント間の内部

売上高又は振替高
30 92,950 7,197 － 1,225 6,120 107,523 △107,523 －

計 6,118,456 1,294,182 1,353,967 444,627 42,621 33,623 9,287,478 △107,523 9,179,954

セグメント利益又は損失

（△）
△98,619 72,843 70,221 12,075 △9,881 19,738 66,376 3,900 70,276

（注）１．セグメント利益又は損失（△）の調整額3,900千円は、セグメント間取引消去であります。

２．セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

 

２．報告セグメントの変更等に関する事項

当社グループは、新たに賃貸及び太陽光事業を開始したことに伴い、第１四半期連結会計期間から「賃貸

及び太陽光事業」を報告セグメントに追加しております。

また平成27年３月31日付で、「人材教育事業」を営んでいた連結子会社であるARMS㈱の全株式を譲渡した

ことに伴い、当社グループは当第２四半期連結会計期間より「人材教育事業」から撤退しております。

 

Ⅱ　当第２四半期連結累計期間（自　平成27年12月１日　至　平成28年５月31日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

       （単位：千円）

 
自動車部品

事業

配電盤

事業

ロボットシ

ステム事業

モータース

ポーツ事業

賃貸及び太

陽光事業
合計

調整額

（注）１

四半期連結

損益計算書

計上額

（注）２

売上高         

外部顧客への売上高 5,976,133 1,073,259 1,744,220 485,929 16,841 9,296,383 － 9,296,383

セグメント間の内部

売上高又は振替高
－ 30,315 34,589 － 6,120 71,025 △71,025 －

計 5,976,133 1,103,575 1,778,809 485,929 22,961 9,367,409 △71,025 9,296,383

セグメント利益又は損失

（△）
△57,581 63,929 87,314 1,587 3,484 98,734 1,080 99,814

（注）１．セグメント利益又は損失（△）の調整額1,080千円は、セグメント間取引消去であります。

２．セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
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（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第２四半期連結累計期間
（自　平成26年12月１日
至　平成27年５月31日）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成27年12月１日
至　平成28年５月31日）

１株当たり四半期純利益金額 20円61銭 △３円23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又は親会

社株主に帰属する四半期純損失金額（△）（千

円）

117,681 △18,469

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

益金額又は親会社株主に帰属する四半期純損失金

額（△）（千円）

117,681 △18,469

普通株式の期中平均株式数（株） 5,709,606 5,709,606

　（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。

 

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

 

２【その他】

平成28年６月28日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。

(イ）配当金の総額………………………………………22,838千円

(ロ）１株当たりの金額…………………………………４円00銭

(ハ）支払請求の効力発生日及び支払開始日…………平成28年８月８日

（注） 平成28年５月31日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行います。
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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７月７日

 

アスカ株式会社

取締役会　御中

 

 監査法人コスモス  

 

 
代表社員
業務執行社員

 公認会計士 太田　修二　　印

 

 
代表社員
業務執行社員

 公認会計士 富田　昌樹　　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」に掲げられているアスカ株式会社
の平成27年12月１日から平成28年11月30日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（平成28年３月１日から平成28
年５月31日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成27年12月１日から平成28年５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、四半期連結キャッシュ・フ
ロー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、アスカ株式会社及び連結子会社の平成28年５月31日現在の財政状態並
びに同日をもって終了する第２四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況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おりません。

 

EDINET提出書類

アスカ株式会社(E02233)

四半期報告書

21/21


	表紙
	本文
	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
	２事業の内容

	第２事業の状況
	１事業等のリスク
	２経営上の重要な契約等
	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

	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
	②発行済株式

	（２）新株予約権等の状況
	（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
	（４）ライツプランの内容
	（５）発行済株式総数、資本金等の推移
	（６）大株主の状況
	（７）議決権の状況
	①発行済株式
	②自己株式等


	２役員の状況

	第４経理の状況
	１四半期連結財務諸表
	（１）四半期連結貸借対照表
	（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
	四半期連結包括利益計算書
	第２四半期連結累計期間

	（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書
	注記事項
	セグメント情報


	２その他


	第二部提出会社の保証会社等の情報
	監査報告書

