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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54期

第２四半期
連結累計期間

第55期
第２四半期
連結累計期間

第54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） 6,973,484 6,611,240 13,380,939

経常利益 （千円） 405,502 279,668 621,045

親会社株主に帰属する
四半期純利益又は親会社株主に帰
属する当期純損失(△)

（千円） 293,232 194,607 △24,916

四半期包括利益又は包括利益 （千円） 84,469 △56,346 △402,629

純資産額 （千円） 7,661,986 6,991,785 7,098,879

総資産額 （千円） 14,548,429 14,992,281 14,824,965

１株当たり四半期純利益又は当期
純損失(△)

（円） 115.82 76.87 △9.84

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 （％） 52.7 46.6 47.9

営業活動による
キャッシュ・フロー

（千円） 762,960 197,586 1,273,809

投資活動による
キャッシュ・フロー

（千円） △214,271 △684,728 △1,303,914

財務活動による
キャッシュ・フロー

（千円） 423,855 420,148 1,051,444

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

（千円） 3,810,734 3,631,434 3,813,814
 

 

回次
第54期

第２四半期
連結会計期間

第55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 (円) 48.28 42.14
 

(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）が営んで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。
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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また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、企業収益の改善が進み、雇用情勢にも改善が見られ、景気は

緩やかな回復基調にありました。しかしながら、中国をはじめとする新興国の景気の下振れ、及び英国のEU離脱問

題の影響懸念、並びに米国の新政権への移行による今後の政策内容の不確実性等により、為替・株価が乱高下する

など、景気は先行き不透明な状況となっております。

当社グループの主要得意先であります自動車部品業界におきましては、北米では堅調に推移いたしましたが、日

本国内においては、普通自動車等の販売台数は堅調に推移しておりますが、軽自動車の販売台数は減少傾向にあ

り、タイ・中国などの一部新興国につきましても景気減速の影響等により、製造・販売ともに減少傾向となりまし

た。

このような経営環境の中、当社グループでは新たな経営理念であります「絶えざる技術革新」と「ニーズを先取

りした製品」の「スピードある提供」を通じ、お客様の「揺るぎない信頼のもとグローバル企業」を実現するため

に、中期経営計画の第１年目として、平成29年１月に本社機能を名古屋市守山区から工場があります愛知県春日井

市に移転いたしました。これにより工場と一体となって物流・人事等の効率化をより一層進め、対処すべき課題の

解消に取り組んでおります。

この結果、当第２四半期連結累計期間における当社グループの売上高につきましては、日本及び北米は堅調に推

移いたしましたが、タイ及び中国での減収の影響により、売上高は66億11百万円（前年同期比5.2％減）となりま

した。一方利益面につきましては、グループ全社を挙げての原価低減活動を行ったものの、減収の影響等により、

営業利益は２億70百万円(前年同期比27.3％減)となりました。また、経常利益は２億79百万円(前年同期比31.0％

減)、親会社株主に帰属する四半期純利益は１億94百万円(前年同期比33.6％減)となりました。

 

セグメントごとの業績は次のとおりであります。

①日本

新規受注の増加及び海外輸出用の受注増加等により、売上高は55億42百万円（前年同期比0.9％増）となりま

した。一方利益面につきましては、増収及び一部製品の内製化の影響等により、営業利益は１億91百万円（前年

同期比15.6％増）となりました。

なお、当社グループは（セグメント情報等）に記載のとおり、第１四半期連結会計期間より、受取ロイヤリ

ティーに係る表示方法の変更を行っており、遡及修正後の数値で前第２四半期連結累計期間との比較を行ってお

ります。

②米国

新規製品も堅調に推移し受注も増加しておりますが、為替換算の影響により、売上高は５億99百万円（前年同

期比2.3％減）となりました。一方利益面につきましては、増員により人件費等の経費が増加し、営業利益は24

百万円（前年同期比53.6％減）となりました。

③タイ

景気減速の影響によるタイ国内生産の減少の影響により、売上高は９億30百万円（前年同期比20.8％減）とな

りました。一方利益面につきましても、原価低減活動は行ったものの、減収の影響は大きく、営業利益は36百万

円(前年同期比64.9％減)となりました。
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④中国

得意先からの受注減少により、売上高は１億94百万円（前年同期比28.0％減）となりました。一方利益面につ

きましても、減収要因等により、営業利益は２百万円(前年同期比92.１％減)となりました。

 

(2)　キャッシュ・フローの状況

当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ１億82百万円減少し、36

億31百万円（前年同期比4.7％減）となりました。

当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・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）

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益２億79百万円、減価償却費２億47百万円、仕

入債務の増加額40百万円等による資金増があり、一方で売上債権の増加額２億27百万円、未払金の減少額46百万

円、法人税等の支払額１億25百万円等による資金減により、１億97百万円の収入（前年同期比74.1％減）となりま

した。

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の払戻による収入48百万円、保険金積立金の払戻による収入41

百万円等の資金増があり、一方で有形固定資産の取得による支出７億２百万円等による資金減により、６億84百万

円の支出（前年同期比219.6％増）となりました。

 
（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入16億34百万円、社債の発行による収入６億10百万

円の資金増があり、一方で長期借入金の返済による支出15億27百万円、短期借入金の減少額１億10百万円、社債の

償還による支出81百万円、配当金の支払額50百万円等による資金減により、４億20百万円の収入（前年同期比

0.9％減）となりました。

 

(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、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

 

(4)　研究開発活動

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 8,000,000

計 8,000,000
 

 

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12月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成29年２月13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 2,652,020 2,652,020

東京証券取引所
ＪＡＳＤＡＱ
（スタンダード）
名古屋証券取引所
（市場第二部）

単元株式数は100株で
あります。

計 2,652,020 2,652,020 － －
 

 

(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

－ 2,652,020 － 405,900 － 602,927
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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
(千株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

野田　純一 愛知県瀬戸市 440 16.59

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一丁目16番30号 400 15.08

シロキ工業株式会社 神奈川県藤沢市桐原町２番地 200 7.54

箕浦　幹彦 名古屋市守山区 77 2.91

村瀬　昭三 三重県松阪市 72 2.71

村瀬　智子 三重県松阪市 70 2.63

三ツ知社員持株会 名古屋市守山区薮田町510番地 60 2.28

村瀬　修 愛知県瀬戸市 60 2.28

田中　訓江 東京都品川区 57 2.15

中川　紀代枝 東京都品川区 53 2.01

計 ― 1,491 56.23
 

(注)　上記のほか当社所有の自己株式  120千株(4.54％)があります。

 

(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）
（自己保有株式）  

－ －
普通株式 120,300

完全議決権株式（その他） 普通株式 2,529,200 25,292 －

単元未満株式 普通株式 2,520 － －

発行済株式総数 2,652,020 － －

総株主の議決権 － 25,292 －
 

(注)　単元未満株式には、当社所有の自己株式 31株が含まれております。

 

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
(％)

(自己保有株式)
株式会社三ツ知

名古屋市守山区藪田町510番地 120,300 － 120,300 4.54

計 － 120,300 － 120,300 4.54
 

 

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、有限責任監査法人トーマツ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 3,894,099 3,696,007

  受取手形及び売掛金 2,776,399 ※2  2,952,809

  たな卸資産 ※1  1,963,825 ※1  1,926,441

  その他 349,181 346,439

  貸倒引当金 △3,793 △3,072

  流動資産合計 8,979,712 8,918,625

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物及び構築物（純額） 770,903 879,103

   機械装置及び運搬具（純額） 1,515,604 1,376,252

   土地 1,944,475 1,923,049

   リース資産（純額） 122,905 105,231

   建設仮勘定 574,486 842,631

   その他（純額） 200,313 206,321

   有形固定資産合計 5,128,688 5,332,589

  無形固定資産   

   のれん 217,894 174,315

   その他 58,172 72,168

   無形固定資産合計 276,067 246,484

  投資その他の資産   

   投資有価証券 167,338 205,088

   その他 286,990 303,364

   貸倒引当金 △13,831 △13,870

   投資その他の資産合計 440,496 494,583

  固定資産合計 5,845,253 6,073,656

 資産合計 14,824,965 14,992,281
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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   

  支払手形及び買掛金 1,935,949 ※2  1,932,134

  短期借入金 353,050 218,250

  1年内償還予定の社債 162,000 251,280

  1年内返済予定の長期借入金 837,741 645,212

  リース債務 113,515 109,703

  未払法人税等 111,543 75,729

  賞与引当金 19,197 17,876

  役員賞与引当金 10,370 5,334

  その他 639,069 511,912

  流動負債合計 4,182,437 3,767,433

 固定負債   

  社債 935,000 1,384,720

  長期借入金 2,117,575 2,393,788

  リース債務 239,141 175,300

  役員退職慰労引当金 52,515 55,127

  退職給付に係る負債 32,397 33,577

  その他 167,018 190,548

  固定負債合計 3,543,649 4,233,062

 負債合計 7,726,086 8,000,496

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 405,900 405,900

  資本剰余金 604,430 604,430

  利益剰余金 6,042,805 6,186,778

  自己株式 △133,515 △133,627

  株主資本合計 6,919,621 7,063,481

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 3,281 30,411

  為替換算調整勘定 175,976 △102,107

  その他の包括利益累計額合計 179,257 △71,695

 純資産合計 7,098,879 6,991,785

負債純資産合計 14,824,965 14,992,281
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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 6,973,484 6,611,240

売上原価 5,704,845 5,391,404

売上総利益 1,268,638 1,219,836

販売費及び一般管理費 ※1  896,827 ※1  949,593

営業利益 371,811 270,242

営業外収益   

 受取利息 2,054 2,434

 受取配当金 1,870 2,081

 為替差益 － 13,051

 固定資産売却益 46,590 11,818

 その他 38,449 27,908

 営業外収益合計 88,965 57,294

営業外費用   

 支払利息 28,667 25,657

 為替差損 10,587 －

 その他 16,020 22,211

 営業外費用合計 55,274 47,868

経常利益 405,502 279,668

特別利益   

 投資有価証券売却益 － 0

 特別利益合計 － 0

税金等調整前四半期純利益 405,502 279,668

法人税、住民税及び事業税 137,703 83,741

法人税等調整額 △25,434 1,318

法人税等合計 112,269 85,060

四半期純利益 293,232 194,607

親会社株主に帰属する四半期純利益 293,232 194,607
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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 293,232 194,607

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 △6,078 27,129

 為替換算調整勘定 △202,683 △278,083

 その他の包括利益合計 △208,762 △250,953

四半期包括利益 84,469 △56,346

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 84,469 △56,346

 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 405,502 279,668

 減価償却費 213,469 247,562

 のれん償却額 43,578 43,578

 貸倒引当金の増減額（△は減少） △221 △378

 賞与引当金の増減額（△は減少） 431 △1,212

 役員賞与引当金の増減額（△は減少） △5,434 △5,036

 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 1,546 2,333

 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △309 2,612

 固定資産売却損益（△は益） △43,147 △11,379

 受取利息及び受取配当金 △3,925 △4,515

 保険解約損益（△は益） △2,025 △7,519

 支払利息 28,667 25,657

 売上債権の増減額（△は増加） 120,980 △227,249

 たな卸資産の増減額（△は増加） 232,394 △44,118

 未収入金の増減額（△は増加） 37,740 4,604

 仕入債務の増減額（△は減少） △90,192 40,621

 未払金の増減額（△は減少） △114,791 △46,797

 未払費用の増減額（△は減少） 17,362 34,867

 その他 △15,998 3,625

 小計 825,626 336,926

 利息及び配当金の受取額 3,925 4,657

 利息の支払額 △27,331 △24,201

 法人税等の支払額 △68,198 △125,493

 法人税等の還付額 28,937 5,697

 営業活動によるキャッシュ・フロー 762,960 197,586
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           (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)

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 △36,000 △36,000

 定期預金の払戻による収入 96,550 48,000

 有形固定資産の取得による支出 △297,512 △702,117

 有形固定資産の売却による収入 57,531 14,762

 投資有価証券の取得による支出 △3,090 △1,664

 保険積立金の払戻による収入 5,046 41,751

 その他 △36,796 △49,460

 投資活動によるキャッシュ・フロー △214,271 △684,728

財務活動によるキャッシュ・フロー   

 短期借入金の増減額（△は減少） 86,450 △110,600

 長期借入れによる収入 400,000 1,634,280

 長期借入金の返済による支出 △363,603 △1,527,237

 ファイナンス・リース債務の返済による支出 △56,757 △55,394

 社債の発行による収入 492,710 610,963

 社債の償還による支出 △21,000 △81,000

 自己株式の取得による支出 △163 △112

 配当金の支払額 △113,780 △50,751

 財務活動によるキャッシュ・フロー 423,855 420,148

現金及び現金同等物に係る換算差額 △104,231 △115,385

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 868,312 △182,379

現金及び現金同等物の期首残高 2,942,421 3,813,814

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※１  3,810,734 ※１  3,631,434
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【注記事項】

(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  たな卸資産の内訳は、次のとおりであります。

 
 

前連結会計年度
(平成28年６月30日)

当第２四半期連結会計期間
(平成28年12月31日)

 商品及び製品 754,206千円 668,221千円

 仕掛品 387,506千円 427,270千円

 原材料及び貯蔵品 822,113千円 830,950千円
 

 

※２  四半期連結会計期間末日満期手形

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、当四半期連結会計期間末日が金融機関の休日でした

が、満期日に決済が行われたものとして処理しております。当四半期連結会計期間末日満期手形の金額は、次のと

おりであります。

 
前連結会計年度

(平成28年６月30日)
当第２四半期連結会計期間

(平成28年12月31日)

  受取手形 －千円 16,827千円

  支払手形 －千円 207,181千円
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(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)

役員報酬 56,880千円 57,000千円

給与手当及び賞与 253,298千円 276,339千円

賞与引当金繰入額 3,327千円 2,777千円

役員賞与引当金繰入額 5,106千円 5,334千円

退職給付費用 24,367千円 12,558千円

役員退職慰労引当金繰入額 2,476千円 2,612千円

運搬費 155,964千円 156,122千円
 

 

(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 3,936,391千円 3,696,007千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △125,656千円 △64,573千円

現金及び現金同等物 3,810,734千円 3,631,434千円
 

 

 

(株主資本等関係)

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）

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９月29日
定時株主総会

普通株式 113,935 45 平成27年６月30日 平成27年９月30日 利益剰余金
 

 

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

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１月29日
取締役会

普通株式 75,954 30 平成27年12月31日 平成28年３月10日 利益剰余金
 

 

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  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29日
定時株主総会

普通株式 50,635 20 平成28年６月30日 平成28年９月30日 利益剰余金
 

 

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

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29年１月31日
取締役会

普通株式 25,316 10 平成28年12月31日 平成29年３月９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）

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：千円)

 日本 米国 タイ 中国 合計

売上高      

  外部顧客への売上高 4,992,313 605,225 1,108,008 267,937 6,973,484

  セグメント間の内部売上高
又は振替高

498,128 8,673 65,919 1,550 574,271

計 5,490,441 613,898 1,173,927 269,487 7,547,755

セグメント利益 165,612 52,397 105,184 32,157 355,353
 

　

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)

(単位：千円)

利益又は損失 金額

  報告セグメント計 355,353

  セグメント間取引消去 16,458

四半期連結損益計算書の営業利益 371,811
 

　

　

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）

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：千円)

 日本 米国 タイ 中国 合計

売上高      

  外部顧客への売上高 4,983,205 590,966 843,297 193,771 6,611,240

  セグメント間の内部売上高
又は振替高

559,366 8,736 86,824 313 655,239

計 5,542,571 599,702 930,121 194,084 7,266,480

セグメント利益 191,526 24,292 36,871 2,537 255,227
 

　

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)

(単位：千円)

利益又は損失 金額

  報告セグメント計 255,227

  セグメント間取引消去 15,015

四半期連結損益計算書の営業利益 270,242
 

EDINET提出書類

株式会社三ツ知(E02491)

四半期報告書

16/19



 

　

３　報告セグメントの変更等に関する事項

　（受取ロイヤリティーの表示方法の変更）

従来、当社が技術供与先である海外連結子会社から受け取る受取ロイヤリティーを個別財務諸表において「営業

外収益」に計上しておりましたが、第１四半期連結会計期間より、「売上高」に含めて計上することに変更いたし

ました。

この変更は、近年の海外連結子会社での生産・販売活動の拡大に伴い、当社の技術支援等の対価である受取ロイ

ヤリティーが増加したこと、及び第１四半期連結会計期間において海外子会社の工場拡張が完了し生産能力が増強

されたこと等を機に、今後も継続して受取ロイヤリティーの増加が見込まれると判断したことから、当社の営業活

動の成果をより適切に表示するために行うものであります。

この変更に伴い、従来の方法に比べ、日本セグメントにおける前第２四半期連結累計期間のセグメント間の内部

売上高又は振替高、及びセグメント利益がそれぞれ59,160千円増加しております。一方、セグメント間取引消去の

利益が59,160千円減少しております。

 

(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 115.82円 76.87円

(算定上の基礎)   

親会社株主に帰属する四半期純利益(千円) 293,232 194,607

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(千円)

293,232 194,607

普通株式の期中平均株式数(株) 2,531,853 2,531,761
 

（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。

 

２ 【その他】

第55期（平成28年７月１日から平成29年６月30日まで）中間配当については、平成29年１月31日開催の取締役

会において、平成28年12月31日の最終の株主名簿に記録された株主に対し、次のとおり中間配当を行う事を決議

いたしました。

①　配当金の総額 25,316千円

②　１株当たりの金額 10円

③　支払請求権の効力発生日及び支払開始日 平成29年３月９日
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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

株式会社三ツ知

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  

公認会計士　　孫　　　　　延　　生　　印
業務執行社員  

 

 
指定有限責任社員  

公認会計士　　奥　　田　　真　　樹　　印
業務執行社員  

 

 

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三ツ知

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、株式会社三ツ知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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