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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110期

第１四半期連結
累計期間

第111期
第１四半期連結

累計期間
第110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 （百万円） 176,098 147,110 746,147

経常利益又は経常損失（△） （百万円） 15,263 △1,479 53,727

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（△）

（百万円） 9,879 △1,627 30,053

四半期包括利益又は包括利益 （百万円） 17,507 △28,518 △13,777

純資産額 （百万円） 473,823 399,628 433,404

総資産額 （百万円） 776,592 668,824 696,989

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） 57.12 △9.44 173.97

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 （％） 55.7 54.6 56.7

（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、１株当たり四半期（当期）純損失金額で

あり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

４．１株当たり情報の算定上の基礎となる「期中平均株式数」は、従業員持株ＥＳＯＰ信託口が所有する連結財

務諸表提出会社株式を控除しております。

 

２【事業の内容】

当第１四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１四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１四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（当社及び連結子会社）が判

断したものであります。

 

(1）業績の状況

　当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、個人消費の伸び悩みや、急激な円高による企業業績への影響

が懸念されるものの、公共投資等の経済対策や設備投資の底堅い推移により、景気は緩やかながらも回復基調を維

持しております。海外においては、米国経済は引き続き好調を持続していますが、中国は景気減速基調が継続し、

英国のＥＵ離脱決定などを背景に、世界経済は先行き不透明な状況となっております。

 

　自動車業界は、国内では軽自動車の需要減少に加え、熊本地震の影響による自動車生産の一時操業停止等によ

り、生産台数は減少しました。一方、海外では、北米での需要は引き続き好調に推移しており、加えて中国やタイ

での需要も増加しました。

　電子機器業界は、ハードディスクドライブやデジタルカメラの需要が減少しましたが、スマートフォンについて

は、需要は増加しました。

　事務機器業界は、複合機の需要は堅調に推移しているものの、プリンターの需要が減少しました。

 

　このような環境の中、当社のセグメント別の業績は以下の通りです。

 

　シール事業におきましては、自動車向けについては、国内での需要減少はあったものの、北米を中心とした海外

での需要増加により販売が増加しました。一般産業機械向けについては、建設機械の需要に回復の兆しが見られ、

販売は微増しました。

　その結果、売上高は740億７千２百万円（前年同期比1.6％の増収）となりました。営業利益は、増収により、81

億６千３百万円（前年同期比23.8％の増益）となりました。

 

　電子機器部品事業におきましては、自動車向けは堅調に推移しているものの、スマートフォン向け等の受注減少

に加え、為替の影響もあり販売額は減少しました。

　その結果、売上高は633億８千８百万円（前年同期比31.6％の減収）となりました。営業損失は、販売の減少、

および品目構成の変化により83億６千８百万円（前年同期は43億９千７百万円の営業利益）となりました。

 

　ロール事業におきましては、プリンターの需要減少により販売は減少しました。

　その結果、売上高は60億８千７百万円（前年同期比19.2％の減収）となりました。営業利益は、販売の減少によ

り２億９千３百万円（前年同期比46.0％の減益）となりました。

 

　特殊潤滑剤等のその他事業におきましては、売上高は35億６千１百万円（前年同期比21.0％の増収）となりまし

た。営業利益は２億６千９百万円（前年同期比56.6％の増益）となりました。

 

　以上の結果、当第１四半期連結累計期間の業績につきましては、売上高は1,471億１千万円（前年同期比16.5％

の減収）、営業利益は３億７千７百万円（前年同期比96.8％の減益）、経常損失は14億７千９百万円（前年同期は

152億６千３百万円の経常利益）、親会社株主に帰属する四半期純損失は16億２千７百万円（前年同期は98億７千

９百万円の親会社株主に帰属する四半期純利益）となりました。

 

(2）研究開発活動

当第１四半期連結累計期間における当社グループの研究開発費の総額は19億５千６百万円（前年同期比3.5％の

減少）となりました。

なお、当第１四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 600,000,000

計 600,000,000

 

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12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 173,138,537 同　左
東京証券取引所

市場第一部

単元株式数

100株

計 173,138,537 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
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金
増減額
（百万円）

資本準備金残
高（百万円）

平成28年４月１日～
平成28年６月30日

－ 173,138,537 － 23,335 － 20,397

 

（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。
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（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

(相互保有株式)

　 普通株式

 

78,300

 

282,000

－ －

完全議決権株式（その他） 　 普通株式 172,746,200 1,727,462 －

単元未満株式 　 普通株式 32,037 － －

発行済株式総数 173,138,537 － －

総株主の議決権 － 1,727,462 －

 

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）

ＮＯＫ株式会社

東京都港区芝大門１

－12－15
78,300 － 78,300 0.05

(相互保有株式)

昭和機器工業株式会社

埼玉県比企郡嵐山町

大字平澤110－１
100,000 － 100,000 0.06

(相互保有株式)

東伸運輸株式会社

愛知県安城市尾崎町

堤下11－１
62,000 － 62,000 0.04

(相互保有株式)

東輝産業株式会社

大阪府八尾市跡部北

の町１－３－17
60,000 － 60,000 0.03

(相互保有株式)

正和シール販売株式会社

東京都豊島区長崎１

－11－16
30,000 － 30,000 0.02

(相互保有株式)

和喜輸送株式会社

東京都品川区西中延

１－７－３
30,000 － 30,000 0.02

計 － 360,300 － 360,300 0.21

 

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１四半期連結会計期間（平成28年４月１日から平

成28年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（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

連結財務諸表について、監査法人日本橋事務所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：百万円）

 
前連結会計年度

(平成28年３月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成28年６月30日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 95,881 85,105

受取手形及び売掛金 132,012 134,939

たな卸資産 74,998 72,363

その他 20,436 22,314

貸倒引当金 △261 △259

流動資産合計 323,068 314,463

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 80,236 76,232

機械装置及び運搬具（純額） 91,149 87,375

その他（純額） 51,046 55,623

有形固定資産合計 222,432 219,231

無形固定資産 2,895 3,261

投資その他の資産   

投資有価証券 120,004 107,019

その他 28,802 25,059

貸倒引当金 △213 △210

投資その他の資産合計 148,593 131,868

固定資産合計 373,921 354,360

資産合計 696,989 668,824
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  （単位：百万円）

 
前連結会計年度

(平成28年３月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成28年６月30日)

負債の部   

流動負債   

買掛金 46,958 53,307

短期借入金 47,132 48,026

未払法人税等 2,676 1,734

賞与引当金 8,963 6,686

その他 51,029 58,076

流動負債合計 156,761 167,832

固定負債   

長期借入金 21,307 20,378

繰延税金負債 8,544 4,947

環境対策引当金 1,183 1,183

退職給付に係る負債 71,459 70,715

その他 4,328 4,139

固定負債合計 106,823 101,363

負債合計 263,585 269,195

純資産の部   

株主資本   

資本金 23,335 23,335

資本剰余金 22,735 22,759

利益剰余金 322,251 316,511

自己株式 △2,119 △1,806

株主資本合計 366,204 360,800

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 37,023 31,556

為替換算調整勘定 11,724 △8,298

退職給付に係る調整累計額 △19,507 △18,778

その他の包括利益累計額合計 29,239 4,480

非支配株主持分 37,959 34,348

純資産合計 433,404 399,628

負債純資産合計 696,989 668,824
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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１四半期連結累計期間】

  （単位：百万円）

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

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

売上高 176,098 147,110

売上原価 143,512 126,745

売上総利益 32,586 20,365

販売費及び一般管理費 20,863 19,987

営業利益 11,722 377

営業外収益   

受取配当金 943 931

持分法による投資利益 1,551 1,283

為替差益 931 －

その他 928 858

営業外収益合計 4,354 3,073

営業外費用   

支払利息 636 528

為替差損 － 4,313

その他 177 89

営業外費用合計 813 4,931

経常利益又は経常損失（△） 15,263 △1,479

特別利益   

固定資産売却益 62 32

その他 31 3

特別利益合計 94 36

特別損失   

固定資産除却損 116 131

投資有価証券評価損 10 34

その他 30 4

特別損失合計 157 170

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期

純損失（△）
15,199 △1,614

法人税等 4,352 △119

四半期純利益又は四半期純損失（△） 10,846 △1,494

非支配株主に帰属する四半期純利益 967 133

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（△）
9,879 △1,627
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【四半期連結包括利益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

  （単位：百万円）

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

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

四半期純利益又は四半期純損失（△） 10,846 △1,494

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 3,219 △5,422

為替換算調整勘定 2,350 △19,747

退職給付に係る調整額 507 1,096

持分法適用会社に対する持分相当額 584 △2,950

その他の包括利益合計 6,660 △27,023

四半期包括利益 17,507 △28,518

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 16,260 △26,387

非支配株主に係る四半期包括利益 1,246 △2,130
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【注記事項】

（連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更）

（１）連結の範囲の重要な変更

当第１四半期連結会計期間において、連結の範囲の重要な変更はありません。

 

（２）持分法適用の範囲の重要な変更

当第１四半期連結会計期間において、持分法適用の範囲の重要な変更はありません。

 

 

（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、一部の連結子会社は、当第１四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。

 

（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

半期連結会計期間から適用しております。
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（四半期連結貸借対照表関係）

受取手形裏書譲渡高

 
前連結会計年度

（平成28年３月31日）
当第１四半期連結会計期間
（平成28年６月30日）

受取手形裏書譲渡高 69百万円 83百万円

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当第１四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１四半

期連結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１四半期連結累計期間
（自　平成27年４月１日
至　平成27年６月30日）

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

減価償却費 9,479百万円 9,925百万円

 

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自　平成27年４月１日　至　平成27年６月30日）

配当に関する事項

配当金支払額

 
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（百万円）

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

定時株主総会
普通株式 6,057 35.0  平成27年３月31日  平成27年６月26日 利益剰余金

 

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自　平成28年４月１日　至　平成28年６月30日）

配当に関する事項

配当金支払額

 
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（百万円）

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24日

定時株主総会
普通株式 4,326 25.0  平成28年３月31日  平成28年６月27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１四半期連結累計期間（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 ： 百万円）

 報告セグメント

合計
調整額
（注１）

四半期連結
損益計算書
計上額
（注２） シール事業

電子機器
部品事業

ロール事業 その他事業

売上高        

外部顧客への売上高 72,892 92,729 7,533 2,943 176,098 － 176,098

セグメント間の内部

売上高又は振替高
851 2 － 79 932 (932) －

計 73,743 92,731 7,533 3,022 177,031 (932) 176,098

セグメント利益 6,593 4,397 543 171 11,706 16 11,722

（注）１．セグメント利益の調整額　16百万円は、セグメント間取引消去であります。

２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っています。

 

 

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（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 ： 百万円）

 報告セグメント

合計
調整額
（注１）

四半期連結
損益計算書
計上額
（注２） シール事業

電子機器
部品事業

ロール事業 その他事業

売上高        

外部顧客への売上高 74,072 63,388 6,087 3,561 147,110 － 147,110

セグメント間の内部

売上高又は振替高
848 6 － 71 926 (926) －

計 74,921 63,395 6,087 3,632 148,036 (926) 147,110

セグメント利益又は

損失（△）
8,163 △8,368 293 269 358 19 377

（注）１．セグメント利益又は損失の調整額　19百万円は、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います。
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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１四半期連結累計期間
（自　平成27年４月１日
至　平成27年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（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又は１株当

たり四半期純損失金額（△）
57円12銭 △9円44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

（△）（百万円）

9,879 △1,627

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

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（△）（百万円）

9,879 △1,627

普通株式の期中平均株式数（千株） 172,956 172,417

（注）１．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、１株当たり四半期純損失金額であり、また、潜在株

式が存在しないため記載しておりません。

２．従業員持株ＥＳＯＰ信託口が保有する当社株式を「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（△）」の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております（前第１四半期連

結累計期間10千株、当第１四半期連結累計期間549千株）。

 

（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12日

ＮＯＫ株式会社

取締役会　御中

 

監　査　法　人　日　本　橋　事　務　所

 

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 千葉　茂寛　　印

 

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 吉岡　智浩　　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ＮＯＫ株式会社

の平成28年４月１日から平成29年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間（平成28年４月１日から平成28

年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（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、ＮＯＫ株式会社及び連結子会社の平成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）が四半期連結財務諸表に添付する形で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。
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