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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67期

第２四半期
連結累計期間

第68期
第２四半期
連結累計期間

第67期

会計期間
自　平成27年４月１日
至　平成27年９月30日

自　平成28年４月１日
至　平成28年９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) 19,343,732 18,518,259 38,447,782

経常利益 (千円) 938,393 755,051 2,029,421

親会社株主に帰属する
四半期(当期)純利益

(千円) 519,223 343,384 1,002,524

四半期包括利益又は包括利益 (千円) △198,437 △254,630 △521,579

純資産額 (千円) 16,999,565 16,061,429 16,557,437

総資産額 (千円) 41,084,805 40,592,709 41,218,463

１株当たり四半期(当期)
純利益金額

(円) 117.93 78.01 227.72

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 (％) 37.1 35.5 35.8

営業活動によるキャッシュ・フロー (千円) 2,062,352 2,186,629 4,042,982

投資活動によるキャッシュ・フロー (千円) △2,020,043 △2,387,924 △4,370,040

財務活動によるキャッシュ・フロー (千円) 868,442 685,973 410,851

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(千円) 3,680,140 3,169,356 2,798,685
 

 

回次
第67期

第２四半期
連結会計期間

第68期
第２四半期
連結会計期間

会計期間
自　平成27年７月１日
至　平成27年９月30日

自　平成28年７月１日
至　平成28年９月30日

１株当たり四半期純利益金額 (円) 84.78 45.66
 

(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　平成28年10月１日付で普通株式５株を１株に併合しています。前連結会計年度の期首に当該株式併合が行わ

れたと仮定し、「１株当たり四半期(当期)純利益金額」を算定しています。

２ 【事業の内容】

当第２四半期連結累計期間において、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ついて、重要な

変更はありません。

　また、主要な関係会社についても異動はありません。
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第２ 【事業の状況】

 
１ 【事業等のリスク】

当第２四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）業績の状況

当第２四半期連結累計期間における世界経済は、英国のＥＵ離脱問題や米国の金融政策動向等により、不透明な

状況が続いております。また、中国及び東南アジアなど新興国経済の景気減速やＯＰＥＣの原油減産合意に伴う原

油価格上昇による下振れリスクも懸念されております。

　一方、わが国経済は、円高の進行や個人消費の伸び悩みが続き、緩やかな回復にとどまっております。

当社製品の主要市場である自動車産業におきましては、国内市場では依然として軽自動車の販売台数減少が続い

ております。また、海外市場では、中国・欧州において増加しており、インドネシアは緩やかな回復傾向でありま

す。

当社グループにおきましては、米国第２工場における新規品立上げ、グローバルな生産供給体制の再構築による

生産効率及び設備稼働率の向上を推進しております。

これらの結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は18,518百万円と前年同四半期に比べ825百万円（4.3%）の減

収、営業利益は976百万円と前年同四半期と比べ33百万円(3.3%)の減益、経常利益につきましては円高による為替差

損の増加等により755百万円と前年同四半期と比べ183百万円(19.5%)の減益、親会社株主に帰属する四半期純利益は

343百万円と前年同四半期と比べ175百万円(33.9%)の減益となりました。
　
セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。

①粉末冶金製品事業

自動車用部品の売上につきましては、海外の仕事量は増加したものの、円高による為替の影響等により減少

となりました。一方、セグメント利益（営業利益）につきましては、原価改善活動の成果、原材料やエネル

ギー価格の下落等により増益となりました。また、鉄道車両用部品の売上につきましては、新規開発の新幹線

用パンタグラフ用集電材が正式採用となり、収益性の向上に寄与しました。

これらの結果、当第２四半期連結累計期間における売上高は17,645百万円と前年同四半期と比べ811百万円

（4.4％）の減収となり、セグメント利益（営業利益）につきましては、1,676百万円と前年同四半期と比べ66

百万円（4.1％）の増益となりました。
　
②油圧機器製品事業

海外メディカル・デンタル販売は好調でしたが、国内メディカル・商社販売が減少しました。その結果、当

第２四半期連結累計期間における売上高は867百万円と前年同四半期と比べ13百万円（1.5％）の減収となり、

セグメント利益（営業利益）につきましては、海外拡販活動による経費の増加等により222百万円と前年同四半

期と比べ18百万円（7.8％）の減益となりました。
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（２）財政状態の分析

当第２四半期連結会計期間末における流動資産は、現金及び預金の増加（前連結会計年度末比493百万円増）等に

より、15,655百万円（前連結会計年度末比108百万円増）となりました。固定資産につきましては、有形固定資産の

減少（前連結会計年度末比705百万円減）等により、24,937百万円（前連結会計年度末比734百万円減）となりまし

た。

 以上により、資産合計は40,592百万円（前連結会計年度末比625百万円減）となりました。

　流動負債につきましては、支払手形及び買掛金の減少（前連会計年度末比343百万円減）等により、15,781百万円

（前連結会計年度末比356百万円減）となりました。固定負債につきましては長期借入金の増加（前連結会計年度末

比328百万円増）等により、8,749百万円（前連結会計年度末比226百万円増）となりました。

この結果、負債合計は24,531百万円（前連結会計年度末比129百万円減）となりました。

純資産の合計は、前連結会計年度末に比べ利益剰余金が182百万円増加、その他の包括利益累計額が537百万円減

少したことにより、非支配株主持分を除くと14,407百万円（自己資本比率35.5％）となりました。

 

（３）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の残高は3,169百万円と前年同四半期と比べて510百万円

（13.9％）の減少となりました。

　営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の減少等により、2,186百万円と前年同四半期と比べ124百万円

（6.0％）の増加となりました。

　投資活動によるキャッシュ・フローは、有形及び無形固定資産の取得による支出の増加等により、△2,387百万円と

前年同四半期に比べ367百万円（18.2％）の減少となりました。

　財務活動によるキャッシュ・フローは、新規短期借入金の減少等により、685百万円と前年同四半期と比べ182百万

円(21.0％)の減少となりました。

 

　　（４）研究開発活動

　　当第２四半期連結累計期間の研究開発費の総額は116,611千円であります。

 

EDINET提出書類

株式会社ファインシンター(E01396)

四半期報告書

 4/20



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 50,000,000

計 50,000,000
 

（注）平成28年６月23日開催の第67期定時株主総会において、株式併合に係る議案が承認可決されています。これによ

り、株式併合の効力発生日（平成28年10月１日）をもって、発行可能株式総数が10,000,000株となっています。

 

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９月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成28年11月11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 22,100,000 4,420,000
東京証券取引所
（市場第二部）

単元株式数は1,000株で
あります。

計 22,100,000 4,420,000 ─ ─
 

(注) １　平成28年10月１日付で普通株式５株を１株に併合しました。これにより発行済株式総数は17,680,000株減少

し、4,420,000株となっています。

２　平成28年６月23日開催の第67期定時株主総会において、株式併合に係る議案が承認可決されています。これ

により、株式併合の効力発生日（平成28年10月１日）をもって、単元株式数が1,000株から100株に変更と

なっています。

 

(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９月30日 ─ 22,100,000 ─ 2,203,000 ─ 1,722,945
 

（注）平成28年10月１日付で普通株式５株を１株に併合しました。これにより発行済株式総数は17,680,000株減少し、

4,420,000株となっています。
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(6) 【大株主の状況】

  平成28年９月30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(％)

トヨタ自動車株式会社 愛知県豊田市トヨタ町１番地 4,600 20.81

株式会社デンソー 愛知県刈谷市昭和町１丁目１番地 1,104 4.99

ＫＹＢ株式会社 東京都港区浜松町２丁目４番１号 1,103 4.99

ファインシンター従業員持株会 愛知県春日井市明知町西之洞1189番地11号 804 3.64

アイシン精機株式会社 愛知県刈谷市朝日町２丁目１番地 678 3.06

住友電気工業株式会社 大阪府大阪市中央区北浜４丁目５番33号 646 2.92

株式会社清里中央
オートキャンプ場

愛知県名古屋市北区若葉通１丁目38番地 507 2.29

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内２丁目７番１号 505 2.28

三井住友信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内１丁目４番１号 500 2.26

ＪＦＥスチール株式会社 東京都千代田区内幸町２丁目２番３号 472 2.13

計 ― 10,921 49.41
 

(注)  上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、次のとおりであります。

三井住友信託銀行株式会社　　500千株  
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(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成28年９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       91,000
― ─

完全議決権株式(その他) 普通株式    21,911,000 21,911 ─

単元未満株式 普通株式       98,000 ― ─

発行済株式総数 22,100,000 ― ―

総株主の議決権 ― 21,911 ―
 

(注) 単元未満株式には当社所有の自己株式 260株が含まれております。

 

② 【自己株式等】

平成28年９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)
株式会社ファインシンター

愛知県春日井市明知町
西之洞1189番地11

91,000 ─ 91,000 0.41

計 ― 91,000 ─ 91,000 0.41
 

(注)　株主名簿上は、当社名義となっておりますが、実質的に所有していない株式が 1,000株(議決権１個)ありま

す。なお、当該株式は、上記「発行済株式」の「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式に含めております。

 

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２四半期連結会計期間(平成28年７月１日から平成

28年９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成28年４月１日から平成28年９月30日まで)に係る四半期連結財務

諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。

　なお、従来、当社が監査証明を受けているＰｗＣあらた監査法人は、監査法人の種類の変更により、平成28年７月

１日をもってＰｗＣあらた有限責任監査法人となりました。
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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２四半期連結会計期間

(平成28年９月30日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 2,991,952 3,485,022

  受取手形及び売掛金 7,621,456 7,184,062

  電子記録債権 790,772 1,060,788

  商品及び製品 578,006 453,269

  仕掛品 1,398,149 1,281,208

  原材料及び貯蔵品 1,376,103 1,405,260

  繰延税金資産 476,549 463,776

  その他 313,925 322,205

  流動資産合計 15,546,917 15,655,593

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物及び構築物 13,041,442 12,681,798

    減価償却累計額 △7,119,535 △7,187,764

    建物及び構築物（純額） 5,921,906 5,494,034

   機械装置及び運搬具 39,055,261 38,654,688

    減価償却累計額 △30,240,331 △30,302,859

    機械装置及び運搬具（純額） 8,814,929 8,351,828

   工具、器具及び備品 4,772,506 4,884,729

    減価償却累計額 △3,784,192 △3,955,444

    工具、器具及び備品（純額） 988,313 929,285

   土地 3,521,111 3,479,791

   リース資産 1,318,304 1,243,989

    減価償却累計額 △725,391 △723,993

    リース資産（純額） 592,913 519,996

   建設仮勘定 2,317,114 2,675,523

   有形固定資産合計 22,156,290 21,450,459

  無形固定資産   

   電話加入権 11,407 11,407

   リース資産 103,807 98,050

   その他 146,504 138,541

   無形固定資産合計 261,719 247,999

  投資その他の資産   

   投資有価証券 2,032,954 2,084,849

   長期貸付金 15,045 18,138

   繰延税金資産 1,100,215 1,042,808

   その他 115,587 103,102

   貸倒引当金 △10,265 △10,242

   投資その他の資産合計 3,253,536 3,238,656

  固定資産合計 25,671,546 24,937,116

 資産合計 41,218,463 40,592,709
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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２四半期連結会計期間

(平成28年９月30日)

負債の部   

 流動負債   

  支払手形及び買掛金 3,309,693 2,966,290

  電子記録債務 3,120,146 3,224,173

  短期借入金 5,114,148 5,089,494

  1年内返済予定の長期借入金 1,542,501 1,708,024

  リース債務 168,940 164,860

  未払法人税等 340,362 250,914

  未払消費税等 83,672 170,067

  未払費用 672,522 658,595

  繰延税金負債 11,830 7,760

  賞与引当金 892,712 941,927

  役員賞与引当金 45,278 22,363

  設備関係支払手形 78,000 81,225

  その他 758,259 496,107

  流動負債合計 16,138,069 15,781,804

 固定負債   

  長期借入金 3,365,149 3,693,383

  リース債務 639,350 549,534

  役員退職慰労引当金 90,536 82,409

  退職給付に係る負債 4,083,366 4,067,376

  資産除去債務 318,486 320,617

  その他 26,066 36,155

  固定負債合計 8,522,956 8,749,475

 負債合計 24,661,025 24,531,280

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 2,203,000 2,203,000

  資本剰余金 1,722,945 1,722,945

  利益剰余金 10,404,123 10,586,169

  自己株式 △28,766 △29,110

  株主資本合計 14,301,303 14,483,004

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 852,993 888,819

  為替換算調整勘定 269,860 △384,080

  退職給付に係る調整累計額 △661,009 △580,171

  その他の包括利益累計額合計 461,843 △75,432

 非支配株主持分 1,794,291 1,653,857

 純資産合計 16,557,437 16,061,429

負債純資産合計 41,218,463 40,592,709
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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27年４月１日
　至 平成27年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

売上高 19,343,732 18,518,259

売上原価 16,468,608 15,619,272

売上総利益 2,875,123 2,898,986

販売費及び一般管理費 ※1  1,865,375 ※1  1,922,898

営業利益 1,009,748 976,088

営業外収益   

 受取利息 5,036 5,402

 受取配当金 31,990 25,077

 作業くず売却収入 12,774 9,055

 雑収入 47,186 37,424

 営業外収益合計 96,989 76,960

営業外費用   

 支払利息 111,323 105,173

 固定資産除却損 7,543 15,282

 為替差損 44,667 156,505

 デリバティブ評価損 － 10,879

 雑支出 4,809 10,156

 営業外費用合計 168,344 297,996

経常利益 938,393 755,051

税金等調整前四半期純利益 938,393 755,051

法人税等 330,280 245,369

四半期純利益 608,112 509,681

非支配株主に帰属する四半期純利益 88,889 166,296

親会社株主に帰属する四半期純利益 519,223 343,384
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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27年４月１日
　至 平成27年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

四半期純利益 608,112 509,681

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 △231,750 27,998

 為替換算調整勘定 △608,288 △873,368

 退職給付に係る調整額 33,489 81,058

 その他の包括利益合計 △806,550 △764,311

四半期包括利益 △198,437 △254,630

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 △203,514 △202,047

 非支配株主に係る四半期包括利益 5,077 △52,583
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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27年４月１日
　至 平成27年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年９月30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 938,393 755,051

 減価償却費 1,421,805 1,421,033

 固定資産売却損益（△は益） △884 △217

 固定資産除却損 7,543 15,282

 賞与引当金の増減額（△は減少） 63,725 54,581

 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 53,846 118,473

 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △23,000 △8,127

 受取利息及び受取配当金 △37,027 △30,479

 支払利息 111,323 105,173

 売上債権の増減額（△は増加） △177,951 △67,789

 たな卸資産の増減額（△は増加） 24,901 89,451

 その他の流動資産の増減額（△は増加） △69,455 △31,537

 仕入債務の増減額（△は減少） 62,003 100,796

 その他 △73,537 84,570

 小計 2,301,684 2,606,261

 利息及び配当金の受取額 37,048 30,455

 利息の支払額 △110,629 △105,363

 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △165,750 △344,722

 営業活動によるキャッシュ・フロー 2,062,352 2,186,629

投資活動によるキャッシュ・フロー   

 定期預金の預入による支出 △6,007 △127,205

 投資有価証券の取得による支出 △12,887 △11,614

 投資有価証券の売却による収入 17,700 －

 有形及び無形固定資産の取得による支出 △2,027,872 △2,261,847

 有形固定資産の売却による収入 885 17,816

 貸付けによる支出 － △9,800

 貸付金の回収による収入 8,137 4,726

 投資活動によるキャッシュ・フロー △2,020,043 △2,387,924

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） 1,126,167 98,516

 長期借入れによる収入 934,276 1,766,857

 長期借入金の返済による支出 △843,970 △821,516

 自己株式の取得による支出 △1,393 △343

 配当金の支払額 △219,351 △175,578

 非支配株主への配当金の支払額 △26,574 △87,822

 リース債務の返済による支出 △100,711 △94,137

 財務活動によるキャッシュ・フロー 868,442 685,973

現金及び現金同等物に係る換算差額 △60,842 △114,008

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 849,909 370,670

現金及び現金同等物の期首残高 2,830,230 2,798,685

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1  3,680,140 ※1  3,169,356
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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。

なお、当第２四半期連結累計期間において、四半期連結財務諸表に与える影響額は軽微であります。

 

(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)

（税金費用の計算）

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。

 

(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）を第１

四半期連結会計期間から適用しております。

 
(四半期連結損益計算書関係)

 

※１  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27年４月１日
至 平成27年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
至 平成28年９月30日)

給料 463,933千円 465,110千円

賞与 120,954千円 138,437千円

退職給付費用 34,677千円 54,458千円
 

 

 

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

 

※１  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27年４月１日
至 平成27年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
至 平成28年９月30日)

現金及び預金 3,887,721千円 3,485,022千円

預入期間が３か月を超える
定期預金

△207,581千円 △315,666千円

現金及び現金同等物 3,680,140千円 3,169,356千円
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(株主資本等関係)

 

Ⅰ　前第２四半期連結累計期間（自　平成27年４月１日　至　平成27年９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 220,155 10.00 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２四半期連結会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の末日

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11月５日
取締役会

普通株式 110,058 5.00 平成27年９月30日 平成27年12月８日 利益剰余金
 

 
３. 株主資本の著しい変動

 
　該当事項はありません。

 
 

Ⅱ　当第２四半期連結累計期間（自　平成28年４月１日　至　平成28年９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23日
定時株主総会

普通株式 176,077 8.00 平成28年３月31日 平成28年６月24日 利益剰余金
 

 

２. 基準日が当第２四半期連結会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の末日

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10月27日
取締役会

普通株式 132,052 6.00 平成28年９月30日 平成28年12月５日 利益剰余金
 

（注）１株当たり配当額については、基準日が平成28年９月30日であるため、平成28年10月１日付の株式併合は加味し

ていません。

 
３. 株主資本の著しい変動

 
　該当事項はありません。
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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27年４月１日 至 平成27年９月30日)

　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)

　

報告セグメント
その他　
（注１）

総合計
調整額　
（注２）

四半期連結
損益計算書
計上額
（注３）

粉末冶金
製品事業

油圧機器
製品事業

計

売上高 　 　 　 　 　 　 　

  外部顧客への売上高 18,457,340 881,267 19,338,607 5,124 19,343,732 ― 19,343,732

 セグメント間の内部
　売上高又は振替高

― ― ― ― ― ― ―

計 18,457,340 881,267 19,338,607 5,124 19,343,732 ― 19,343,732

セグメント利益 1,609,734 241,566 1,851,301 1,115 1,852,416 △842,668 1,009,748
 

(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等であり、発電および売電に関する事業で

す。

２　セグメント利益の調整額△842,668千円は、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

ない一般管理費であります。

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２四半期連結累計期間(自 平成28年４月１日 至 平成28年９月30日)

　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)

　

報告セグメント
その他　
（注１）

総合計
調整額　
（注２）

四半期連結
損益計算書
計上額
（注３）

粉末冶金
製品事業

油圧機器
製品事業

計

売上高 　 　 　 　 　 　 　

  外部顧客への売上高 17,645,598 867,631 18,513,229 5,029 18,518,259 ― 18,518,259

 セグメント間の内部
　売上高又は振替高

― ― ― ― ― ― ―

計 17,645,598 867,631 18,513,229 5,029 18,518,259 ― 18,518,259

セグメント利益 1,676,055 222,689 1,898,744 1,493 1,900,237 △924,149 976,088
 

(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等であり、発電および売電に関する事業で

す。

２　セグメント利益の調整額△924,149千円は、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

ない一般管理費であります。

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。
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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２四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
至 平成27年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
至 平成28年９月30日)

１株当たり四半期純利益金額 117.93円 78.01円

(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) 519,223 343,384

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)

519,223 343,384

普通株式の期中平均株式数(株) 4,402,809 4,401,859
 

(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、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

    ２ 平成28年10月１日付で普通株式５株を１株に併合しています。前連結会計年度の期首に当該株式併合が行わ

れたと仮定し、「１株当たり四半期純利益金額」を算定しています。
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２ 【その他】

第68期（平成28年４月１日から平成29年３月31日まで）中間配当については、平成28年10月27日開催の取締役会

において、平成28年９月30日の株主名簿に記載された株主に対し、次のとおり中間配当を行うことを決議いたしま

した。

①　中間配当金の総額　　　　　　　　　　　132,052千円

②　１株当たりの中間配当金　　　　　　　　　 6円00銭

③　効力発生日及び支払開始日　　　　 平成28年12月５日

（注）１株当たりの中間配当金については、基準日が平成28年９月30日であるため、平成28年10月１日付の株式併

合は加味していません。

 

EDINET提出書類

株式会社ファインシンター(E01396)

四半期報告書

18/20



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11月11日

株式会社 ファインシンター

取締役会  御中

 

PwCあらた有限責任監査法人
 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士   手   塚   謙   二   印

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士  氏  原  亜  由  美  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」に掲げられている株式会社ファイ

ンシンターの平成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２四半期連結会計期間(平成28年７月１日

から平成28年９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成28年４月１日から平成28年９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、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、株式会社ファインシンター及び連結子会社の平成28年９月30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いません。
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