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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113期

第３四半期
連結累計期間

第114期
第３四半期
連結累計期間

第113期

会計期間
自 平成27年４月１日
至 平成27年12月31日

自 平成28年４月１日
至 平成28年12月31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) 62,903 62,186 88,711

経常利益 (百万円) 1,651 1,711 2,428

親会社株主に帰属する
四半期(当期)純利益

(百万円) 1,113 1,085 1,536

四半期包括利益又は包括利益 (百万円) 845 2,722 △460

純資産額 (百万円) 18,041 19,010 16,735

総資産額 (百万円) 59,795 57,527 52,833

１株当たり四半期(当期)純利益 (円) 34.98 34.13 48.29

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益

(円) ― ― ―

自己資本比率 (％) 29.8 32.7 31.2
 

 

回次
第113期

第３四半期
連結会計期間

第114期
第３四半期
連結会計期間

会計期間
自 平成27年10月１日
至 平成27年12月31日

自 平成28年10月１日
至 平成28年12月31日

１株当たり四半期純利益 (円) 11.67 10.74
 

(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３四半期連結累計期間において、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３四半期連結累計期間において、財政状態及び経営成績の異常な変動等、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」について重要な変更はありません。

 

２ 【経営上の重要な契約等】

当第３四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 【財政状態及び経営成績の分析】

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企業グループ(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３四半期連結累計期間における国内経済は、米国大統領選挙の影響等による為替・株式市場の変動もあり、

景気の先行きは不透明な状況で推移しております。また、海外においても、中国をはじめとするアジア新興国経済

に加え欧州経済も足踏みしており、世界的に景気の先行きは不透明な状況が続いております。このような状況下に

あって当企業グループでは、国内外において積極的な受注活動に注力いたしました。

この結果、受注高は前年同期を着実に上回る状況となっております。売上高については、一部の設備工事案件等

の売上時期が第４四半期以降へずれ込んだものの影響や、海外における設備投資需要が一巡したことから、前年同

期に比べ若干の減収となりました。利益面では、設備工事における採算管理の徹底、営業費用の削減等により、前

年同期に比べ、営業利益、経常利益は増益となりました。

また、当期間に当社が創業100周年を迎えたことにより、昨年９月から創業記念事業を実施し、関連費用を特別損

失に計上したため、親会社株主に帰属する四半期純利益は前年同期に比べ減少しております。

　

当第３四半期連結累計期間の業績は、

売上高　 ６２１億８６百万円 (前年同期比　　９８．９％)

営業利益　 １４億９６百万円 (前年同期比　１０２．５％)

経常利益　 　１７億１１百万円 (前年同期比　１０３．６％)

親会社株主に帰属する
四半期純利益　

１０億８５百万円 (前年同期比　　９７．５％)
 

となりました。

　

報告セグメントの業績は以下のとおりです。

　

（東日本本部）

北海道・東北・甲信越・関東地区が担当エリアであり、全体の売上高の約40％を占めております。

当第３四半期連結累計期間におけるこのエリアでは、自動車部品需要は底堅く推移しており、さらに半導体、

食品、物流、自動車関連業界の設備投資需要回復への積極的な対応により、売上高は、247億60百万円（前年同期

比112.8%）となりました。
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（西日本本部）

東海・北陸・関西・中国・四国・九州地区が担当エリアであり、全体の売上高の約41％を占めております。

当第３四半期連結累計期間におけるこのエリアでは、鉄鋼、重工業向けのパワトラ部品や航空機製造等への装

置設備販売は堅調に推移したものの、鉄鋼、造船等の設備投資需要が盛り上がりに欠けたこともあり、売上高

は、256億64百万円（前年同期比94.4%）となりました。

 

（開発戦略本部）

当企業グループ全体の海外ビジネスやマテリアルビジネスを担当し、それらビジネスの拡大や、制御・センシ

ングビジネスに向けた新商品の開発にも取り組んでいる部門で、その売上高は全体の約19％を占めております。

当第３四半期連結累計期間は、海外ビジネスについては、中国を中心としたアジア新興国における設備投資の

勢いが依然盛り上がりに欠け、海外子会社の新規受注や売上高が影響を受けました。一方、マテリアルビジネス

については、上期において介護・衛生関連商品等の一般消費財の売上が回復し、紅茶包装機の販売についても順

調に推移しております。新規ビジネスである、制御・センシングビジネスについては、工場自動化に必須の商品

でもあり、新規受注案件拡大に注力しております。以上により、これらを合計した売上高は、117億61百万円（前

年同期比85.5％）となりました。

 

(2) 資産・負債・純資産の分析

① 資産の部

当第３四半期連結会計期間末の総資産は575億27百万円となり、前連結会計年度末に比べ46億94百万円増加いた

しました。流動資産は21億24百万円増加いたしました。主な要因は、現金及び預金が52億53百万円増加、電子記

録債権が12億90百万円増加、仕掛品が２億91百万円増加した一方、受取手形及び売掛金が46億59百万円減少した

こと等によるものであります。固定資産は25億69百万円増加いたしました。主な要因は、投資有価証券の時価が

前連結会計年度末に比べ上昇したことや、新たに投資有価証券を取得したことにより25億37百万円増加したこと

等によるものであります。

 

② 負債の部

当第３四半期連結会計期間末の負債合計は385億17百万円となり、前連結会計年度末に比べ24億19百万円増加い

たしました。流動負債は16億89百万円増加いたしました。主な要因は、第２四半期連結会計期間に新しく導入し

た支払い手段により、電子記録債務が185億62百万円増加した一方、支払手形及び買掛金が168億76百万円減少し

たこと等によるものであります。固定負債は７億29百万円増加いたしました。主な要因は、繰延税金負債が７億

47百万円増加したこと等によるものであります。

 

③ 純資産の部

当第３四半期連結会計期間末の純資産の部は190億10百万円となり、前連結会計年度末に比べ22億74百万円増加

いたしました。主な要因は、親会社株主に帰属する四半期純利益を10億85百万円計上した一方で、配当金の支払

いを４億13百万円実施したこと、投資有価証券の時価の上昇に伴うその他有価証券評価差額金が17億59百万円増

加したこと等によるものであります。

 

(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第３四半期連結累計期間において、当企業グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新

たに生じた課題はありません。

 

(4) 研究開発活動

特記すべき事項はありません。
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(5) 従業員数

当第３四半期連結累計期間において、連結会社又は提出会社の従業員数の著しい増減はありません。

 

(6) 受注、販売及び仕入の実績

当第３四半期連結累計期間において、受注、販売及び仕入実績の著しい変動はありません。

 

(7) 主要な設備

当第３四半期連結累計期間において、主要な設備の著しい変動及び主要な設備の前連結会計年度末における計画

の著しい変更はありません。

 

(8) 重要な関連当事者との取引について

当第３四半期連結累計期間において、重要な関連当事者との取引に重要な変更はありません。

 

(9) 経営者の問題意識と今後の方針について

世界経済の先行き不透明感が強まる中、企業の投資姿勢は慎重感が増しております。製造業の設備投資は、高水

準の企業収益や継続される金融緩和、法人税制の見直し、合理化、省力化に対するニーズの高まり等、良好な投資

環境を背景に、持ち直しが見込まれます。また、過去の投資抑制により設備保有年数の長期化が進んでおり、製造

業を中心に設備の更新需要は高まっていると推測されますが、世界経済の不確実性や、財政・金融政策の先行き不

透明感により、ペースは緩やかにとどまる見通しです。

このような経済環境の下で、当企業グループは、創業100周年へ向け、平成26年４月より３ヵ年の第９次連結中期

経営計画「ＡＣＴ３００」をスタートしました。平成24年（110期）より全社的に展開しているエリア戦略を更に進

め、各部門の「協業」により国内をきめ細かくフォローしていく営業体制とし、より効率的な営業活動を実施して

まいります。そして、地域密着営業を更に進め、顧客が海外に生産拠点を計画する場合は、国内営業と海外営業が

一体となって営業を展開し、国内外で顧客に対応できる営業体制を更に強化してまいります。

また、今後伸びが期待できる産業である環境・再生エネルギー、医薬、再生医療、バイオテクノロジー分野等へ

の新商品開発、営業拡大も目指し、下記の施策を進めてまいります。

　

① 原点に立ち返り、社是に示された「たゆみなき販路の開拓」と「常に怠りなき商品の開発」を業績拡大の基本

として徹底実行していくこと。

② エンジニアリング商社として、技術の向上と継承により競合各社と差別化を図ること。

③ 国内営業と海外営業が協業し、国内外において漏れのない営業を展開すること。

④ 当企業グループの取扱商品の幅を広げて、顧客ニーズの変化への対応力を強め、他社との差別化を図り、競争

力を高めること。

⑤ 事業部制では生まれにくい分野の海外商品、又各事業の中間の新商品を開発していくこと。

⑥ 当企業グループの主要取扱商品である㈱椿本チエイングループ製品の拡販により、顧客基盤の拡大・充実を図

ること。

⑦ グループ全体での顧客開拓活動の継続展開により、自動車等の新技術、環境・再生エネルギー、医薬、再生医

療、バイオテクノロジー分野・有望業界での営業を拡大していくこと。

⑧ 市場の拡大が見込まれる東アジア、東南アジアを中心として営業力の強化と共に、新たな海外市場を開拓する

ことにより海外事業の拡大を図ること。

⑨ コンプライアンス意識の向上に努め、コーポレートガバナンスを強化すること。

⑩ グループ一体となった営業と情報・人材・業務・資金等の活用と効率化及びリスク管理の充実により、当企業

グループの経営効率を上げ、収益力を強化すること。

 

今後、上に掲げた施策をよりきめ細かく遂行しながら、必要に応じ中期的な目標・方針・施策の見直しを進めて

まいります。

また、今後の指針となる新たな連結中期経営計画を策定準備しているところであります。
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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 80,000,000

計 80,000,000
 

 

② 【発行済株式】

 

種類
第３四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成28年12月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成29年２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 32,489,845 32,489,845
東京証券取引所
市場第１部

完全議決権株式であり、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、単
元株式数は、1,000株であり
ます。

計 32,489,845 32,489,845 ― ―
 

 

(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10月1日～
　平成28年12月31日

― 32,489 ― 2,945 ― 750

 

 

(6) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第３四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３四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ず、記載することが

できませんので、直前の基準日である平成28年９月30日の株主名簿により記載しております。

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)
 普通株式 　　 669,000

― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式  31,606,000 31,606 ―

単元未満株式 普通株式 　　 214,845 ― １単元（1,000株）未満の株式

発行済株式総数 32,489,845 ― ―

総株主の議決権 ― 31,606 ―
 

(注) １　「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には株式会社証券保管振替機構名義の株式が2,000株（議決

権　　　２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501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(％)

椿本興業株式会社
大阪市北区梅田

３丁目３番20号
669,000 ― 669,000 2.06

計 ― 669,000 ― 669,000 2.06
 

(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、当該株式数は上記「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３四半期連結会計期間(平成28年10月１日から平成

28年12月31日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成28年４月１日から平成28年12月31日まで)に係る四半期連結財務

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。
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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３四半期連結会計期間

(平成28年12月31日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 3,986 9,240

  受取手形及び売掛金 30,023 ※1  25,363

  電子記録債権 4,740 ※1  6,031

  商品及び製品 2,015 1,908

  仕掛品 465 757

  繰延税金資産 194 151

  その他 655 775

  貸倒引当金 △191 △212

  流動資産合計 41,889 44,014

 固定資産   

  有形固定資産 972 923

  無形固定資産 105 144

  投資その他の資産   

   投資有価証券 8,741 11,279

   長期未収入金 ※2  1,450 ※2  1,449

   その他 1,249 1,291

   貸倒引当金 ※2  △1,575 ※2  △1,574

   投資その他の資産合計 9,865 12,445

  固定資産合計 10,943 13,513

 資産合計 52,833 57,527

負債の部   

 流動負債   

  支払手形及び買掛金 30,456 ※1  13,580

  電子記録債務 － ※1  18,562

  未払法人税等 516 107

  前受金 1,574 2,231

  繰延税金負債 11 3

  役員賞与引当金 40 50

  工事損失引当金 35 27

  偶発損失引当金 ※2  279 ※2  208

  その他 659 493

  流動負債合計 33,574 35,264

 固定負債   

  退職給付に係る負債 1,601 1,597

  長期未払金 256 237

  繰延税金負債 461 1,208

  その他 204 209

  固定負債合計 2,523 3,252

 負債合計 36,098 38,517
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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３四半期連結会計期間

(平成28年12月31日)

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 2,945 2,945

  資本剰余金 1,805 1,805

  利益剰余金 9,265 9,937

  自己株式 △196 △197

  株主資本合計 13,820 14,491

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 2,758 4,517

  繰延ヘッジ損益 △15 △6

  為替換算調整勘定 102 △4

  退職給付に係る調整累計額 △160 △158

  その他の包括利益累計額合計 2,685 4,348

 非支配株主持分 229 170

 純資産合計 16,735 19,010

負債純資産合計 52,833 57,527
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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３四半期連結累計期間】

           (単位：百万円)

          前第３四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年12月31日)

売上高 62,903 62,186

売上原価 54,282 53,491

売上総利益 8,620 8,695

販売費及び一般管理費 7,159 7,198

営業利益 1,460 1,496

営業外収益   

 受取利息 3 2

 受取配当金 226 258

 持分法による投資利益 31 －

 その他 30 37

 営業外収益合計 291 298

営業外費用   

 支払利息 20 2

 売上割引 33 36

 為替差損 33 19

 持分法による投資損失 － 4

 その他 13 21

 営業外費用合計 101 84

経常利益 1,651 1,711

特別利益   

 固定資産売却益 7 9

 投資有価証券売却益 30 －

 特別利益合計 37 9

特別損失   

 固定資産除売却損 9 －

 ゴルフ会員権評価損 0 －

 創業100周年記念事業費 － 84

 特別損失合計 9 84

税金等調整前四半期純利益 1,678 1,636

法人税、住民税及び事業税 531 513

法人税等調整額 △18 35

法人税等合計 512 548

四半期純利益 1,166 1,088

非支配株主に帰属する四半期純利益 53 2

親会社株主に帰属する四半期純利益 1,113 1,085
 

 

EDINET提出書類

椿本興業株式会社(E02572)

四半期報告書

11/20



【四半期連結包括利益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

           (単位：百万円)

          前第３四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年12月31日)

四半期純利益 1,166 1,088

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 △252 1,759

 繰延ヘッジ損益 0 8

 為替換算調整勘定 △54 △101

 退職給付に係る調整額 3 2

 持分法適用会社に対する持分相当額 △18 △33

 その他の包括利益合計 △321 1,634

四半期包括利益 845 2,722

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 817 2,748

 非支配株主に係る四半期包括利益 27 △26
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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。

これによる損益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。

　

(四半期連結貸借対照表関係)

　

※１ 四半期連結会計期間末日満期手形、電子記録債権及び電子記録債務の会計処理については、手形交換日及び決済

日をもって決済処理しております。

なお、当第３四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末日満期手形、

電子記録債権及び電子記録債務が、四半期連結会計期間末残高に含まれております。

 

 
前連結会計年度

(平成28年３月31日)
当第３四半期連結会計期間

(平成28年12月31日)

受取手形 ― 百万円 352百万円

電子記録債権 ― 百万円 73百万円

支払手形 ― 百万円 234百万円

電子記録債務 ― 百万円 4,040百万円
 

 

※２ 不正取引に関連して発生したものが、以下のとおり含まれております。

 

 
前連結会計年度

(平成28年３月31日)
当第３四半期連結会計期間

(平成28年12月31日)

固定資産   

　投資その他の資産   

　　長期未収入金 1,450百万円 1,449百万円

　　貸倒引当金 △1,450百万円 △1,449百万円

流動負債   

　偶発損失引当金 279百万円 208百万円
 

 

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

 

当第３四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３四半

期連結累計期間に係る減価償却費(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３四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
至 平成27年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
至 平成28年12月31日)

減価償却費 104百万円 96百万円
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(株主資本等関係)

前第３四半期連結累計期間(自 平成27年４月１日 至 平成27年12月31日)

１．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26日
定時株主総会

普通株式 222 7.00 平成27年３月31日 平成27年６月29日 利益剰余金

平成27年10月30日
取締役会

普通株式 95 3.00 平成27年９月30日 平成27年12月３日 利益剰余金
 

 

２．基準日が当第３四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３四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。

 

３．株主資本の著しい変動

株主資本の金額は、前連結会計年度末日と比較して著しい変動がありません。

 

当第３四半期連結累計期間(自 平成28年４月１日 至 平成28年12月31日)

１．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29日
定時株主総会

普通株式 318 10.00 平成28年３月31日 平成28年６月30日 利益剰余金

平成28年10月31日
取締役会

普通株式 95 3.00 平成28年９月30日 平成28年12月５日 利益剰余金
 

 

２．基準日が当第３四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３四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。

 

３．株主資本の著しい変動

株主資本の金額は、前連結会計年度末日と比較して著しい変動がありません。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

 Ⅰ　前第３四半期連結累計期間(自 平成27年４月１日 至 平成27年12月31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

 

 

報告セグメント

合計
(百万円)

調整額
(百万円)

四半期連結
損益計算書
計上額
(百万円)

東日本
本部

(百万円)

西日本
本部

(百万円)

開発戦略
本部

(百万円)

売上高       

  外部顧客への売上高 21,959 27,191 13,752 62,903 ― 62,903

  セグメント間の内部
　売上高又は振替高

871 1,867 1,975 4,714 △4,714 ―

計 22,830 29,058 15,728 67,617 △4,714 62,903

セグメント利益 658 1,095 183 1,938 △477 1,460
 

　

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容

(差異調整に関する事項)

利益 金額(百万円)

報告セグメント計 1,938

セグメント間取引消去 △2

全社費用(注) △475

四半期連結損益計算書の営業利益 1,460
 

(注)  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．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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 Ⅱ　当第３四半期連結累計期間(自 平成28年４月１日 至 平成28年12月31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

 

 

報告セグメント

合計
(百万円)

調整額
(百万円)

四半期連結
損益計算書
計上額
(百万円)

東日本
本部

(百万円)

西日本
本部

(百万円)

開発戦略
本部

(百万円)

売上高       

  外部顧客への売上高 24,760 25,664 11,761 62,186 ― 62,186

  セグメント間の内部
　売上高又は振替高

151 290 820 1,262 △1,262 ―

計 24,911 25,954 12,582 63,448 △1,262 62,186

セグメント利益 956 929 73 1,959 △462 1,496
 

(注) 　各セグメントに属する主要な商品は下記のとおりであります。

 

セグメント別 主要商品名

東日本本部
 

西日本本部
 

変減速機等各種駆動部品、コンベヤチェーン等各種搬送部品、制御機器、各種セ

ンサー、電子機器、その他伝動機器

クリーンエネルギー関連設備、医薬関連設備、化学機械装置、水処理装置、食品

機械、その他環境装置、工作機械、産業用ロボット、各種コンベヤ、各種自動化

装置、立体倉庫及び自動仕分装置、各種輸送装置を含むＦＡシステム

開発戦略本部
海外における上記商品

各種不織布及びその加工品、各種合成樹脂成形機及び成形品、機能素材
 

 

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容

(差異調整に関する事項)

利益 金額(百万円)

報告セグメント計 1,959

セグメント間取引消去 9

全社費用(注) △471

四半期連結損益計算書の営業利益 1,496
 

(注)  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．報告セグメントの変更等に関する事項

（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）

「会計方針の変更」に記載の通り、第１四半期連結会計期間に「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」を適用し、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。

これによる損益に与える影響は軽微であります。

 
４．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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(金融商品関係)

四半期連結財務諸表規則第17条の２の規定に基づき、注記を省略しております。

　

(有価証券関係)

四半期連結財務諸表規則第17条の２の規定に基づき、注記を省略しております。

 

(デリバティブ取引関係)

四半期連結財務諸表規則第17条の２の規定に基づき、注記を省略しております。

 

(企業結合等関係)

重要性が乏しいため、注記を省略しております。

 

(１株当たり情報)

　１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

項目
前第３四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
至 平成27年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
至 平成28年12月31日)

１株当たり四半期純利益 34円98銭 34円13銭

 (算定上の基礎)   

親会社株主に帰属する四半期純利益(百万円) 1,113 1,085

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(百万円)

1,113 1,085

普通株式の期中平均株式数(千株) 31,825 31,821
 

(注)　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、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。　
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２ 【その他】

１．平成28年10月31日開催の取締役会において、第114期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。

①　中間配当による配当金の総額　　　　　　　　 95百万円

②　１株当たりの金額　　　　　　　　　　　　　 ３円00銭

③　支払請求権の効力発生日及び支払開始日　　　平成28年12月５日

　
 (注) 平成28年９月30日の最終の株主名簿に記録された株主に対し、支払いを行いました。

 
 

２．不正取引に関連した損害賠償請求等の提訴について

平成25年10月21日付（当社への訴状送達日は平成26年２月13日）にて、株式会社川端エンジニアリングから

当社及び当社元従業員を被告とする損害賠償請求（賠償請求金額11億4,264万4,868円、及びこれに対する訴状

送達の日の翌日から支払済みまで年５分の割合による金員）を名古屋地方裁判所において提訴されておりま

す。

また、平成26年２月５日付（当社への訴状送達日は平成26年２月24日）にて、株式会社川端エンジニアリン

グから当社を被告とする請負代金請求（請負代金請求金額1,557万6,750円、及びこれに対する本来支払いすべ

きであった日の翌日から支払済みまで年６分の割合による金員）を名古屋地方裁判所において提訴されており

ます。

なお、上記の訴訟による原告側の主張は当社の事実認識とは異なっており、当社として事実を明らかにする

ため、当社は、平成26年４月８日付にて、株式会社川端エンジニアリング及び当社元従業員を被告とする損害

賠償請求（賠償請求金額18億2,192万2,168円、及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済みまで年５分

の割合による金員）を名古屋地方裁判所において提訴いたしました。

上記の訴訟は、平成26年９月12日付にて併合となり、現在審理が継続しております。

 

EDINET提出書類

椿本興業株式会社(E02572)

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29年２月10日

椿本興業株式会社

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　　松　　山　　和　　弘　　印

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
公認会計士　　前　　田　　俊　　之　　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」に掲げられている椿本興業株式会

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３四半期連結会計期間(平成28年10月１日から平成

28年12月31日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成28年４月１日から平成28年12月31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、椿本興業株式会社及び連結子会社の平成28年12月31日現在の財政

状態及び同日をもって終了する第３四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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