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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67期

第２四半期
連結累計期間

第68期
第２四半期
連結累計期間

第67期

会計期間
自 2017年４月１日
至 2017年９月30日

自 2018年４月１日
至 2018年９月30日

自 2017年４月１日
至 2018年３月31日

売上高 (百万円) 20,977 22,078 43,791

経常利益 (百万円) 175 182 496

親会社株主に帰属する
四半期(当期)純利益

(百万円) 348 80 598

四半期包括利益又は包括利益 (百万円) 715 △534 1,267

純資産額 (百万円) 10,604 10,898 11,462

総資産額 (百万円) 28,952 30,817 29,851

１株当たり四半期(当期)
純利益金額

(円) 39.08 9.03 67.16

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 (％) 35.4 34.0 36.6

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 201 591 1,289

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △804 △1,294 △1,160

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 441 856 141

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(百万円) 4,133 4,714 4,660
 

 

回次
第67期

第２四半期
連結会計期間

第68期
第２四半期
連結会計期間

会計期間
自 2017年７月１日
至 2017年９月30日

自 2018年７月１日
至 2018年９月30日

１株当たり四半期純利益金額 (円) 4.16 16.27
 

(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　第68期第１四半期連結累計期間より金額の表示単位を千円単位から百万円単位に変更しております。な

お、比較を容易にするため、第67期第２四半期連結累計期間及び第67期についても百万円単位に変更して

おります。

５　「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 2018年２月16日)等を第１四半期連

結会計期間の期首から適用しており、前第２四半期連結累計期間及び前連結会計年度に係る主要な経営指

標等については、当該会計基準等を遡って適用した後の指標等となっております。
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２ 【事業の内容】

当社グループは、当社と連結子会社14社(国内３社、海外11社)により構成され、産業資材全般の販売、プラス

チック成形品の製造販売を主な内容とする事業活動を展開しております。

　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ける、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」についての重要な変更はありません。

 

２ 【経営者による財政状態、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）財政状態及び経営成績の状況

当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、企業収益や雇用・所得環境の改善が続き、全般的に緩やか

ながらも回復基調が続いております。一方の世界経済は、超大国の通商政策の影響などにより、先行きは依然と

して不透明な状況が続いております。

このような状況のもと、当社グループでは前連結会計年度に策定した中期経営計画に基づき、「事業のリバラ

ンス」による高収益体質への転換を進めつつ、「強みとして伸ばしていく領域」への活動に集中し、実直な受注

活動と改善活動に加え、次期中期経営計画に向けた新たな種まき活動を進めてまいりました。

この結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は22,078百万円（前年同期比5.3％増）、営業利益は348百万円

（前年同期比10.8％増）、経常利益は182百万円（前年同期比4.0％増）、親会社株主に帰属する四半期純利益は

80百万円（前年同期比76.8％減）となりました。

 
セグメントごとの経営成績は、次のとおりであります。

 

・モビリティ

自動車メーカー及び自動車部品メーカーに対して、パワートレイン系機構部品、電子制御関連部品を核とした

樹脂成形品及び同組立品を国内外で製造・販売しております。

当該事業の業績は、バンコク、ベトナム、インドネシアなどの海外主力工場の受注が好調に推移しましたが、

来春の量産拡大に向けた国内稲沢工場の先行投資並びに、来春の量産稼働に向けたメキシコ工場の先行投資の影

響を継続して受ける中で推移しました。

この結果、当第２四半期連結累計期間における当セグメントの売上高は8,280百万円（前年同期比13.3％増）、

セグメント損失は19百万円(前年同期は81百万円のセグメント利益)となりました。

 
・エレクトロニクス

電子部品及びクリーンエネルギー関連のメーカーに対して、専門商社として高機能材料、部品、治具及び機器

等を国内外で販売しております。

当該事業の業績は、スマートフォンに関連する需要が調整局面に入り受注が減少しましたが、ロボット・工作

機械向け配線板材料の受注と車載パワーデバイス関連部材の受注が堅調に推移しました。

この結果、当第２四半期連結累計期間における当セグメントの売上高は7,254百万円（前年同期比0.5％減）、

セグメント利益は138百万円(前年同期比68.9％増)となりました。
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・精密機器

オフィスオートメーション、デジタルイメージング、医療機器等の関連メーカーに対して、樹脂成形品の製造

及び販売を国内外で展開しております。

当該事業の業績は、プリンター関連部品及び医療機器関連のディスポーザブル部品の受注がともに増加したこ

とにより好調に推移しました。

この結果、当第２四半期連結累計期間における当セグメントの売上高は3,990百万円（前年同期比13.4％増）、

セグメント利益は144百万円(前年同期比55.9％増)となりました。

 
・住宅設備

住宅設備の関連メーカーに対して、専門商社として、またファブレスメーカーとして、樹脂成形品、ブライン

ド・介護用ベッドのコントロールユニット、高機能材料並びに機器等を国内外で販売しております。

当該事業の業績は、住宅用給水ユニット関連部品の受注が減少し、その影響を受けました。

この結果、当第２四半期連結累計期間における当セグメントの売上高は1,655百万円（前年同期比11.4％減）、

セグメント利益は47百万円(前年同期比37.2％減)となりました。

 
・その他

報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ＲＦＩＤ等を含んでおります。

当該事業の業績は、アミューズメント市場向けＩＣカード関連の受注減少の影響を受けましたが、国内関係会

社の収益改善により堅調に推移しました。

この結果、当第２四半期連結累計期間におけるその他の売上高は1,068百万円（前年同期比7.6％減）、セグメ

ント利益は74百万円(前年同期比1.2％減)となりました。

 

（資産）

流動資産は、前連結会計年度末に比べて76百万円増加し15,548百万円となりました。これは受取手形及び売掛

金が264百万円減少したものの、電子記録債権が270百万円、未収入金が76百万円増加したことなどが主な要因と

なっております。

固定資産は、前連結会計年度末に比べて888百万円増加し15,269百万円となりました。これは、機械装置及び運

搬具（純額）が405百万円、建設仮勘定が655百万円増加したことなどが主な要因となっております。

 

この結果、総資産は前連結会計年度末に比べて965百万円増加し30,817百万円となりました。

 

（負債）

流動負債は、前連結会計年度末に比べて1,034百万円増加し13,424百万円となりました。これは短期借入金が

1,105百万円増加したことなどが主な要因となっております。

固定負債は、前連結会計年度末に比べて494百万円増加し6,494百万円となりました。これはリース債務が512百

万円増加したことなどが主な要因となっております。

 
この結果、負債合計は前連結会計年度末に比べて1,529百万円増加し19,918百万円となりました。

 

（純資産）

純資産は、前連結会計年度末に比べて563百万円減少し10,898百万円となりました。これは為替換算調整勘定が

434百万円減少し、親会社株主に帰属する四半期純利益80百万円を計上したことなどが主な要因となっておりま

す。
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（２）キャッシュ・フローの状況

当第２四半期連結累計期間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

比べて54百万円の増加となり4,714百万円となりました。

営業活動によるキャッシュ・フローは、591百万円の資金の増加（前年同期は201百万円の資金の増加）となり

ました。これは仕入債務の減少により284百万円、法人税等の支払額により135百万円減少したものの、税金等調

整前四半期純利益が114百万円となり、減価償却費により784百万円増加したことなどが主な要因となっておりま

す。

投資活動によるキャッシュ・フローは、1,294百万円の資金の減少（前年同期は804百万円の資金の減少）とな

りました。これは定期預金の預入による支出により200百万円、有形固定資産の取得による支出により1,122百万

円減少したことなどが主な要因となっております。

財務活動によるキャッシュ・フローは、856百万円の資金の増加（前年同期は441百万円の資金の増加）となり

ました。これは長期借入金の返済による支出により400百万円減少したものの、短期借入金の純増減額により993

百万円増加したことなどが主な要因となっております。

 

（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

当第２四半期連結累計期間における当社グループが支出した研究開発費の総額は23百万円であります。

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。

 
３ 【経営上の重要な契約等】

該当事項はありません。
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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 30,000,000

計 30,000,000
 

 

② 【発行済株式】

 

種類
第２四半期会計期間末

現在発行数(株)
(2018年９月30日)

提出日現在
発行数(株)

(2018年11月９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 9,127,338 同左
東京証券取引所

JASDAQ(スタンダード)
単元株式数は100株で
あります。

計 9,127,338 同左 ― ―
 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

 
② 【その他の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) 【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
(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)

2018年７月１日～
2018年９月30日

― 9,127,338 ― 3,137 ― 1,363
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(5) 【大株主の状況】

2018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
(自己株式を
除く。)の

総数に対する
所有株式数
の割合(％)

BBH FOR FIDELITY LOW-PRICED STOCK FUND
(PRINCIPAL ALL SECTOR SUBPORTFOLIO)
(常任代理人株式会社三菱ＵＦＪ銀行)

245 SUMMER STREET BOSTON, MA 02210
U.S.A.
(東京都千代田区丸の内二丁目７番１号)

736 8.09

日邦産業社員持株会 愛知県稲沢市祖父江町島本堤外１ 661 7.27

株式会社三井住友銀行 東京都千代田区丸の内一丁目１番２号 274 3.01

田 中 喜 佐 夫 大阪府吹田市 234 2.57

大 塚 眞 治 愛知県一宮市 233 2.56

株式会社富士プレス 愛知県大府市北崎町井田118 221 2.43

須　藤　智　巳 東京都中野区 220 2.42

株式会社三菱ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内二丁目７番１号 216 2.38

株式会社ＳＢＩ証券 東京都港区六本木一丁目６番１号 182 2.00

田　中　善　慶 大阪府吹田市 173 1.91

計 ― 3,154 34.63
 

 

(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

2018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 18,900
 

― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式 9,103,500
 

91,035 ―

単元未満株式 普通株式 4,938
 

― ―

発行済株式総数 9,127,338 ― ―

総株主の議決権 ― 91,035 ―
 

(注) １ 「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が5,500株(議決権55個)含まれておりま

す。

２ 単元未満株式数には当社所有の自己株式93株が含まれております。

３ 単元株式数は100株であります。
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② 【自己株式等】

2018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) 愛知県名古屋市中区錦
一丁目10番１号

18,900 ─ 18,900 0.21
日邦産業株式会社

計 ― 18,900 ─ 18,900 0.21
 

 

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

(1)　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」(2007年内閣

府令第64号)に基づいて作成しております。

 

(2) 当社の四半期連結財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額については、従来、千円単位で記載しており

ましたが、第１四半期連結会計期間及び第１四半期連結累計期間より百万円単位で記載することに変更いたしま

した。

 

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(2018年７月１日から2018年

９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(2018年４月１日から2018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 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。

 

EDINET提出書類

日邦産業株式会社(E02752)

四半期報告書

10/23



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
(2018年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2018年９月30日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 4,666 4,721

  受取手形及び売掛金 ※１  7,311 ※１  7,047

  電子記録債権 433 ※１  703

  商品及び製品 1,266 1,183

  仕掛品 480 486

  原材料及び貯蔵品 739 731

  未収入金 425 501

  その他 153 178

  貸倒引当金 △4 △4

  流動資産合計 15,471 15,548

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物及び構築物 9,387 9,323

    減価償却累計額 △3,984 △4,084

    建物及び構築物（純額） 5,402 5,238

   機械装置及び運搬具 9,438 9,992

    減価償却累計額 △6,291 △6,439

    機械装置及び運搬具（純額） 3,147 3,553

   工具、器具及び備品 911 1,059

    減価償却累計額 △580 △711

    工具、器具及び備品（純額） 331 347

   土地 1,745 1,698

   建設仮勘定 498 1,154

   有形固定資産合計 11,125 11,992

  無形固定資産   

   その他 99 91

   無形固定資産合計 99 91

  投資その他の資産   

   投資有価証券 2,015 1,866

   退職給付に係る資産 13 15

   繰延税金資産 43 27

   その他 1,110 1,304

   貸倒引当金 △28 △28

   投資その他の資産合計 3,155 3,185

  固定資産合計 14,380 15,269

 資産合計 29,851 30,817
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           (単位：百万円)

          
前連結会計年度
(2018年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2018年９月30日)

負債の部   

 流動負債   

  支払手形及び買掛金 ※１  8,067 ※１  7,710

  短期借入金 ※２  1,550 ※２  2,655

  1年内返済予定の長期借入金 789 825

  リース債務 234 334

  未払法人税等 148 101

  賞与引当金 311 325

  事業整理損失引当金 － 101

  その他 1,287 1,368

  流動負債合計 12,389 13,424

 固定負債   

  長期借入金 3,610 3,541

  リース債務 247 759

  繰延税金負債 636 626

  再評価に係る繰延税金負債 2 2

  環境対策引当金 11 11

  退職給付に係る負債 1,276 1,319

  資産除去債務 125 130

  その他 89 101

  固定負債合計 6,000 6,494

 負債合計 18,389 19,918

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 3,137 3,137

  資本剰余金 1,363 1,363

  利益剰余金 5,235 5,280

  自己株式 △53 △46

  株主資本合計 9,683 9,735

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 316 233

  土地再評価差額金 5 5

  為替換算調整勘定 929 495

  その他の包括利益累計額合計 1,251 734

 非支配株主持分 526 428

 純資産合計 11,462 10,898

負債純資産合計 29,851 30,817
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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 2017年４月１日
　至 2017年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2018年４月１日
　至 2018年９月30日)

売上高 20,977 22,078

売上原価 18,351 19,347

売上総利益 2,625 2,731

販売費及び一般管理費 ※  2,310 ※  2,382

営業利益 314 348

営業外収益   

 受取利息 4 11

 受取配当金 8 7

 スクラップ売却益 15 17

 その他 23 24

 営業外収益合計 52 60

営業外費用   

 支払利息 53 83

 電子記録債権売却損 6 6

 為替差損 116 121

 その他 15 16

 営業外費用合計 191 227

経常利益 175 182

特別利益   

 固定資産売却益 58 7

 投資有価証券売却益 150 29

 特別利益合計 209 36

特別損失   

 固定資産処分損 0 3

 投資有価証券売却損 0 －

 事業整理損失引当金繰入額 － 101

 特別損失合計 1 104

税金等調整前四半期純利益 383 114

法人税、住民税及び事業税 97 91

法人税等調整額 12 28

法人税等合計 109 120

四半期純利益又は四半期純損失（△） 273 △5

非支配株主に帰属する四半期純損失（△） △74 △86

親会社株主に帰属する四半期純利益 348 80
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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 2017年４月１日
　至 2017年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2018年４月１日
　至 2018年９月30日)

四半期純利益又は四半期純損失（△） 273 △5

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 56 △82

 為替換算調整勘定 385 △445

 その他の包括利益合計 441 △528

四半期包括利益 715 △534

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 559 △436

 非支配株主に係る四半期包括利益 155 △98
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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 2017年４月１日
　至 2017年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2018年４月１日
　至 2018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 383 114

 減価償却費 648 784

 貸倒引当金の増減額（△は減少） 0 0

 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 42 53

 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） － 101

 受取利息及び受取配当金 △13 △18

 支払利息 53 83

 支払手数料 1 1

 為替差損益（△は益） 169 145

 固定資産処分損益（△は益） △58 △4

 売上債権の増減額（△は増加） △187 △99

 たな卸資産の増減額（△は増加） △217 42

 仕入債務の増減額（△は減少） 54 △284

 投資有価証券売却損益（△は益） △150 △29

 営業保証金の増減額（△は増加） △353 －

 その他の流動資産の増減額（△は増加） △81 △117

 その他の流動負債の増減額（△は減少） 62 16

 その他 △4 3

 小計 350 792

 利息及び配当金の受取額 13 18

 利息の支払額 △52 △83

 法人税等の支払額 △109 △135

 営業活動によるキャッシュ・フロー 201 591

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 △0 △200

 定期預金の払戻による収入 100 －

 有形固定資産の取得による支出 △1,119 △1,122

 有形固定資産の売却による収入 86 9

 無形固定資産の取得による支出 △13 △8

 投資有価証券の取得による支出 △3 △1

 投資有価証券の売却による収入 159 37

 貸付金の回収による収入 4 3

 その他の支出 △38 △26

 その他の収入 19 15

 投資活動によるキャッシュ・フロー △804 △1,294
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           (単位：百万円)

          前第２四半期連結累計期間
(自 2017年４月１日
　至 2017年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2018年４月１日
　至 2018年９月30日)

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） 91 993

 長期借入れによる収入 948 352

 長期借入金の返済による支出 △449 △400

 セール・アンド・リースバックによる収入 － 86

 リース債務の返済による支出 △139 △130

 割賦債務の返済による支出 △16 △17

 自己株式の売却による収入 10 12

 自己株式の取得による支出 △0 △0

 配当金の支払額 △0 △36

 その他 △1 △2

 財務活動によるキャッシュ・フロー 441 856

現金及び現金同等物に係る換算差額 △86 △99

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △247 54

現金及び現金同等物の期首残高 4,381 4,660

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※  4,133 ※  4,714
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【注記事項】

(追加情報)

(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用)

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 2018年２月16日)等を第１四半期連結会計

期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区

分に表示しております。

　

(従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引)

　当社は、当社社員に対して中期的な企業価値向上へのインセンティブを付与することを目的とした「信託型社員

持株インセンティブ・プラン(E-Ship)」(以下、「本プラン」といいます。)を導入しております。

 
(1) 取引の概要

本プランは、「日邦産業社員持株会」(以下「持株会」といいます。)に加入するすべての社員を対象とする

インセンティブ・プランです。本プランでは、当社が信託銀行に「日邦産業社員持株会専用信託」(以下、「専

用信託」といいます。)を設定し、専用信託は持株会が取得すると見込まれる数の当社株式を予め取得します。

その後は、専用信託から持株会に対して継続的に当社株式の売却が行われるとともに、信託終了時点で専用信

託内に株式売却益相当額が累積した場合には、当該株式売却益相当額が残余財産として受益者適格要件を満た

す者に分配されます。なお、当社は、専用信託が当社株式を取得するための借入に対し保証することになるた

め、当社株価の下落により専用信託内に株式売却損相当額が累積し、信託終了時点において専用信託内に当該

株式売却損相当の借入金残債がある場合は、かかる保証行為に基づき、当社が当該残債を弁済することになり

ます。

本プランは、社員に対して中期的な企業価値向上のインセンティブを付与すると同時に、福利厚生の増進策

として、持株会の拡充を通じて社員の株式取得及び保有を促進することにより社員の財産形成を支援すること

を狙いとしています。

 
(2) 信託に残存する自社の株式

信託に残存する当社株式を信託における帳簿価額(付随費用の金額を除く。)により、純資産の部に自己株式

として計上しております。当該自己株式の帳簿価額および株式数は、前連結会計年度41百万円、165千株、当第

２四半期連結会計期間34百万円、139千株であります。

 
(3) 総額法の適用により計上された借入金の帳簿価額

前連結会計年度34百万円、当第２四半期連結会計期間21百万円
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(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及び四半期連結会計期間末日確定期日現金決済の会計処理については、満期

日に決済が行われたものとして処理しております。

　なお、当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等を

満期日に決済が行われたものとして処理しております。

 
前連結会計年度
(2018年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2018年９月30日)

受取手形 75百万円 31百万円

電子記録債権 ―百万円 60百万円

支払手形及び買掛金 262百万円 243百万円
 

 

※２　当社は、機動的かつ安定的な資金調達枠を確保するため取引銀行２行と貸出コミットメント契約を締結してお

ります。これらの契約に基づく借入未実行残高は次の通りであります。

 
前連結会計年度
(2018年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2018年９月30日)

貸出コミットメントの総額 2,250百万円 2,250百万円

借入実行残高 1,147百万円 1,628百万円

差引額 1,102百万円 621百万円
 

 
(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 2017年４月１日
至 2017年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2018年４月１日
至 2018年９月30日)

役員報酬及び給与手当 853百万円 803百万円

賞与引当金繰入額 200百万円 182百万円

退職給付費用 59百万円 42百万円

減価償却費 107百万円 91百万円
 

 
(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 2017年４月１日
至 2017年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2018年４月１日
至 2018年９月30日)

現金及び預金 4,182百万円 4,721百万円

預入期間が３か月を超える
定期預金

△48百万円 △6百万円

現金及び現金同等物 4,133百万円 4,714百万円
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(株主資本等関係)

前第２四半期連結累計期間(自 2017年４月１日 至 2017年９月30日)

１．配当金支払額

該当事項はありません。

 
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。

 
３．株主資本の金額の著しい変動

当社は、2017年６月22日開催の定時株主総会の決議により、2017年６月23日付で、資本準備金を158百万円減少

し、その他資本剰余金に振り替えた後、同日付でその他資本剰余金を158百万円減少し、繰越利益剰余金に振り替

え、欠損填補を行っております。

なお、株主資本の合計金額には、著しい変動はありません。

 

当第２四半期連結累計期間(自 2018年４月１日 至 2018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
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

2018年６月22日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 36 4.00 2018年３月31日 2018年６月25日
 

(注) 2018年６月22日定時株主総会決議による配当金の総額には、信託が保有する自社の株式に対する配当金０百

万円が含まれております。

 
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。

 
３．株主資本の金額の著しい変動

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 2017年４月１日 至 2017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）
 モビリティ

エレクトロ

ニクス
精密機器 住宅設備 計

売上高          

 外部顧客への売上高 7,271 7,290 3,514 1,867 19,944 1,032 20,977 ― 20,977

 セグメント間の内部

 売上高又は振替高
39 ― 4 ― 43 123 167 △167 ―

計 7,311 7,290 3,519 1,867 19,988 1,155 21,144 △167 20,977

セグメント利益 81 82 92 75 331 75 407 △92 314

 

（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、ＲＦＩＤ等を含んでおります。

２ セグメント利益の調整額は、棚卸資産の調整額等であります。

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２四半期連結累計期間(自 2018年４月１日 至 2018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）
 モビリティ

エレクトロ

ニクス
精密機器 住宅設備 計

売上高          

 外部顧客への売上高 8,270 7,254 3,939 1,655 21,118 959 22,078 ― 22,078

 セグメント間の内部

 売上高又は振替高
10 ― 51 ― 62 108 170 △170 ―

計 8,280 7,254 3,990 1,655 21,180 1,068 22,249 △170 22,078

セグメント利益又は

セグメント損失(△)
△19 138 144 47 310 74 385 △36 348

 

（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、ＲＦＩＤ等を含んでおります。

２ セグメント利益又はセグメント損失(△)の調整額は、棚卸資産の調整額等であります。

３ セグメント利益又はセグメント損失(△)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。
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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。

項目
前第２四半期連結累計期間
(自 2017年４月１日
至 2017年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2018年４月１日
至 2018年９月30日)

１株当たり四半期純利益金額 39円08銭 ９円03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 348百万円 80百万円

普通株主に帰属しない金額  ―百万円  ―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 348百万円 80百万円

普通株式の期中平均株式数 8,905千株 8,954千株
 

（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　株主資本において自己株式として計上されているE-Ship信託口に残存する自社の株式は、１株当たり四半期

純利益金額の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。

１株当たり四半期純利益金額の算定上、控除した当該自己株式の期中平均株式数は前第２四半期連結累計期

間192千株、当第２四半期連結累計期間153千株であります。

 

(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
 

2018年11月９日

日邦産業株式会社

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 岡 野 英 生 印

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 稲　垣　吉　登 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」に掲げられている日邦産業株式会

社の2018年４月１日から2019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（2018年７月１日から2018年９

月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（2018年４月１日から2018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、日邦産業株式会社及び連結子会社の2018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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