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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94期

第１四半期
連結累計期間

第95期
第１四半期
連結累計期間

第94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) 10,648,900 10,427,063 42,494,278

経常利益 (千円) 927,947 916,696 3,140,289

親会社株主に帰属する
四半期(当期)純利益

(千円) 465,202 361,079 953,695

四半期包括利益又は包括利益 (千円) 749,939 △985,523 △537,815

純資産額 (千円) 33,249,688 29,710,446 31,384,450

総資産額 (千円) 58,221,850 52,861,542 55,833,087

１株当たり四半期(当期)純利益金額 (円) 16.10 12.50 33.02

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 (％) 43.7 42.3 41.9
 

(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。
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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）において営まれている事業の内容

に重要な変更はありません。

また、主要な関係会社の異動については、以下のとおりであります。

 
(舶用部品)

前連結会計年度において持分法非適用関連会社であったKN-Tech Co.,Ltd.は、重要性が増したため、当第１四半期

連結会計期間より持分法適用の範囲に含めております。

 

EDINET提出書類

日鍛バルブ株式会社(E02189)

四半期報告書

 3/20



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、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、

投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又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。

 なお、重要事象等は存在しておりません。

 

 

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】

(１)　業績の状況

当第１四半期連結累計期間における国内経済は、輸出や生産は横ばいで推移しているものの、企業収益や雇用情勢

の改善など景気は緩やかな回復基調が続きました。先行きについても引き続き回復に向かうことが期待されますが、

海外景気の下振れリスクや為替・株価の変動影響に留意する必要があります。一方、世界経済は、中国やその他新興

国の経済の先行き、英国のＥＵ離脱問題の影響などに留意する必要はあるものの、全体としては緩やかに回復してい

ます。

また、当社グループが関連する自動車業界は、国内市場は依然として低調でありましたが、海外市場は中国の需要

拡大や欧州の回復などを背景に概ね堅調な推移となりました。

このような状況のもと、当社グループは、「基盤強化」、「永続的発展」、「企業風土改革」を柱とする経営方針

を掲げ、国内外で競争力を高める施策を積極的に展開してまいりました。

当第１四半期連結累計期間の業績につきましては、国内事業は、可変動弁の受注減や熊本地震の影響はあったもの

の、中空エンジンバルブの量産拡大により四輪車用エンジンバルブが増加し、前年同期と同水準となりました。海外

事業は、中国・タイにおける生産拡大やインド子会社の量産開始などの増加要因はあったものの、北米における受注

減や為替換算の影響等により海外事業全体では前年同期に比べ減収となりました。この結果、売上高は、104億27百万

円（前年同期比2.1%減）となりました。

損益面につきましては、一部海外事業の受注減や為替換算の影響はあったものの、中国の生産拡大に伴う増益等に

より、営業利益は、９億97百万円（前年同期比14.6%増）となりました。経常利益は、当第１四半期連結会計期間より

KN-Tech Co.,Ltd.を持分法適用の範囲に含めたことにより持分法による投資損失の計上となったことなどから減少

し、９億16百万円（前年同期比1.2%減）となりました。親会社株主に帰属する四半期純利益は、減損損失を特別損失

に計上したことなどから減少し、３億61百万円（前年同期比22.4%減）となりました。
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セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。

 

(小型エンジンバルブ)

国内事業は、熊本地震の影響等により二輪車用エンジンバルブが減少しましたが、中空エンジンバルブの量産拡大

により四輪車用エンジンバルブが増加し、前年同期に比べ増収となりました。海外事業は、アジア地域では、インド

ネシアにおける受注減や為替換算の影響はあったものの、中国・タイ・ベトナムにおける受注増やインド子会社の量

産開始によりアジア地域全体としては増収となりました。北米地域では、一部製品の生産拠点移管や為替換算の影響

等により減収となりました。欧州地域では、受注減および為替の影響により減収となりました。

汎用エンジンバルブは、海外向け製品の減少により減収となりました。

当セグメントの損益面につきましては、北米・インドネシアの受注減や為替換算の影響はあったものの、中国の生

産拡大やインド子会社立ち上げ完了に伴うコストの減少等により増益となりました。

この結果、当セグメントの売上高は、85億円（前年同期比1.7%減）、セグメント利益（営業利益）は、８億98百万

円（前年同期比25.1%増）となりました。

 

(舶用部品)

舶用関連製品につきましては、船舶用および発電機用の組付部品・補給部品は増加しましたが、一部製品の受注減

影響により前年同期に比べ減収となりました。

この結果、当セグメントの売上高は、８億35百万円（前年同期比2.3%減）、セグメント利益（営業利益）は、55百

万円（前年同期比18.8%減）となりました。

 

(可変動弁・歯車)

可変動弁につきましては、量産終了に向かう過程での受注減少により前年同期に比べ減収となりました。

精密鍛造歯車につきましては、産業機械用製品、アジア向け自動車用製品が減少しましたが、欧州向け自動車用製

品が増加し、横ばいとなりました。

この結果、当セグメントの売上高は、７億18百万円（前年同期比4.5%減）、セグメント利益（営業利益）は、26百

万円（前年同期比37.0%減）となりました。

 

(その他)

バルブリフターにつきましては、欧州・中国向け製品の受注増加により前年同期に比べ増収となりました。

工作機械につきましては、グループ内部での取引が減少し減収となりました。

ロイヤルティーにつきましては、グループ内部での取引が増加し増収となりました。

この結果、当セグメントの売上高は、６億79百万円（前年同期比24.4%減）、セグメント損失（営業損失）は、３百

万円（前年同期はセグメント利益（営業利益）46百万円）となりました。なお、当セグメントの売上高は、セグメン

ト間の内部売上高又は振替高を含んでおります。
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(２)　財政状態の分析

当第１四半期連結会計期間末における総資産は、528億61百万円となり、前連結会計年度末と比較して29億71百万円

の減少となりました。

資産の部の流動資産は、203億30百万円となり、前連結会計年度末と比較して7億57百万円の減少となりました。こ

の主な要因は現金及び預金が４億20百万円減少したことや原材料及び貯蔵品が95百万円減少したことなどによるもの

であります。

固定資産は、325億31百万円となり、前連結会計年度末と比較して22億14百万円の減少となりました。この主な要因

は投資有価証券が11億８百万円減少したことなどによるものであります。

負債の部の流動負債は、114億21百万円となり、前連結会計年度末と比較して２億79百万円の減少となりました。こ

の主な要因は賞与引当金が２億76百万円減少したことなどによるものであります。

固定負債は、117億29百万円となり、前連結会計年度末と比較して10億17百万円の減少となりました。この主な要因

は長期借入金が６億73百万円減少したことなどによるものであります。

純資産の部では、297億10百万円となり、前連結会計年度末と比較して16億74百万円の減少となりました。この主な

要因はその他投資有価証券評価差額金が７億10百万円減少したことや為替換算調整勘定が５億80百万円減少したこと

などによるものであります。

 

(３)　研究開発活動

当第１四半期連結累計期間の研究開発費の総額は135,246千円であります。

 

(４)　経営成績に重要な影響を与える要因及び経営戦略の現状と見通し

当社グループがもっとも影響を受ける自動車業界、二輪車業界につきましては、国内需要に関して消費の低迷が続

くと予想されますが、北米市場およびアジア地域での持続的な成長を見込んでおります。

小型エンジンバルブ事業では燃費改善に貢献できる製品として中空エンジンバルブを国内で集中的に生産し、既存

製品については原価低減を強力に推進しております。海外では主にアジア地域での需要拡大に対応した設備増強と原

価低減を進めております。

 

(５)　経営者の問題認識と今後の方針について

国内事業は収益性の向上が課題であり、小型エンジンバルブ事業では付加価値の高い製品の生産と原価低減の強

化、舶用部品事業では需要に応じた設備増強と環境対応製品の開発、可変動弁・歯車事業では可変動弁製品のモデル

チェンジに伴う需要減少に対応して経営資源を新商品開発と生産に振り向けて参ります。

海外事業は需要が拡大する中国等のアジア地域において設備増強と生産性の向上を進め、事業展開をしている各国

において競争力強化のための組織改革、生産体制、人員体制の見直し等を実施して参ります。
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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 89,000,000

計 89,000,000
 

 

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 28,978,860 28,978,860
東京証券取引所
(市場第二部)

単元株式数100株

計 28,978,860 28,978,860 ― ―
 

 

(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。
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(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

― 28,978,860 ― 4,530,543 ― 4,506,156
 

 

(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。

 

(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)
(自己保有株式)
普通株式

92,900
― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式

28,858,800
288,588 ―

単元未満株式
普通株式

27,160
― １単元(100株)未満の株式

発行済株式総数 28,978,860 ― ―

総株主の議決権 ― 288,588 ―
 

(注)１　「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が4,000株（議決権40個）含

まれております。

２　「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式２株が含まれております。

 

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(％)

(自己保有株式)
日鍛バルブ株式会社

神奈川県秦野市曽屋
518番地

92,900 ― 92,900 0.32

計 ― 92,900 ― 92,900 0.32
 

(注)　上記の他、単元未満株式２株を所有しております。

 

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、新日本有限責任監査法人により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 5,850,907 5,430,688

  受取手形及び売掛金 7,461,155 7,473,022

  商品及び製品 2,572,224 2,493,253

  仕掛品 1,334,734 1,300,331

  原材料及び貯蔵品 2,916,826 2,821,240

  繰延税金資産 368,952 373,975

  その他 585,185 437,913

  貸倒引当金 △2,465 ―

  流動資産合計 21,087,521 20,330,425

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物及び構築物（純額） 6,419,530 6,135,735

   機械装置及び運搬具（純額） 14,825,813 14,113,186

   土地 1,245,027 1,235,481

   建設仮勘定 1,873,556 1,886,356

   その他（純額） 680,408 636,069

   有形固定資産合計 25,044,337 24,006,828

  無形固定資産 571,900 524,075

  投資その他の資産   

   投資有価証券 8,297,879 7,189,390

   出資金 940 940

   長期貸付金 55,972 56,010

   繰延税金資産 399,045 390,517

   その他 389,610 378,054

   貸倒引当金 △14,120 △14,700

   投資その他の資産合計 9,129,326 8,000,213

  固定資産合計 34,745,565 32,531,117

 資産合計 55,833,087 52,861,542
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           (単位：千円)

          
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   

  支払手形及び買掛金 3,366,028 3,357,178

  短期借入金 3,876,533 4,006,664

  1年内償還予定の社債 140,000 140,000

  未払法人税等 279,417 282,627

  繰延税金負債 888,650 916,889

  賞与引当金 375,070 98,438

  役員賞与引当金 58,150 ―

  その他 2,717,648 2,619,940

  流動負債合計 11,701,498 11,421,737

 固定負債   

  社債 580,000 580,000

  長期未払金 11,100 11,100

  長期借入金 6,072,616 5,399,088

  繰延税金負債 2,008,011 1,645,904

  退職給付に係る負債 3,695,989 3,732,943

  その他 379,420 360,321

  固定負債合計 12,747,137 11,729,358

 負債合計 24,448,636 23,151,096

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 4,530,543 4,530,543

  資本剰余金 4,506,942 4,500,424

  利益剰余金 12,225,655 12,426,061

  自己株式 △46,032 △46,070

  株主資本合計 21,217,107 21,410,959

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 3,484,503 2,774,045

  為替換算調整勘定 △512,876 △1,093,700

  退職給付に係る調整累計額 △777,508 △755,263

  その他の包括利益累計額合計 2,194,118 925,081

 非支配株主持分 7,973,225 7,374,405

 純資産合計 31,384,450 29,710,446

負債純資産合計 55,833,087 52,861,542
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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：千円)

          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 10,648,900 10,427,063

売上原価 8,923,917 8,588,190

売上総利益 1,724,983 1,838,873

販売費及び一般管理費 854,356 840,994

営業利益 870,626 997,879

営業外収益   

 受取利息 6,977 6,713

 受取配当金 76,591 73,181

 持分法による投資利益 83,393 ―

 雑収入 26,969 14,242

 営業外収益合計 193,932 94,137

営業外費用   

 支払利息 59,704 60,699

 持分法による投資損失 ― 23,786

 為替差損 70,015 85,263

 雑損失 6,891 5,570

 営業外費用合計 136,611 175,320

経常利益 927,947 916,696

特別利益   

 固定資産売却益 387 373

 特別利益合計 387 373

特別損失   

 固定資産除却損 1,792 13,174

 減損損失 ― 33,807

 特別損失合計 1,792 46,981

税金等調整前四半期純利益 926,541 870,088

法人税等 144,660 179,416

四半期純利益 781,880 690,671

非支配株主に帰属する四半期純利益 316,678 329,592

親会社株主に帰属する四半期純利益 465,202 361,079
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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：千円)

          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 781,880 690,671

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 119,042 △710,394

 為替換算調整勘定 △113,276 △919,126

 退職給付に係る調整額 △17,672 18,714

 持分法適用会社に対する持分相当額 △20,035 △65,388

 その他の包括利益合計 △31,941 △1,676,194

四半期包括利益 749,939 △985,523

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 503,905 △907,957

 非支配株主に係る四半期包括利益 246,034 △77,566
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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)

 
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)

持分法適用の範囲の変更

当第１四半期連結会計期間より、重要性が増したKN-Tech Co.,Ltd.を持分法適用の範囲に含めております。
 

 
 
(会計方針の変更等)

 
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)

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。

この変更による当第１四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

は軽微であります。
 

 

 

(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)

 

 
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．法人税等の計算 　当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又は損失に当該見積実効税率を乗じ

て計算する方法を採用しております。ただし、当該見積実効税率を用いて税

金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効税率

を使用する方法によっております。
 

 

 
(追加情報)

　
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)

「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。)及びのれんの償却額は、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  931,639千円 910,775千円

のれんの償却額  7,106千円 ― 千円
 

 

 

(株主資本等関係)

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．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24日
定時株主総会

普通株式 144,432 5 平成27年３月31日 平成27年６月25日 利益剰余金
 

 

２．基準日が当第１四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１四半期連結会計期間の末日

後となるもの

該当事項はありません。

 

 

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．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24日
定時株主総会

普通株式 144,429 5 平成28年３月31日 平成28年６月27日 利益剰余金
 

 

２．基準日が当第１四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１四半期連結会計期間の末日

後となるもの

該当事項はありません。
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(企業結合等関係)

共通支配下の取引等

子会社株式の追加取得

(１) 取引の概要

①　結合当事企業の名称及びその事業の内容

結合当事企業の名称：ニッタンタイランドCo.,Ltd(当社の連結子会社)

事業の内容　　　　：主としてエンジンバルブの製造販売を行っております。

②　企業結合日

平成28年４月20日

③　企業結合の法的形式

非支配株主からの株式取得

④　結合後企業の名称

変更ありません。

⑤　その他取引の概要に関する事項

資本関係をより強固なものとするため、非支配株主が保有する株式の一部を追加取得したものでありま

す。追加取得した株式の議決権比率は5.0％であり、当該取引により当社の持株比率は60.0％となりまし

た。

　

(２) 実施した会計処理の概要

「企業結合に関する会計基準」及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」に基づ

き、共通支配下の取引等のうち、非支配株主との取引として処理しております。

　

(３) 子会社株式の追加取得に関する事項

取得原価及び対価の種類ごとの内訳

取得の対価 現金及び預金 195,313千円

取得原価  195,313千円
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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の金額に関する情報

   (単位：千円)

 

報告セグメント
その他
(注)１

合計
調整額
(注)２

四半期連
結損益計
算書計上
額(注)３

小型エンジ
ンバルブ

舶用部品
可変動弁
・歯車

計

売上高         

  外部顧客への売上高 8,624,822 854,852 751,843 10,231,519 417,381 10,648,900 ― 10,648,900

  セグメント間の内部
  売上高又は振替高

21,368 ― ― 21,368 481,806 503,174 △503,174 ―

計 8,646,190 854,852 751,843 10,252,887 899,187 11,152,074 △503,174 10,648,900

セグメント利益 718,035 68,624 41,890 828,550 46,280 874,830 △4,203 870,626
 

(注) １．「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、バルブリフター・工作機械製造販

売、高圧洗浄、シリンダーヘッド修理、ロイヤルティー、農作物等を含んでおります。

２．セグメント利益の調整額△4,203千円は、セグメント間取引消去44,262千円、各報告セグメントに配分され

ない全社費用△48,466千円であります。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない親会社の一般管理費

に係る費用であります。

３．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おります。

 

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の金額に関する情報

   (単位：千円)

 

報告セグメント
その他
(注)１

合計
調整額
(注)２

四半期連
結損益計
算書計上
額(注)３

小型エンジ
ンバルブ

舶用部品
可変動弁
・歯車

計

売上高         

  外部顧客への売上高 8,500,255 835,315 718,297 10,053,868 373,195 10,427,063 ― 10,427,063

  セグメント間の内部
  売上高又は振替高

― ― ― ― 306,606 306,606 △306,606 ―

計 8,500,255 835,315 718,297 10,053,868 679,802 10,733,670 △306,606 10,427,063

セグメント利益又は
損失(△)

898,359 55,749 26,405 980,514 △3,231 977,283 20,595 997,879
 

(注) １．「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、バルブリフター・工作機械製造販

売、高圧洗浄、シリンダーヘッド修理、ロイヤルティー、農作物等を含んでおります。

２．セグメント利益又は損失(△)の調整額20,595千円は、セグメント間取引消去62,095千円、各報告セグメント

に配分されない全社費用△41,500千円であります。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない親会社の

一般管理費に係る費用であります。

３．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。

 

４．報告セグメントの変更等に関する事項

会計方針の変更に記載のとおり、法人税法の改正に伴い、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たため、事業セグメントの減価償却の方法を同

様に変更しております。

この変更による当第１四半期連結累計期間の各事業セグメントにおけるセグメント利益又は損失(△)に与

える影響は軽微であります。
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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。

 

項目
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) １株当たり四半期純利益金額  16円10銭 12円50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) 465,202 361,079

    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)

465,202 361,079

    普通株式の期中平均株式数(千株) 28,886 28,885
 

(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８月12日

日鍛バルブ株式会社

取締役会  御中

　

新日本有限責任監査法人
 

　

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士    佐    藤    森    夫

 

　

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士   藤　　間　　康　　司

 

　

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鍛バルブ株式

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、日鍛バルブ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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