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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69期

第３四半期
連結累計期間

第70期
第３四半期
連結累計期間

第69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 （千円） 6,229,103 6,609,554 8,362,697

経常利益 （千円） 429,510 473,642 509,792

親会社株主に帰属する四半期

（当期）純利益
（千円） 394,838 326,610 437,854

四半期包括利益又は包括利益 （千円） 261,565 347,261 241,696

純資産額 （千円） 3,607,357 3,878,465 3,587,488

総資産額 （千円） 6,973,076 7,565,655 7,000,114

１株当たり四半期（当期）純利益

金額
（円） 493.10 407.95 546.83

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 （％） 51.4 51.1 51.0

 

回次
第69期

第３四半期
連結会計期間

第70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金額 （円） 314.01 133.70

（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27年10月１日を効力発生日として、10株を１株とする株式併合を実施したため、第69期の期首に当該株

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おります。

 

２【事業の内容】

　当第３四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３四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、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３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、雇用・所得環境が改善傾向にあり、全体としては緩やかな景

気回復基調が続きましたが、アジア新興国等の景気の下振れ懸念に加え、米国の政権移行などによる海外経済の不

確実性が増しており、依然として先行き不透明な状況で推移いたしました。

　このような状況の中にあって当社グループは、営業部門におきましては、営業活動の効率化と高度化を推進し、

売上拡大に鋭意努力してまいりました。

　生産工場及び工事工場におきましては、安全第一のもと、技術の伝承を進めると共に品質の向上やコスト削減を

強力に推し進めてまいりました。

　研究開発などの技術部門におきましては、新技術、新製品・新商品の開発ならびに既存技術の向上に取り組んで

まいりました。

　また、タイの海外子会社におきましては、販売体制の強化を進めてまいりました。

　その結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は6,609百万円（前年同四半期比6.1％増）となりました。また、

損益面におきましては、営業利益は461百万円（同10.8％増）、経常利益は473百万円（同10.3％増）、親会社株主

に帰属する四半期純利益は326百万円（同17.3％減）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。

①　工事施工

　積極的な提案型営業と高度技術の提供、徹底したコスト削減の実行により、受注拡大に努めました結果、鉄

鋼関連の保全工事、アルミダイカスト関連工事、現地機械加工工事、粉砕ミル工事、連続鋳造ロール工事の受

注が増加したことにより、売上高は4,748百万円（前年同四半期比9.2％増）、セグメント利益は653百万円

（同14.0％増）となりました。

②　溶接材料

　直販体制の優位性を活かし、新規顧客の開拓と既存顧客の更なる深耕による販売力強化に努めましたが、当

社の主力でありますフラックス入りワイヤなどの製品の売上高は393百万円（前年同四半期比3.6％減）、ま

た、商品のアーク溶接棒、ＴＩＧ・ＭＩＧなどの溶接材料の売上高は612百万円（同10.1％減）となり、溶接

材料の合計売上高は1,006百万円（同7.6％減）、セグメント利益は180百万円（同5.6％減）となりました。

③　その他

　自動車関連のアルミダイカストマシーン用部品の受注は減少しましたが、環境関連装置の受注が増加したこ

とにより、売上高は855百万円（前年同四半期比8.1％増）、セグメント利益は85百万円（同5.3％増）となり

ました。

 

（２）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。

 

（３）研究開発活動

　当第３四半期連結累計期間における研究開発活動の金額は、42百万円であります。

　なお、当第３四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 2,604,000

計 2,604,000

 
 

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 801,000 801,000
東京証券取引所
ＪＡＳＤＡＱ
（スタンダード）

 単元株式数
100株

計 801,000 801,000  ―  ―

 
 

（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

― 801,000 ― 484,812 ― 394,812

 
 

（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。

 

（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

400
― ―

完全議決権株式（その他）
普通株式

800,200
8,002 ―

単元未満株式
普通株式

400
― ―

発行済株式総数 801,000 ― ―

総株主の議決権 ― 8,002 ―
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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（％）

特殊電極株式会社

兵庫県尼崎市

昭和通二丁目

２番27号

400 ― 400 0.05

計 ― 400 ― 400 0.05

（注）株主名簿上は当社名義株式が452株あり、当該株式のうち52株は上記「発行済株式」の「単元未満株式」欄

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 1,153,563 1,763,228

受取手形及び売掛金 3,372,349 3,328,989

商品及び製品 521,690 560,938

半成工事 337,381 386,695

原材料及び貯蔵品 72,865 79,630

その他 212,656 131,676

貸倒引当金 △856 △1,051

流動資産合計 5,669,650 6,250,108

固定資産   

有形固定資産 1,022,190 980,605

無形固定資産 47,183 36,722

投資その他の資産 261,089 298,217

固定資産合計 1,330,463 1,315,546

資産合計 7,000,114 7,565,655

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,856,442 2,040,040

短期借入金 220,000 210,000

未払法人税等 － 139,910

賞与引当金 215,720 132,626

工事損失引当金 12,962 2,340

その他 238,673 302,819

流動負債合計 2,543,799 2,827,736

固定負債   

退職給付に係る負債 549,192 548,678

その他 319,634 310,774

固定負債合計 868,826 859,452

負債合計 3,412,625 3,687,189

純資産の部   

株主資本   

資本金 484,812 484,812

資本剰余金 394,812 394,812

利益剰余金 2,783,164 3,053,730

自己株式 △728 △968

株主資本合計 3,662,060 3,932,386

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △7,071 9,116

為替換算調整勘定 783 905

退職給付に係る調整累計額 △85,407 △79,162

その他の包括利益累計額合計 △91,695 △69,139

非支配株主持分 17,123 15,218

純資産合計 3,587,488 3,878,465

負債純資産合計 7,000,114 7,565,655
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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：千円）

 
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 6,229,103 6,609,554

売上原価 4,565,550 4,843,469

売上総利益 1,663,553 1,766,084

販売費及び一般管理費 1,247,179 1,304,783

営業利益 416,373 461,301

営業外収益   

受取利息 767 304

受取配当金 2,307 1,759

受取保険金 207 5,855

駐車場収入 2,265 2,225

長期預り金一括返済益 3,716 －

その他 6,013 3,742

営業外収益合計 15,277 13,888

営業外費用   

支払利息 1,447 824

駐車場収入原価 692 677

その他 － 46

営業外費用合計 2,140 1,547

経常利益 429,510 473,642

特別利益   

固定資産売却益 2,290 49

為替換算調整勘定取崩益 111,299 －

特別利益合計 113,589 49

特別損失   

固定資産除却損 1,553 225

特別損失合計 1,553 225

税金等調整前四半期純利益 541,546 473,467

法人税、住民税及び事業税 4,357 128,958

法人税等調整額 146,562 19,931

法人税等合計 150,919 148,889

四半期純利益 390,626 324,577

非支配株主に帰属する四半期純損失（△） △4,211 △2,032

親会社株主に帰属する四半期純利益 394,838 326,610
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【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：千円）

 
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 390,626 324,577

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △15,348 16,188

為替換算調整勘定 △116,525 250

退職給付に係る調整額 2,813 6,245

その他の包括利益合計 △129,060 22,683

四半期包括利益 261,565 347,261

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 268,156 349,166

非支配株主に係る四半期包括利益 △6,590 △1,905
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【注記事項】

（連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更）

該当事項はありません。

 

（会計方針の変更）

該当事項はありません。

 

（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）

該当事項はありません。

 

（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）

該当事項はありません。

 

（四半期連結損益計算書関係）

該当事項はありません。

 

（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 98,453千円 92,346千円

 

 

（株主資本等関係）

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）

　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25日

定時株主総会
普通株式 28,027 3.50 平成27年３月31日 平成27年６月26日 利益剰余金

平成27年10月23日

取締役会
普通株式 28,023 3.50 平成27年９月30日 平成27年12月８日 利益剰余金

 

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）

　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28日

定時株主総会
普通株式 28,022 35.0 平成28年３月31日 平成28年６月29日 利益剰余金

平成28年10月28日

取締役会
普通株式 28,021 35.0 平成28年９月30日 平成28年12月７日 利益剰余金

(注)平成27年10月１日を効力発生日として、10株を１株とする株式併合を実施しております。株式併合実施前を基準に

換算すると、１株当たり配当額は３円50銭に相当いたします。
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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

 

      （単位：千円）

 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

 工事施工 溶接材料 計

売上高        

外部顧客への売

上高
4,348,452 1,089,411 5,437,863 791,240 6,229,103 － 6,229,103

セグメント間の

振替高
－ 254,066 254,066 25,908 279,974 △279,974 －

計 4,348,452 1,343,477 5,691,930 817,148 6,509,078 △279,974 6,229,103

セグメント利益 573,666 191,671 765,337 81,266 846,604 △430,230 416,373

（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、主に環境関連装置

及び自動車産業向けのアルミダイカストマシーン用部品の販売であります。

２．セグメント利益の調整額△430,230千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用（主に

報告セグメントに帰属しない一般管理費及び技術試験費）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。

 

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

 

      （単位：千円）

 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

 工事施工 溶接材料 計

売上高        

外部顧客への売

上高
4,748,217 1,006,271 5,754,489 855,065 6,609,554 － 6,609,554

セグメント間の

振替高
－ 252,428 252,428 40,583 293,012 △293,012 －

計 4,748,217 1,258,700 6,006,917 895,648 6,902,566 △293,012 6,609,554

セグメント利益 653,994 180,871 834,865 85,570 920,436 △459,134 461,301

（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、主に環境関連装置

及び自動車産業向けのアルミダイカストマシーン用部品の販売であります。

２．セグメント利益の調整額△459,134千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用（主に

報告セグメントに帰属しない一般管理費及び技術試験費）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。

 

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金額 493円10銭 407円95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）
394,838 326,610

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）
394,838 326,610

普通株式の期中平均株式数（千株） 800 800

（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27年10月１日を効力発生日として、10株を１株とする株式併合を実施したため、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おります。

 

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

 

 

２【その他】

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

(イ）配当金の総額………………………………………28,021千円

(ロ）１株当たりの金額…………………………………35円00銭

(ハ）支払請求の効力発生日及び支払開始日…………平成28年12月７日

（注）　平成28年９月30日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行いました。
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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13日

特殊電極株式会社   

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 木　 村　　 文　　彦 　印

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 千　 﨑　　 育　　利 　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」に掲げられている特殊電極株式会

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、特殊電極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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