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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58期

第１四半期
累計期間

第59期
第１四半期
累計期間

第58期

会計期間

自平成27年
　４月１日
至平成27年
　６月30日

自平成28年
　４月１日
至平成28年
　６月30日

自平成27年
　４月１日
至平成28年
　３月31日

売上高 （千円） 1,414,613 1,430,111 6,234,762

経常利益 （千円） 152,295 168,821 845,811

四半期（当期）純利益 （千円） 111,042 148,018 562,289

持分法を適用した場合の投資利益 （千円） － － －

資本金 （千円） 2,515,383 2,515,383 2,515,383

発行済株式総数 （千株） 8,930 8,930 8,930

純資産額 （千円） 13,386,026 13,763,328 13,732,643

総資産額 （千円） 15,543,594 15,813,198 16,105,810

１株当たり四半期（当期）純利益

金額
（円） 13.66 18.22 69.19

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額
（円） － － －

１株当たり配当額 （円） － － 16.00

自己資本比率 （％） 86.1 87.0 85.3

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度にかかる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．持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社を有しておらず記載しておりません。

 

２【事業の内容】

当第１四半期累計期間において、当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１四半期累計期間において、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１四半期会計期間において、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、当四半期会計期間の末日現在において当社が判断したものであります。

(1)　業績の状況

　当第1四半期累計期間におけるわが国経済は、中国経済の景気減速懸念や英国のＥＵ離脱問題などの影響で、株

式市場は不安定な動きとなり、急速な円高が進んだことで輸出企業を中心に企業収益の悪化が懸念されるなど、先

行き不透明感は強く、景気は足踏み状態にあるとみられます。

 

　このような状況の下、当社のセグメント別の業績は、次のとおりであります。

＜建築材料事業セグメント＞

　化粧板製品では、高圧メラミン化粧板については、トイレブース市場の需要が堅調に推移したことにより、販売

は増加いたしました。また、不燃メラミン化粧板「パニート」は、平成28年１月以降５ヶ月連続で新設住宅着工件

数が対前年同月比で増加していることやＤＩＹ市場や非住宅市場での新規顧客獲得に注力したことにより、販売は

増加いたしました。その結果、化粧板製品の売上高は1,019百万円（前年同四半期比102.0％）となりました。電子

部品業界向け製品は、パソコン関連やアミューズメント関連の需要は低迷したものの、車載関連の需要は増加いた

しました。その結果、電子部品業界向け製品の売上高は171百万円（前年同四半期比100.1％）となりました。ケミ

カルアンカー製品は、前年４月にフルモデルチェンジした「スチレン」を原材料に使用しないノンスチレン仕様の

製品について、インフラ市場への提案活動や展示会での情報発信に注力いたしました。しかしながら、公共工事の

減少により、販売は減少いたしました。その結果、ケミカルアンカー製品の売上高は172百万円（前年同四半期比

95.9％）となりました。

　これらの結果、建築材料事業セグメントの売上高は1,363百万円（前年同四半期比100.9％）となりました。

＜不動産事業セグメント＞

　不動産事業は、都心のオフィスビルの空室率が減少したことなどの影響により売上は増加いたしました。その結

果、不動産事業セグメントの売上高は66百万円（前年同四半期比104.4％）となりました。

 

　全社の業績といたしましては、売上高は1,430百万円（前年同四半期比101.1％）、営業利益は168百万円（前年

同四半期比115.9％）、経常利益は168百万円（前年同四半期比110.9％）、四半期純利益は148百万円（前年同四半

期比133.3％）となりました。

 

(2)　事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第１四半期累計期間において、当社が対処すべき課題について重要な変更はありません。

(3)　研究開発活動

　当第１四半期累計期間における研究開発活動の金額は、26,815千円であります。

　なお、当第１四半期累計期間において、当社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 30,000,000

計 30,000,000

 

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成28年６月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成28年８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 8,930,000 同左
名古屋証券取引所

市場第二部

権利内容に何ら限定

のない当社における

標準となる株式であ

り、単元株式数は

1,000株であります。

計 8,930,000 同左 － －

 

（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４月１日～

平成28年６月30日
－ 8,930,000 － 2,515,383 － 2,305,533

 

（６）【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

 

EDINET提出書類

日本デコラックス株式会社(E02407)

四半期報告書

 4/13



（７）【議決権の状況】

当第１四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28年３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６月30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）
（自己保有株式）

普通株式 803,000
 

－

権利内容に何ら限定のな

い当社における標準とな

る株式

完全議決権株式（その他）
 
普通株式 8,108,000
 

8,108 同上

単元未満株式
 
普通株式 19,000
 

－ 同上

発行済株式総数 8,930,000 － －

総株主の議決権 － 8,108 －

　（注）　「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が1,000株含まれております。また、

「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数１個が含まれております。

②【自己株式等】

平成28年６月30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(％)

（自己保有株式）

日本デコラックス株式会

社

愛知県丹羽郡扶桑町大字

柏森字前屋敷10番地
803,000 － 803,000 9.00

計 － 803,000 － 803,000 9.00

 

 

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】

１．四半期財務諸表の作成方法について
　当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第63

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１四半期会計期間（平成28年４月１日から平成28

年６月30日まで）及び第１四半期累計期間（平成28年４月１日から平成28年６月30日まで）に係る四半期財務諸表に

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。

 

３．四半期連結財務諸表について
当社は子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。
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１【四半期財務諸表】

（１）【四半期貸借対照表】

  （単位：千円）

 
前事業年度

(平成28年３月31日)
当第１四半期会計期間
(平成28年６月30日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,094,299 5,465,109

受取手形及び売掛金 2,308,730 2,148,716

有価証券 170,981 201,721

商品及び製品 235,352 243,373

仕掛品 50,267 57,622

原材料及び貯蔵品 314,488 327,114

その他 123,747 166,312

流動資産合計 8,297,866 8,609,971

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 2,566,210 2,544,326

土地 3,006,047 3,006,047

その他（純額） 852,238 816,093

有形固定資産合計 6,424,497 6,366,468

無形固定資産 22,569 22,870

投資その他の資産   

投資有価証券 1,007,208 453,558

その他 353,669 360,330

投資その他の資産合計 1,360,878 813,888

固定資産合計 7,807,944 7,203,226

資産合計 16,105,810 15,813,198

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 591,355 515,195

電子記録債務 566,325 577,131

未払法人税等 239,481 92,949

引当金 46,647 33,968

その他 484,671 391,886

流動負債合計 1,928,480 1,611,131

固定負債   

役員退職慰労引当金 283,032 286,608

その他 161,653 152,130

固定負債合計 444,685 438,738

負債合計 2,373,166 2,049,870

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,515,383 2,515,383

資本剰余金 2,305,533 2,305,533

利益剰余金 9,250,484 9,333,494

自己株式 △368,897 △369,166

株主資本合計 13,702,502 13,785,243

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 30,141 △21,915

評価・換算差額等合計 30,141 △21,915

純資産合計 13,732,643 13,763,328

負債純資産合計 16,105,810 15,813,198
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（２）【四半期損益計算書】

【第１四半期累計期間】

  （単位：千円）

 
前第１四半期累計期間
(自　平成27年４月１日
　至　平成27年６月30日)

当第１四半期累計期間
(自　平成28年４月１日
　至　平成28年６月30日)

売上高 1,414,613 1,430,111

売上原価 875,640 853,890

売上総利益 538,973 576,220

販売費及び一般管理費 393,542 407,607

営業利益 145,430 168,612

営業外収益   

受取利息 5,591 4,535

受取配当金 2,495 116

受取賃貸料 3,063 2,462

その他 951 2,178

営業外収益合計 12,101 9,292

営業外費用   

売上割引 4,193 3,675

為替差損 90 4,478

賃貸費用 794 929

その他 158 -

営業外費用合計 5,236 9,084

経常利益 152,295 168,821

特別利益   

投資有価証券売却益 17,766 49,902

投資有価証券償還益 - 12,518

特別利益合計 17,766 62,420

特別損失   

固定資産除却損 0 1,600

特別損失合計 0 1,600

税引前四半期純利益 170,062 229,641

法人税等 59,020 81,623

四半期純利益 111,042 148,018
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【注記事項】

（会計方針の変更）

（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１四半期会計期間に適用し、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。

　この変更による当第１四半期累計期間の損益に与える影響は軽微であります。

 

（四半期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１四半期会計期間を含む事業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。

 

（追加情報）

（繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用）

　「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号　平成28年３月28日）を当第

１四半期会計期間から適用しております。

 

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

　当第１四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半期累計期

間に係る減価償却費（のれんを除く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１四半期累計期間
（自　平成27年４月１日
至　平成27年６月30日）

当第１四半期累計期間
（自　平成28年４月１日
至　平成28年６月30日）

減価償却費 82,046千円 74,576千円
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（株主資本等関係）

Ⅰ　前第１四半期累計期間（自平成27年４月１日　至平成27年６月30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６月26日

定時株主総会
普通株式 65,011 8 平成27年３月31日 平成27年６月29日 利益剰余金

 

Ⅱ　当第１四半期累計期間（自平成28年４月１日　至平成28年６月30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28年６月29日

定時株主総会
普通株式 65,008 8 平成28年３月31日 平成28年６月30日 利益剰余金

 

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第１四半期累計期間（自平成27年４月１日　至平成27年６月30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）

 建築材料事業 不動産事業 合計
調整額
（注）１

四半期損益
計算書計上額
（注）２

売上高      

外部顧客への売上高 1,350,658 63,954 1,414,613 － 1,414,613

セグメント間の内部売上

高又は振替高
－ － － － －

計 1,350,658 63,954 1,414,613 － 1,414,613

セグメント利益 217,499 26,588 244,087 △98,657 145,430

（注）１.セグメント利益の調整額△98,657千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。全

社費用は、主に報告セグメントに帰属していない一般管理費であります。

２.セグメント利益は、四半期損益計算書の営業利益と調整を行っております。

 

Ⅱ　当第１四半期累計期間（自平成28年４月１日　至平成28年６月30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）

 建築材料事業 不動産事業 合計
調整額
（注）１

四半期損益
計算書計上額
（注）２

売上高      

外部顧客への売上高 1,363,374 66,736 1,430,111 － 1,430,111

セグメント間の内部売上

高又は振替高
－ － － － －

計 1,363,374 66,736 1,430,111 － 1,430,111

セグメント利益 237,228 31,765 268,993 △100,380 168,612

（注）１.セグメント利益の調整額△100,380千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。全

社費用は、主に報告セグメントに帰属していない一般管理費であります。

２.セグメント利益は、四半期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及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第１四半期累計期間

（自　平成27年４月１日
至　平成27年６月30日）

当第１四半期累計期間
（自　平成28年４月１日
至　平成28年６月30日）

　１株当たり四半期純利益金額 13円66銭 18円22銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益金額（千円） 111,042 148,018

普通株主に帰属しない金額（千円） ― ―

普通株式に係る四半期純利益金額（千円） 111,042 148,018

普通株式の期中平均株式数（千株） 8,126 8,125

（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】

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８月10日

日本デコラックス株式会社

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 柏木　勝広　印

 

 

 
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

 公認会計士 山田　昌紀　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」に掲げられている日本デコラック

ス株式会社の平成28年４月１日から平成29年３月31日までの第59期事業年度の第１四半期会計期間（平成28年４月１日か

ら平成28年６月30日まで）及び第１四半期累計期間（平成28年４月１日から平成28年６月30日まで）に係る四半期財務諸

表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損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財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表を

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

る四半期財務諸表の作成基準に準拠して、日本デコラックス株式会社の平成28年６月30日現在の財政状態及び同日をもっ

て終了する第１四半期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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