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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152期

第２四半期

連結累計期間

第153期

第２四半期

連結累計期間

第152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 (百万円) 17,490 17,014 36,032

経常利益 (百万円) 175 528 754

親会社株主に帰属する

四半期（当期）純利益
(百万円) 75 328 215

四半期包括利益又は包括利益 (百万円) △304 195 △870

純資産額 (百万円) 21,650 21,087 21,113

総資産額 (百万円) 39,010 37,857 38,867

１株当たり四半期（当期）

純利益金額
(円) 1.36 5.94 3.89

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  (％) 53.0 52.9 51.6

営業活動によるキャッシュ・フロー (百万円) 8 819 651

投資活動によるキャッシュ・フロー (百万円) △14 △243 △480

財務活動によるキャッシュ・フロー (百万円) △167 △360 △375

現金及び現金同等物の

四半期末（期末）残高
(百万円) 6,508 6,595 6,459

 

 

回次

第152期

第２四半期

連結会計期間

第153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) 0.56 3.15
 

(注) １　当社は四半期連結財務諸表を作成しており、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。

 

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。

 

EDINET提出書類

新家工業株式会社(E02258)

四半期報告書

 2/21



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は行っておりません。

 

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２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、このところ弱さもみられますが、緩やかな回復基調が続いて

います。一方、中国・アジア新興国経済の先行き不透明や英国のＥＵ離脱問題、米国の金融政策正常化に向けた金

融資本市場の変動など、海外の不確実性の高まりによる影響を受けた期間となりました。

このような情勢のもと鋼管業界におきましては、住宅建設は持ち直しつつあり、公共投資においても底堅い動き

となるものの、鋼材需要は盛り上がりが見られないまま推移しました。

当社グループといたしましては、主力である鋼管事業を中心に自転車関連事業など、様々な顧客ニーズに柔軟に

対応できるよう積極的な営業活動とともに、設備稼働率の向上と更なるコスト削減に努力いたしました。また、不

動産賃貸事業においては、資産の有効活用に取り組みました。

この結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は17,014百万円（前年同期比2.7％減）、営業利益525百万円（前

年同期比243.8％増）、経常利益528百万円（前年同期比200.6％増）となり、親会社株主に帰属する四半期純利益は

328百万円（前年同期比335.2％増）となりました。

 

セグメントの業績は、次のとおりであります。

 

（鋼管関連）

普通鋼製品につきましては、世界経済が不透明であるなかで新興国の需要も停滞し、製品価格の下落要因となっ

ております。建築関連においても人員・輸送力不足、物件価格の高騰等が重なり、足下の荷動きは鈍化しており、

引続き厳しい状況が続いております。しかし、自動車関係ではトラック・バスの需要が堅調であり、一定の生産販

売数の確保ができました。

ステンレス製品につきましては、食品や飲料、製薬・医療関連は堅調でありました。造船関連や産業機械など安

定的に推移しているものの、建材関連などは厳しい環境下にあります。そのような状況において、原材料価格の上

昇にともない仕入価格も上昇傾向となり、更なるコスト削減対策を行うと同時に、製品生産数と販売価格の維持に

努め、一定の利益を確保することができました。

この結果、当セグメントの売上高は16,222百万円（前年同期比1.6％減）、営業利益は407百万円（前年同期は営

業損失1百万円）となりました。
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（自転車関連）

国内の自転車業界につきましては、昨年に引続き販売が低迷し厳しい環境となりました。スポーツ用自転車にお

いては一般車に比べて、ユーザーの趣味嗜好性の追求などにより、毎年若干の増加傾向ではありましたが、ここに

来て一般車と同様に需要が低迷し、販売台数は減少となりました。

このような状況ではありますが、「アラヤ」及び「ラレー」ブランドのスポーツ用自転車については、独自の商

品企画力を発揮して、ユーザーの支持を得られるよう話題性のある新商品の提供に努めております。また、アジ

ア・新興国向けを中心にスポーツ用自転車の新しい市場として販売に注力しております。

国内のステンレスリムは主に電動アシスト自転車用として、強度・精度面で評価を得ております。アルミリムに

つきましては引続き中高級品に絞り込み、インドネシア子会社との連携により拡販に努めました。

この結果、当セグメントの売上高は540百万円（前年同期比30.0％減）、営業利益は9百万円（前年同期は営業損

失16百万円）となりました。

　

（不動産等賃貸）

不動産賃貸収入につきましては、東京工場跡地の地代収入を中心に、アラヤ清澄白河ビルの賃貸収入など、安定

した業績を上げております。

この結果、当セグメントの売上高は212百万円（前年同期比11.7％増）、営業利益は176百万円（前年同期比

13.9％増）となりました。

　

(2) キャッシュ・フローの状況

当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、6,595百万円となり、前

連結会計年度末より135百万円増加しました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりでありま

す。

 
（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動による資金の増加は819百万円（前年同四半期は8百万円の資金の増加）となりました。これは主に、

売上債権の増減額が1,076百万円の資金増加から875百万円の資金増加になったことや、たな卸資産の増減額が231

百万円の資金増加から61百万円の資金増加になったものの、税金等調整前四半期純利益が328百万円増加したこと

や、仕入債務の増減額が1,571百万円の資金減少から653百万円の資金減少になったことなど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）

投資活動による資金の減少は243百万円（前年同四半期は14百万円の資金の減少）となりました。これは主に、

投資有価証券の取得による支出が217百万円増加したことなど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）

財務活動による資金の減少は360百万円（前年同四半期は167百万円の資金の減少）となりました。これは主

に、短期借入金の純増減額が80百万円の資金増加から114百万円の資金減少になったことなどによるものでありま

す。
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(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、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に変更及び新たに生じ

た課題はありません。

なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等（会

社法施行規則第118条第３号に掲げる事項）は次のとおりであります。
　

一　基本方針の内容

当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社の経営理念、企業価値のさまざまな源泉、

当社を支えるステークホルダーとの信頼関係を充分に理解し、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を中長

期的に確保、向上させる者でなければならないと考えております。

　上場会社である当社の株式は、基本的に株主、投資家の皆様による自由な取引が認められており、当社の株

式に対する敵対的な大量買付け等についても、当社としてこれを一概に否定するものではありません。

　しかしながら、当社は、企業価値ひいては株主共同の利益を侵害するおそれのある大量買付けを行おうとす

る者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であると考えています。当社は、株主等

を含めた“社会との共生関係”に基盤を置いた確固たる理念のもとに各事業の運営が行われることこそが企業

経営の本質であり、それにより、企業価値ひいては株主共同の利益の確保、向上が図れるものと考えておりま

す。

　今後、当社の企業価値ひいては株主共同の利益の確保、向上を損なうような大量買付けが行われた場合、当

社取締役会は、株主の皆様に対し当該大量買付行為の適否について判断するに十分な情報及び時間的余裕が与

えられるべきであるとともに、当社の企業価値ひいては株主共同の利益の確保、向上を侵害するような大量買

付けに対しては適時適切な対抗措置が必要であると考えます。
　

二　取組みの具体的な内容

① 会社の支配に関する基本方針の実現に資する特別な取組み

当社は、企業価値ひいては株主共同の利益の確保、向上のため、以下に掲げる経営理念を礎として、「社会

に信頼される企業」を目指して弛まぬ努力を続けております。

一、常に技術と品質の向上に努め創造と革新に挑戦する

一、公正かつ誠実に企業運営し社会の発展に貢献する

一、自然と調和し国際社会と共生する

一、お客様を大切にし、株主・取引先との相互繁栄をはかり従業員の福祉向上を目指す

　当社は明治36年創業以来100年を超える歴史の中で培われた製造技術、とりわけ金属加工の分野において“信

頼度の高い技術”の蓄積をもとに、輸送機器関連事業、鉄鋼関連事業を中心に社会に役立つ製品・商品・サー

ビスを提供してまいりました。その用途は自転車、オートバイ、自動車、家具、住宅、店舗、福祉機器、産業

機械、生産設備、その他諸設備等それぞれの分野で幅広く活用され、社会に有用な役割を果たすべく不断の研

究・技術開発に挑戦しております。特にロールフォーミング技術を駆使した塑性形状加工技術は、長年に亘っ

て蓄積されたノウハウとそれを実現する熟練度の高い生産技術に支えられ、今後とも大きな可能性を秘めてい

るところであります。

　当社は、顧客の要望に応えるために提案型営業を展開し、社会のニーズに柔軟かつ的確に対応する体制作り

を積極的に進めております。当社において企業価値の源泉となるべき事業内容は種々ございますが、各事業が

社会に果たす役割を明確に認識しつつ、短期的かつ一時的な利益追求の製品・商品のみならず、株主・投資

者、顧客・支払先等の取引先、従業員、地域社会等を含めた“社会との共生関係”に基盤を置いた確固たる理

念のもとに各事業の運営が行われることこそが、当社における企業経営の本質であり、それにより、企業価値

ひいては株主共同の利益の確保、向上が図れるものと考えております。

当社はかかる使命感と信念のもと、金属加工分野を中心に様々な社会的な役割を担うべき製品・商品を開

発、提供する不断の努力を重ね、企業価値ひいては株主共同の利益の中長期的な確保、向上に邁進してまいり

ます。
　

② 会社の支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配される

ことを防止するための取組み

当社は、平成26年６月26日開催の第150期定時株主総会において、当社の企業価値ひいては株主共同の利益の

確保、向上を目的として、有効期間を平成29年６月開催予定の定時株主総会の終結の時までとした、当社株券

等の大量買付け等への対応策 (以下「本プラン」といいます。)の継続について承認されました。

　本プランは、当社の株券等の大量買付者に対し、大量買付者の名称及び住所又は所在地等を記載した意向表

明書ならびに大量買付け等の目的、方法及びその内容、大量買付け等の価額の算定根拠、大量買付け後の当社

及び当社グループの経営方針、事業計画、資本政策ならびに配当政策等の必要情報の提供など、事前に明定し

た手続の遵守を求めるとともに、大量買付者が同手続に違反した場合及び当該大量買付け等が当社の企業価値

ひいては株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすおそれのある場合等に、独立委員会の勧告を踏まえた

当社取締役会または株主総会の決議に基づき、新株予約権の無償割当て等を内容とする対抗措置を発動する買

収防衛策です。
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三 ①及び②の取組みについての取締役会の判断及びその判断に係る理由

・　買収防衛策に関する指針に適合していること

本プランは、平成17年５月27日に経済産業省・法務省から公表された「企業価値・株主共同の利益の確保

又は向上のための買収防衛策に関する指針」が定める３原則 (①企業価値・株主共同の利益の確保・向上の

原則、②事前開示・株主意思の原則、③必要性・相当性確保の原則）ならびに、経済産業省に設置された企

業価値研究会が平成20年６月30日に公表した「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」の定め

る指針に適合しております。

・　本プランが会社の支配に関する基本方針に沿うものであること

当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社の経営理念、企業価値のさまざまな源

泉、当社を支えるステークホルダーとの信頼関係を十分に理解し、当社の企業価値ひいては株主共同の利益

を中長期的に確保、向上させる者でなければならず、企業価値ひいては株主共同の利益を侵害するおそれの

ある大量買付けを行おうとする者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であると

考えます。

　本プランは、このような企業価値ひいては株主共同の利益を侵害するおそれのある買収からの防衛をその

目的及び内容としており、当社における会社の支配に関する基本方針に沿うものであります。

・　本プランが当社の株主共同の利益を損なうものではないこと

本プランは、企業価値ひいては株主共同の利益を侵害するおそれのある大量買付けを行おうとする者から

当社を防衛することをその目的及び内容としており、株主共同の利益を損なうものではありません。

　このことは、本プランが、継続（導入）に際して株主総会決議による承認を得ることとしていること、独

立委員会を設置し、その勧告を最大限尊重するとしていること、対抗措置の発動要件の合理性・客観性を確

保していること、有効期間を３年としていること、株主の意思によりいつでも本プランを廃止できること、

デッドハンド型買収防衛策でないこと及び事前開示を充実させていることなどからも明白です。

・　本プランが当社役員の地位の維持を目的とするものではないこと

本プランは、当社の企業価値ひいては株主共同の利益の確保、向上のために導入するものであり、当社役

員の地位の維持を目的とするものではありません。

　このことは、本プランが対抗措置の発動につき社外の独立した委員から構成される独立委員会の勧告を最

大限尊重するという枠組みを取っていることなどからも明白です。

 
(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36百万円であります。また、研究開発活動の状況に重要な変更

はありません。

　

(5) 主要な設備

前連結会計年度末において計画中であった重要な設備の新設について、当第２四半期連結累計期間に完成したも

のは次のとおりです。

 
会社名 所在地 セグメントの名称 設備の内容 完了年月

新家工業㈱
名古屋工場

（名古屋市南区）
鋼管関連

鋼管電解研磨
設備の新設

平成28年4月
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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 160,000,000

計 160,000,000
 

 

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9月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成28年11月14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 60,453,268 60,453,268
東京証券取引所
市場第一部

単元株式数は
1,000株であります。

計 60,453,268 60,453,268 ― ―
 

 

(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
(千株)

発行済株式
総数残高
(千株)

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７月１日～
平成28年９月30日

― 60,453 ― 3,940 ― 4,155
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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(％)

株式会社北國銀行
（常任代理人　資産管理サービス信
託銀行株式会社）

石川県金沢市広岡２丁目１２－６
(東京都中央区晴海１丁目８－１２)

2,588 4.28

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内２丁目７－１ 2,588 4.28

日新製鋼株式会社 東京都千代田区丸の内３丁目４－１ 2,563 4.23

大同生命保険株式会社
（常任代理人　日本トラスティ・
サービス信託銀行株式会社）

大阪市西区江戸堀１丁目２－１
（東京都中央区晴海１丁目８－１１）

2,370 3.92

加賀商工有限会社 石川県加賀市大聖寺耳聞山町７１－１ 2,101 3.47

株式会社りそな銀行 大阪市中央区備後町２丁目２－１ 2,096 3.46

阪和興業株式会社 東京都中央区築地１丁目１３－１ 1,775 2.93

株式会社みずほ銀行
（常任代理人　資産管理サービス信
託銀行株式会社）

東京都千代田区大手町１丁目５－５
（東京都中央区晴海１丁目８－１２）

1,576 2.60

ＪＦＥスチール株式会社 東京都千代田区内幸町２丁目２－３ 1,403 2.32

新　家　正　彦 大阪府豊中市 1,279 2.11

計 ― 20,340 33.64
 

(注) １　所有株式数について千株未満を、その割合については小数点以下第三位をそれぞれ切り捨てて表示していま

す。

２　上記のほか当社所有の自己株式5,150千株（8.51％）があります。
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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 5,150,000

完全議決権株式(その他)
 普通株式  

55,093 ―
55,093,000

単元未満株式  普通株式 210,268 ― １単元(1,000株)未満の株式

発行済株式総数 60,453,268 ― ―

総株主の議決権 ― 55,093 ―
 

(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5,000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5個が含まれております。

２　「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式613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)
新家工業株式会社

大阪市中央区
南船場二丁目12番12号

5,150,000 ― 5,150,000 8.51

計 ― 5,150,000 ― 5,150,000 8.51
 

 

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。

（役職の異動）

新役名及び職名 旧役名及び職名 氏名 異動年月日

常務取締役
営業本部長　兼　鋼管営業統括部長　
兼　資材部長
PT.アラヤ　スチール　チューブ
インドネシア業務管掌

常務取締役
営業本部長　兼　鋼管営業統括部長
PT.アラヤ　スチール　チューブ
インドネシア業務管掌

井上　智司 平成28年９月１日

常務取締役
管理本部長　兼　総務部長

常務取締役
管理本部長　兼　総務部長　兼
経営企画部長

一澤　俊作 平成28年９月16日

取締役
経営企画部長　兼　海外事業統括部長

取締役
海外事業統括部長

安仲　　勤 平成28年９月16日

常務取締役
製造本部・生産技術・技術開発統括　兼
製造本部長　兼　品質管理部長

常務取締役
製造本部・生産技術統括　兼
製造本部長　兼　品質管理部長

木戸口　茂 平成28年10月１日
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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、有限責任監査法人トーマツ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：百万円)

          
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 6,433 6,595

  受取手形及び売掛金 11,805 10,902

  有価証券 26 －

  商品及び製品 4,670 4,584

  仕掛品 210 204

  原材料及び貯蔵品 720 726

  その他 427 445

  貸倒引当金 △91 △84

  流動資産合計 24,203 23,374

 固定資産   

  有形固定資産   

   土地 4,287 4,210

   その他（純額） 3,860 3,799

   有形固定資産合計 8,148 8,009

  無形固定資産 23 48

  投資その他の資産   

   投資有価証券 6,259 6,196

   その他 233 238

   貸倒引当金 △0 △10

   投資その他の資産合計 6,492 6,424

  固定資産合計 14,664 14,482

 資産合計 38,867 37,857
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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 8,322 7,665

  短期借入金 4,333 4,122

  未払法人税等 97 184

  賞与引当金 347 352

  その他 1,116 992

  流動負債合計 14,218 13,317

 固定負債   

  役員退職慰労引当金 14 16

  環境対策引当金 22 22

  退職給付に係る負債 2,617 2,496

  資産除去債務 7 7

  その他 872 907

  固定負債合計 3,535 3,451

 負債合計 17,753 16,769

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 3,940 3,940

  資本剰余金 4,155 4,155

  利益剰余金 11,573 11,680

  自己株式 △751 △751

  株主資本合計 18,917 19,024

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 2,197 2,159

  為替換算調整勘定 △386 △529

  退職給付に係る調整累計額 △661 △614

  その他の包括利益累計額合計 1,149 1,015

 非支配株主持分 1,046 1,047

 純資産合計 21,113 21,087

負債純資産合計 38,867 37,857
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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：百万円)

          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 17,490 17,014

売上原価 14,859 14,049

売上総利益 2,630 2,965

販売費及び一般管理費 ※  2,478 ※  2,439

営業利益 152 525

営業外収益   

 受取利息 13 4

 受取配当金 82 84

 仕入割引 12 14

 その他 21 17

 営業外収益合計 130 121

営業外費用   

 支払利息 18 15

 売上割引 11 11

 為替差損 64 77

 その他 12 14

 営業外費用合計 107 118

経常利益 175 528

特別利益   

 固定資産売却益 － 0

 投資有価証券売却益 142 －

 特別利益合計 142 0

特別損失   

 固定資産売却損 － 24

 固定資産除却損 6 6

 投資有価証券評価損 142 －

 特別損失合計 148 30

税金等調整前四半期純利益 169 497

法人税、住民税及び事業税 29 151

法人税等調整額 59 2

法人税等合計 89 153

四半期純利益 80 343

非支配株主に帰属する四半期純利益 4 15

親会社株主に帰属する四半期純利益 75 328
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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：百万円)

          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 80 343

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 △406 △38

 繰延ヘッジ損益 △0 ―

 為替換算調整勘定 △20 △156

 退職給付に係る調整額 42 47

 その他の包括利益合計 △384 △148

四半期包括利益 △304 195

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 △307 194

 非支配株主に係る四半期包括利益 3 1
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(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

           (単位：百万円)

          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 169 497

 減価償却費 267 246

 固定資産除却損 6 6

 固定資産売却損益（△は益） － 24

 貸倒引当金の増減額（△は減少） △19 3

 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △98 △52

 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 2 2

 受取利息及び受取配当金 △96 △89

 支払利息 18 15

 投資有価証券売却損益（△は益） △142 －

 投資有価証券評価損益（△は益） 142 －

 売上債権の増減額（△は増加） 1,076 875

 たな卸資産の増減額（△は増加） 231 61

 仕入債務の増減額（△は減少） △1,571 △653

 その他 32 △112

 小計 19 825

 利息及び配当金の受取額 103 90

 利息の支払額 △18 △14

 法人税等の支払額 △95 △81

 営業活動によるキャッシュ・フロー 8 819

投資活動によるキャッシュ・フロー   

 投資有価証券の取得による支出 △6 △224

 投資有価証券の売却による収入 232 －

 投資有価証券の償還による収入 － 219

 有形固定資産の取得による支出 △238 △259

 有形固定資産の売却による収入 － 21

 無形固定資産の取得による支出 △0 △0

 貸付けによる支出 △27 △41

 貸付金の回収による収入 27 41

 投資活動によるキャッシュ・フロー △14 △243

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） 80 △114

 リース債務の返済による支出 △25 △24

 配当金の支払額 △221 △220

 自己株式の取得による支出 △0 △0

 財務活動によるキャッシュ・フロー △167 △360

現金及び現金同等物に係る換算差額 △5 △79

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △178 135

現金及び現金同等物の期首残高 6,686 6,459

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※  6,508 ※  6,595
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【注記事項】

(会計方針の変更)

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は軽微であります。

 
(追加情報)

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（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)

※　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)

発送配達費 949百万円 937百万円

従業員給与手当 445百万円 434百万円

賞与引当金繰入額 177百万円 191百万円

退職給付費用 43百万円 45百万円

役員退職慰労引当金繰入額 2百万円 2百万円

貸倒引当金繰入額 － 3百万円

貸倒引当金戻入額 △19百万円 － 
 

 

(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 5,952百万円 6,595百万円

有価証券 556百万円 ―

現金及び現金同等物 6,508百万円 6,595百万円
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(株主資本等関係)

　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 配当の原資 配当金の総額
１株当たり
配当額

基準日 効力発生日

平成27年6月26日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 222百万円 4円
平成27年
３月31日

平成27年
６月29日

 

 

　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

間の末日後となるもの

該当事項はありません。

 

　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 配当の原資 配当金の総額
１株当たり
配当額

基準日 効力発生日

平成28年6月28日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 221百万円 4円
平成28年
３月31日

平成28年
６月29日

 

 

　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

間の末日後となるもの

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)

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
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）鋼管関連
自転車
関連

不動産等
賃貸

計

売上高         

  外部顧客への売上高 16,479 771 190 17,440 50 17,490 ― 17,490

 セグメント間の
　内部売上高又は振替高

― ― ― ― 0 0 △0 ―

計 16,479 771 190 17,440 50 17,490 △0 17,490

セグメント利益又は損失
（△）

△1 △16 155 137 △1 135 17 152
 

(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、機械設備・福祉機器の製造販

売であります。

 2.　セグメント利益又は損失（△）の調整額は、棚卸資産の調整等によるものであります。

 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。

 

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

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．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
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）鋼管関連
自転車
関連

不動産等
賃貸

計

売上高         

  外部顧客への売上高 16,222 540 212 16,975 39 17,014 ― 17,014

 セグメント間の
　内部売上高又は振替高

― ― ― ― 3 3 △3 ―

計 16,222 540 212 16,975 42 17,017 △3 17,014

セグメント利益 407 9 176 594 0 595 △69 525
 

(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、機械設備・福祉機器の製造販

売であります。

 2.　セグメント利益の調整額は、棚卸資産の調整等によるものであります。

 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。

 

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。
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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 1円36銭 5円94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　　　　　 　　（百万円）

75 328

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　　　　　　　 （百万円）

75 328

普通株式の期中平均株式数　 　　（千株） 55,564 55,304
 

(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11月8日
 

新家工業株式会社
 

取締役会 御中
 

 

有限責任監査法人トーマツ
 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士   辻　内　 　 章　　 印  

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士   石　原　伸　一　  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」に掲げられている新家工業株式会

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、新家工業株式会社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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