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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46期

第２四半期連結
累計期間

第47期
第２四半期連結

累計期間
第46期

会計期間
自 平成27年７月１日
至 平成27年12月31日

自 平成28年７月１日
至 平成28年12月31日

自 平成27年７月１日
至 平成28年６月30日

売上高 （千円） 2,251,160 2,559,434 4,598,413

経常利益 （千円） 360,987 371,919 618,807

親会社株主に帰属する四半期

(当期)純利益
（千円） 234,393 237,579 410,619

四半期包括利益又は包括利益 （千円） 229,816 242,031 394,388

純資産額 （千円） 3,200,260 3,504,983 3,364,832

総資産額 （千円） 4,047,317 4,327,445 4,314,401

１株当たり四半期(当期)

純利益金額
（円） 41.41 41.97 72.55

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 （％） 79.1 81.0 78.0

営業活動による

キャッシュ・フロー
（千円） 297,346 393,338 457,167

投資活動による

キャッシュ・フロー
（千円） 109,511 89,770 △155,027

財務活動による

キャッシュ・フロー
（千円） △102,681 △129,084 △119,731

現金及び現金同等物の

四半期末（期末）残高
（千円） 1,707,283 1,929,879 1,581,898

 

回次
第46期

第２四半期連結
会計期間

第47期
第２四半期連結

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金額 （円） 23.96 22.01

　（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。

 

２【事業の内容】

当第２四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２四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、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。

 

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わが国経済は、政府の経済政策や日銀による金融緩和策を背景に、企業収

益や雇用情勢が改善するなど全体として緩やかな回復傾向で推移した一方で、個人消費は低迷するなど足踏み状

態が続いております。また中国を始めとするアジア新興国の景気減速懸念など、景気を下押しするリスクがあ

り、依然として先行き不透明な状況が続いております。

当社グループの主要マーケットである焼肉業界は、消費者の生活防衛意識が徐々に高まりつつある中、それで

も消費者の牛肉に対するニーズは高く活況が続いていますが、牛肉の仕入れ価格の高騰・人材不足に依る賃金の

高騰など、焼肉業界の経営環境は厳しい状況であります。

このような状況の中、当社グループは引き続き店舗展開や店舗改装及びメンテナンスの提案等の受注に取り組

んでまいりました。

その結果、当第２四半期連結累計期間における売上高は2,559百万円（前年同期比13.7％増）となりました。ま

た、利益面につきましては販売費及び一般管理費の増加もありましたが、営業利益367百万円（前年同期比2.9％

増）、経常利益371百万円(前年同期比3.0％増）、親会社株主に帰属する四半期純利益237百万円（前年同期比

1.4％増）となりました。

 

（２）財政状態の分析

（資産）

当第２四半期連結会計期間末における資産合計は、前連結会計年度末に比べ13百万円増加し4,327百万円となり

ました。主な要因は、現金及び預金の増加257百万円、受取手形及び売掛金の減少187百万円であります。

（負債）

当第２四半期連結会計期間末における負債合計は、前連結会計年度末に比べ127百万円減少し822百万円となり

ました。主な要因は、その他流動負債の減少52百万円、買掛金の減少43百万円、短期借入金の減少20百万円であ

ります。

（純資産）

当第２四半期連結会計期間末における純資産合計は、前連結会計年度末に比べ140百万円増加し3,504百万円と

なりました。主な要因は、利益剰余金の増加135百万円であります。

 

（３）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、前連結会計年度末に比

べ347百万円増加し1,929百万円となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動による資金は393百万円の増加（前年同期は297百万円の増加）となりました。主な増加の内訳は、税

金等調整前四半期純利益371百万円、売上債権の減少165百万円であります。主な減少の内訳は、法人税等の支払

138百万円であります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動による資金は89百万円の増加（前年同期は109百万円の増加）となりました。主な内訳は、定期預金の

純減少額89百万円であります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動による資金は129百万円の減少（前年同期は102百万円の減少）となりました。主な内訳は、配当金の

支払101百万円、短期借入金の純減少額20百万円であります。
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（４）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、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

 

（５）研究開発活動

　当第２四半期連結累計期間における研究開発活動の金額は45百万円であります。なお、当第２四半期連結累計

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 14,775,000

計 14,775,000

 

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 6,140,850 6,140,850
東京証券取引所
ＪＡＳＤＡＱ
（スタンダード）

単元株式数100株

計 6,140,850 6,140,850 － －

 

（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10月１日～

平成28年12月31日
－ 6,140,850 － 639,307 － 595,887
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（６）【大株主の状況】

  平成28年12月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（百株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合(％)

ヤマタケ総業有限会社 愛知県長久手市喜婦嶽1112 15,658 25.50

日本トラスティ・サービス信託銀行株式

会社（信託口）
東京都中央区晴海1-8-11 3,988 6.49

山田　清久 名古屋市名東区 3,907 6.36

シンポ取引先持株会 名古屋市名東区若葉台110 2,897 4.72

CGML PB CLIENT　ACCOUNT/COLLATERAL

（常任代理人 シティバンク銀行株式会

社）

CITIGROUP CENTRE, CANADA SQUARE,

CANARY WHARF, LONDON E14 5LB

（東京都新宿区新宿6-27-30）

1,511 2.46

株式会社百五銀行 三重県津市岩田21-27 1,500 2.44

名古屋中小企業投資育成株式会社 名古屋市中村区名駅南1-16-30 1,500 2.44

林口　悟 愛知県碧南市 1,033 1.68

種村　桂介 名古屋市中区 1,025 1.67

シンポ従業員持株会 名古屋市名東区若葉台110 987 1.61

計 － 34,007 55.38

（注）１．上記のほか、自己株式が4,808百株あります。

　　　　２．平成28年９月７日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、シンプレクス・アセット・マネ

ジメント株式会社が平成28年８月31日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社と

して当第２四半期会計期間末現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には

含めておりません。

なお、その大量保有報告書の内容は次のとおりであります。

 大量保有者     シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社

 住所           東京都千代田区丸の内1-5-1

 保有株券等の数 株式 549,900株

 株券等保有割合 8.95％
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（７）【議決権の状況】

①【発行済株式】

平成28年12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） 普通株式     480,800 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式   5,658,500 56,585 －

単元未満株式 普通株式       1,550 － －

発行済株式総数 6,140,850 － －

総株主の議決権 － 56,585 －

 

②【自己株式等】

平成28年12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(％)

シンポ株式会社
名古屋市名東区若葉台110

番地
480,800 － 480,800 7.83

計 － 480,800 － 480,800 7.83

 

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10月１日から平

成28年12月31日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成28年７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：千円）

 
前連結会計年度

(平成28年６月30日)
当第２四半期連結会計期間

(平成28年12月31日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,062,100 2,320,086

受取手形及び売掛金 ※ 620,996 ※ 433,057

商品及び製品 52,432 30,599

仕掛品 44,655 32,994

原材料及び貯蔵品 219,493 197,586

その他 34,630 47,785

流動資産合計 3,034,307 3,062,110

固定資産   

有形固定資産   

土地 534,337 534,337

その他（純額） 219,269 191,791

有形固定資産合計 753,607 726,129

無形固定資産 12,123 10,458

投資その他の資産   

投資有価証券 381,250 397,123

その他 147,370 145,283

貸倒引当金 △14,258 △13,658

投資その他の資産合計 514,362 528,747

固定資産合計 1,280,093 1,265,334

資産合計 4,314,401 4,327,445
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  （単位：千円）

 
前連結会計年度

(平成28年６月30日)
当第２四半期連結会計期間

(平成28年12月31日)

負債の部   

流動負債   

買掛金 120,800 77,526

短期借入金 80,000 60,000

未払法人税等 144,643 136,723

賞与引当金 22,700 22,700

役員賞与引当金 30,200 14,400

その他 377,915 325,739

流動負債合計 776,259 637,089

固定負債   

役員退職慰労引当金 78,392 82,447

退職給付に係る負債 47,891 52,979

その他 47,024 49,945

固定負債合計 173,308 185,372

負債合計 949,568 822,461

純資産の部   

株主資本   

資本金 639,307 639,307

資本剰余金 595,887 595,887

利益剰余金 2,164,366 2,300,065

自己株式 △188,103 △188,103

株主資本合計 3,211,457 3,347,156

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 140,672 152,788

為替換算調整勘定 12,702 5,038

その他の包括利益累計額合計 153,374 157,827

純資産合計 3,364,832 3,504,983

負債純資産合計 4,314,401 4,327,445
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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７月１日
　至　平成27年12月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成28年７月１日
　至　平成28年12月31日)

売上高 2,251,160 2,559,434

売上原価 1,352,703 1,613,568

売上総利益 898,457 945,865

販売費及び一般管理費 ※ 541,456 ※ 578,626

営業利益 357,000 367,239

営業外収益   

受取利息 298 190

受取配当金 2,157 2,199

受取賃貸料 4,143 3,985

その他 331 529

営業外収益合計 6,931 6,904

営業外費用   

支払利息 247 160

投資事業組合運用損 22 81

不動産賃貸費用 1,771 1,676

為替差損 904 306

営業外費用合計 2,945 2,225

経常利益 360,987 371,919

特別利益   

投資有価証券売却益 9,113 －

特別利益合計 9,113 －

特別損失   

固定資産除却損 － 401

特別損失合計 － 401

税金等調整前四半期純利益 370,100 371,518

法人税等 135,706 133,939

四半期純利益 234,393 237,579

非支配株主に帰属する四半期純利益 － －

親会社株主に帰属する四半期純利益 234,393 237,579
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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７月１日
　至　平成27年12月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成28年７月１日
　至　平成28年12月31日)

四半期純利益 234,393 237,579

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △3,266 12,116

為替換算調整勘定 △1,310 △7,664

その他の包括利益合計 △4,577 4,452

四半期包括利益 229,816 242,031

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 229,816 242,031

非支配株主に係る四半期包括利益 － －
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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７月１日
　至　平成27年12月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成28年７月１日
　至　平成28年12月31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 370,100 371,518

減価償却費 16,798 37,045

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,656 △600

賞与引当金の増減額（△は減少） 1,750 －

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △11,800 △15,800

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 2,065 4,055

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 4,314 5,087

受取利息及び受取配当金 △2,456 △2,390

投資事業組合運用損益（△は益） 22 81

支払利息 247 160

投資有価証券売却損益（△は益） △9,113 －

固定資産除売却損益（△は益） － 401

為替差損益（△は益） 904 306

売上債権の増減額（△は増加） 110,654 165,991

たな卸資産の増減額（△は増加） △512 52,274

仕入債務の増減額（△は減少） △9,223 △42,616

未払消費税等の増減額（△は減少） △26,513 14,359

その他 △89,107 △59,988

小計 359,788 529,885

利息及び配当金の受取額 2,456 2,390

利息の支払額 △247 △160

法人税等の支払額 △64,650 △138,776

営業活動によるキャッシュ・フロー 297,346 393,338

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 △365,505 △351,519

定期預金の払戻による収入 465,497 441,513

有形固定資産の取得による支出 △8,278 △3,941

投資有価証券の売却による収入 14,000 －

貸付金の回収による収入 470 530

その他 3,328 3,187

投資活動によるキャッシュ・フロー 109,511 89,770

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 470,000 415,000

短期借入金の返済による支出 △480,000 △435,000

リース債務の返済による支出 △7,983 △7,695

配当金の支払額 △84,697 △101,388

財務活動によるキャッシュ・フロー △102,681 △129,084

現金及び現金同等物に係る換算差額 △2,149 △6,043

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 302,026 347,981

現金及び現金同等物の期首残高 1,405,257 1,581,898

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※ 1,707,283 ※ 1,929,879
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【注記事項】

（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、当第２四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）

※　四半期連結会計期末日満期手形

　四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。

　なお、当第２四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が、

四半期連結会計期間末日残高に含まれております。

 
　前連結会計年度

（平成28年６月30日）
　当第２四半期連結累計期間

（平成28年12月31日）

受取手形 －千円 5,530千円

 

 

（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７月１日

　　至　平成27年12月31日）

　当第２四半期連結累計期間
（自　平成28年７月１日

　　至　平成28年12月31日）

給料及び賞与 181,007千円 183,373千円

賞与引当金繰入額 19,800 20,600

役員賞与引当金繰入額 13,000 14,400

 

（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７月１日
至　平成27年12月31日）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成28年７月１日
至　平成28年12月31日）

　現金及び預金勘定 2,062,468千円 2,320,086千円

　預入期間が３か月を超える定期預金 △355,184 △390,206

　現金及び現金同等物 1,707,283 1,929,879

 

（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７月１日　至　平成27年12月31日）

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９月18日

定時株主総会
普通株式 84,900 15 平成27年６月30日 平成27年９月24日 利益剰余金

 

Ⅱ　当第２四半期連結累計期間（自　平成28年７月１日　至　平成28年12月31日）

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９月23日

定時株主総会
普通株式 101,880 18 平成28年６月30日 平成28年９月26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２四半期連結累計期間（自　平成27年７月１日　至　平成27年12月31日）

前連結会計年度における飲食事業からの撤退に伴い、無煙ロースター関連事業の単一セグメントとなったた

め、記載を省略しております。

 

Ⅱ　当第２四半期連結累計期間（自　平成28年７月１日　至　平成28年12月31日）

当社グループは、無煙ロースターの製造販売及びその附帯工事を内容とした事業の単一セグメントであるた

め、記載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７月１日
至　平成27年12月31日）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成28年７月１日
至　平成28年12月31日）

１株当たり四半期純利益金額 41円41銭 41円97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） 234,393 237,579

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）
234,393 237,579

普通株式の期中平均株式数（千株） 5,660 5,660

（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29年２月10日

シンポ株式会社

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 鈴木　賢次　　印

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 岸田　好彦　　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」に掲げられているシンポ株式会社

の平成28年７月１日から平成29年６月30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10月１日から平成28

年12月31日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成28年７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、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、シンポ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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