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四 半 期 報 告 書

１ 本書は四半期報告書を金融商品取引法第27条の30の２に規定する開

示用電子情報処理組織(EDINET)を使用し提出したデータに目次及び頁

を付して出力・印刷したものであります。

２ 本書には、上記の方法により提出した四半期報告書に添付された四

半期レビュー報告書及び上記の四半期報告書と同時に提出した確認書

を末尾に綴じ込んでおります。
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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115期

第３四半期
連結累計期間

第116期
第３四半期
連結累計期間

第115期

会計期間
自 平成28年４月１日
至 平成28年12月31日

自 平成29年４月１日
至 平成29年12月31日

自 平成28年４月１日
至 平成29年３月31日

売上高 (百万円) 20,610 20,513 29,937

経常利益 (百万円) 965 1,076 1,639

親会社株主に帰属する
四半期(当期)純利益

(百万円) 684 740 1,348

四半期包括利益又は包括利益 (百万円) 758 921 1,471

純資産額 (百万円) 12,471 14,753 12,963

総資産額 (百万円) 27,821 29,143 27,751

１株当たり四半期(当期)
純利益金額

(円) 60.29 67.22 119.52

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 (％) 44.8 50.6 46.7

　

回次
第115期

第３四半期
連結会計期間

第116期
第３四半期
連結会計期間

会計期間
自 平成28年10月１日
至 平成28年12月31日

自 平成29年10月１日
至 平成29年12月31日

１株当たり四半期純利益金額 (円) 29.95 30.75

(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．純資産額に、役員向け株式交付信託が保有する当社株式を自己株式として計上しております。なお、１株当

たり四半期(当期)純利益金額の算定上の基礎となる普通株式の期中平均株式数は、当該株式を控除対象の自

己株式に含めて算定しております。

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)において営まれている事業の内容に

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３四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」についての重要な変更はありません。

　なお、重要事象等は存在しておりません。

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、ヒドロスタルポンプ並びにプリローテーションシステムに関し、ヒドロスタ

ル社、フリデコ社及び大平洋機工株式会社との技術提携契約を平成29年10月23日付で延長契約を締結いたしました。

(期間平成30年１月１日より平成30年12月31日まで)

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我が国経済は、海外の政情不安が続くなかでも、世界経済は安定した動きが

維持されたことから、国内の企業収益は改善し、生産や設備投資の持ち直しが続くなど、景気は緩やかな回復基調

が続いている状況となりました。

このような経済環境のもとで当社グループは、営業活動の積極的な展開と経営効率の向上を図るように努めまし

た結果、売上高は205億13百万円となり、前年同四半期と比べ96百万円(△0.5％)の減収となりました。

営業利益は販売費及び一般管理費の増加はあったものの、売上総利益の増加により９億71百万円となり、前年同

四半期と比べ81百万円(9.2％)の増益となりました。

経常利益は営業利益の増益に加え、営業外収支でも改善したことにより10億76百万円となり、前年同四半期と比

べ１億11百万円(11.5％)の増益となりました。

親会社株主に帰属する四半期純利益は７億40百万円となり、前年同四半期と比べ55百万円(8.1％)の増益となりま

した。

当第３四半期連結累計期間におけるセグメント別の状況は、次のとおりです。

第１四半期連結会計期間より、報告セグメントの経営成績を適切に反映させるため、全社費用の配分方法を変更

しております。このため、以下の前年同四半期比較については、前年同四半期の数値を変更後の配分方法により組

み替えた数値で比較しております。なお、対象の報告セグメントは「資源・金属素材関連」「産機・建機関連」

「環境設備関連」であります。

資源・金属素材関連では、金属シリコンは中国の状況が変化した影響が続き、国内販売は一段と厳しく数量及び

販売金額とも減少したものの、輸入原料がこれをカバーし、また、ジルコンサンドは品不足の状態が続き、価格が

安定したことなどから、関連部門の売上高は67億83百万円となり、前年同四半期と比べ１億48百万円(2.2％)の増収

となりました。セグメント営業利益は３億２百万円となり、前年同四半期と比べ４億18百万円(前年同四半期は１億

15百万円の損失)の増益となりました。

産機・建機関連では、官庁向けポンプ及び建機商品が低迷したものの、民間企業向け主力ポンプ等の販売が安定

推移したことから、関連部門の売上高は52億66百万円となり、前年同四半期と比べ３億42百万円(7.0％)の増収とな

りました。セグメント営業利益は各商品とも競争が一段と厳しく３億６百万円となり、前年同四半期と比べ14百万

円(△4.7％)の減益となりました。

環境設備関連では、環境商品及び水砕設備商品とも低調であったことから、関連部門の売上高は９億39百万円と

なり、前年同四半期と比べ２億29百万円(△19.6％)の減収となりました。セグメント営業利益は57百万円となり、

前年同四半期と比べ１億２百万円(△64.0％)の減益となりました。

プラント・設備工事関連では、前期は12月完工の工事が多く、今期は第４四半期に工期完了が集中することから、

関連部門の売上高は23億31百万円となり、前年同四半期と比べ４億90百万円(△17.4％)の減収となりました。セグ

メント営業利益は57百万円となり、前年同四半期と比べ２億77百万円(△83.0％)の減益となりました。

決算短信（宝印刷） 2018年02月13日 12時52分 7ページ（Tess 1.50(64) 20171211_01）



― 4 ―

化成品関連では、原油価格が落ち着き、自動車、電線向けの商品が好調に推移したことから、関連部門の売上高

は50億80百万円となり、前年同四半期と比べ１億52百万円(3.1％)の増収となりました。セグメント営業利益は１億

29百万円となり、前年同四半期と比べ30百万円(30.9％)の増益となりました。

不動産賃貸関連では、賃貸物件の買換による収入増加から、関連部門の売上高は２億49百万円となり、前年同四

半期と比べ22百万円(9.9％)の増収となりました。セグメント営業利益は１億17百万円となり、前年同四半期と比べ

29百万円(33.0％)の増益となりました。

(2) 財政状態の分析

当第３四半期連結会計期間末の総資産は291億43百万円となり、前連結会計年度末に比べ13億92百万円の増加とな

りました。

資産

流動資産は169億74百万円となり、前連結会計年度末に比べ10億57百万円の増加となりました。

これは主に、現金及び預金で14億21百万円の増加等によるものです。

固定資産は121億69百万円となり、前連結会計年度末に比べ３億35百万円の増加となりました。

これは主に、投資有価証券で３億26百万円の増加等によるものです。

負債

流動負債は91億84百万円となり、前連結会計年度末に比べ４億13百万円の増加となりました。

これは主に、未払法人税等で２億78百万円の減少等がありましたが、短期借入金で８億20百万円の増加等による

ものです。

固定負債は52億５百万円となり、前連結会計年度末に比べ８億12百万円の減少となりました。

これは主に、長期借入金で９億11百万円の減少等によるものです。

純資産

純資産は147億53百万円となり、前連結会計年度末に比べ17億90百万円の増加となりました。

これは主に、資本剰余金で６億42百万円、自己株式の処分による４億50百万円、利益剰余金で３億86百万円の増

加等によるものです。

(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

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 49,600,000

計 49,600,000

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29年12月31日)

提出日現在発行数(株)
(平成30年２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 12,700,000 12,910,000
東京証券取引所
(市場第一部)

単元株式数は100株
であります。

計 12,700,000 12,910,000 － －

(注) １．平成29年12月５日を払込期日とする有償一般募集による増資により、発行済株式総数が300,000株増加して

おります。

２．平成30年１月５日を払込期日とする有償第三者割当(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三

者割当増資)により、株式数が210,000株増加し、発行済株式総数は12,910,000株となっております。

(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
(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29年12月５日 300,000 12,700,000 131 1,985 131 1,743

(注) １．有償一般募集

発行価格 922円

引受価額 874.2円

資本組入額 437.1円

払込金額総額 262百万円

２．平成30年１月５日を払込期日とする有償第三者割当(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三

者割当増資)により、発行済株式総数が210,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ91百万円増加しており

ます。
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(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】

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ないため、記載

することができないことから、直前の基準日(平成29年９月30日)に基づく株主名簿による記載をしております。

① 【発行済株式】

平成29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)

(相互保有株式)
普通株式 207,000

－ －

(自己保有株式)
普通株式 1,150,100

－ －

完全議決権株式(その他) 普通株式 11,038,500 110,385 －

単元未満株式 普通株式 4,400 － １単元(100株)未満の株式

発行済株式総数 　 12,400,000 － －

総株主の議決権 － 110,385 －

(注) １．「完全議決権株式(その他)」の欄の普通株式には、役員向け株式交付信託が保有する当社株式282,000株(議

決権2,820個)が含まれております。

２．単元未満株式数には、当社所有の自己株式39株が含まれております。

３．平成29年12月５日を払込期日とする有償一般募集による新株の発行を行ったことに伴い、普通株式が

300,000株増加し、発行済株式総数は12,700,000株となりました。また、平成30年１月５日を払込期日とす

る有償第三者割当(オーバーアロットメントによる売出に関連した第三者割当)により、株式数が210,000株

増加し、発行済株式総数は12,910,000株となっております。

４．平成29年12月５日を払込期日とする有償一般募集による自己株式の処分を行い、自己株式が1,100,000株減

少しております。
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② 【自己株式等】

平成29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(％)

(相互保有株式)
大平洋機工株式会社

千葉県習志野市東習志野
７丁目５番２号

207,000 － 207,000 1.7

(自己保有株式)
当社

東京都中央区日本橋蛎殻町１
丁目11番５号

1,150,100 － 1,150,100 9.3

計 － 1,357,100 － 1,357,100 10.9

(注) 上記の自己名義所有株式数には、役員向け株式交付信託保有の当社株式数(282,000株)を含めておりません。

　

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

役職の異動

新役名及び職名 旧役名及び職名 氏名 異動年月日

代表取締役社長
兼 物資営業本部長

代表取締役社長 井村 周一 平成29年９月１日

取締役 経営企画室特命担当 取締役物資営業本部長 土屋 修 平成29年９月１日
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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29年10月１日から平成

29年12月31日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成29年４月１日から平成29年12月31日まで)に係る四半期連結財務

諸表について、監査法人大手門会計事務所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29年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成29年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,768 4,190

受取手形及び売掛金 ※１ 8,415 ※１,２ 8,274

完成工事未収入金 1,090 480

商品及び製品 2,348 2,064

未成工事支出金 1,017 1,511

原材料及び貯蔵品 8 9

繰延税金資産 171 171

その他 105 277

貸倒引当金 △8 △4

流動資産合計 15,917 16,974

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 4,526 4,555

減価償却累計額 △2,337 △2,431

建物及び構築物（純額） 2,188 2,124

機械装置及び運搬具 423 425

減価償却累計額 △304 △329

機械装置及び運搬具（純額） 119 96

土地 5,933 5,933

その他 1,585 1,628

減価償却累計額 △1,528 △1,541

その他（純額） 57 86

有形固定資産合計 8,298 8,241

無形固定資産

ソフトウエア 49 33

その他 0 1

無形固定資産合計 50 35

投資その他の資産

投資有価証券 2,658 2,985

繰延税金資産 2 －

保険積立金 636 728

その他 199 187

貸倒引当金 △13 △9

投資その他の資産合計 3,484 3,892

固定資産合計 11,834 12,169

資産合計 27,751 29,143
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成29年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成29年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 4,166 ※２ 4,065

工事未払金 257 300

短期借入金 1,400 2,220

1年内返済予定の長期借入金 1,345 1,275

1年内償還予定の社債 169 30

未払法人税等 468 190

賞与引当金 277 130

その他 685 971

流動負債合計 8,770 9,184

固定負債

長期借入金 5,146 4,235

繰延税金負債 477 556

退職給付に係る負債 206 150

役員株式給付引当金 － 36

その他 186 226

固定負債合計 6,017 5,205

負債合計 14,788 14,389

純資産の部

株主資本

資本金 1,854 1,985

資本剰余金 1,644 2,286

利益剰余金 9,897 10,283

自己株式 △650 △200

株主資本合計 12,744 14,354

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 218 398

繰延ヘッジ損益 △0 0

その他の包括利益累計額合計 218 399

純資産合計 12,963 14,753

負債純資産合計 27,751 29,143
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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28年４月１日
　至 平成28年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年12月31日)

売上高 20,610 20,513

売上原価 16,838 16,591

売上総利益 3,772 3,922

販売費及び一般管理費 2,882 2,950

営業利益 889 971

営業外収益

受取利息 0 0

受取配当金 23 23

受取家賃 33 32

持分法による投資利益 64 75

その他 13 21

営業外収益合計 134 153

営業外費用

支払利息 37 30

社債利息 4 0

その他 17 16

営業外費用合計 58 48

経常利益 965 1,076

特別損失

固定資産除却損 0 0

特別損失合計 0 0

税金等調整前四半期純利益 965 1,076

法人税等 280 336

四半期純利益 684 740

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 684 740
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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：百万円)
前第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)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年12月31日)

四半期純利益 684 740

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 73 179

繰延ヘッジ損益 0 0

持分法適用会社に対する持分相当額 0 0

その他の包括利益合計 74 180

四半期包括利益 758 921

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 758 921

非支配株主に係る四半期包括利益 － －
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【注記事項】

(会計方針の変更)

(たな卸資産の評価方法の変更)

主要なたな卸資産について、従来、先入先出法を採用しておりましたが、第１四半期連結会計期間より、移動

平均法に変更しております。この変更は、資源価格の変動に伴う仕入価格の変動の影響を平準化することによ

り、たな卸資産の評価及び損益計算を適切に行うことを目的にしたものであります。なお、この変更による影響

は軽微であります。

(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３四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。

(四半期連結貸借対照表関係)

※１ 受取手形裏書譲渡高

　 前連結会計年度
(平成29年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成29年12月31日)

受取手形裏書譲渡高 57百万円 31百万円

　

※２ 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が、

当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29年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成29年12月31日)

受取手形 －百万円 155百万円

電子記録債権 － 〃 35 〃

支払手形 － 〃 140 〃

電子記録債務 － 〃 204 〃

　

(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(のれんを除く無形固定資産に係る償却費含む。)及びのれんの償却額は、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28年４月１日
至 平成28年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
至 平成29年12月31日)

減価償却費 152百万円 165百万円

のれんの償却額 19 〃 － 〃
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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28日
定時株主総会

普通株式 86 7.50 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31日
取締役会

普通株式 86 7.50 平成28年９月30日 平成28年12月５日 利益剰余金

(注) 平成28年10月31日取締役会決議による配当金の総額には、役員向け株式交付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。

　

当第３四半期連結累計期間(自 平成29年４月１日 至 平成29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29年６月28日
定時株主総会

普通株式 185 16.50 平成29年３月31日 平成29年６月29日 利益剰余金

平成29年10月30日
取締役会

普通株式 168 15.00 平成29年９月30日 平成29年12月４日 利益剰余金

(注) １．平成29年６月28日定時株主総会決議による配当金の総額には、役員向け株式交付信託が保有する自社の株式

に対する配当金４百万円が含まれております。

２．平成29年10月30日取締役会決議による配当金の総額には、役員向け株式交付信託が保有する自社の株式に対

する配当金４百万円が含まれております。

　

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

当社は、平成29年11月16日開催の取締役会において、国内における一般募集として、新株式300,000株の発行及び自

己株式1,100,000株の処分を決議し、平成29年12月５日に払込が完了しております。

この結果、当第３四半期連結累計期間において、資本金が131百万円、資本剰余金が642百万円増加、自己株式が450

百万円減少し、当第３四半期連結会計期間末において資本金が1,985百万円、資本剰余金が2,286百万円、自己株式が

200百万円となっております。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

前第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：百万円)

報告セグメント

合計
資源・金属
素材関連

産機・建機
関連

環境設備
関連

プラント
・設備
工事関連

化成品
関連

不動産
賃貸関連

売上高

外部顧客への売上高 6,634 4,922 1,168 2,821 4,928 134 20,610

セグメント間の内部
売上高又は振替高

－ 0 － － － 92 92

計 6,634 4,923 1,168 2,821 4,928 226 20,703

セグメント利益
又は損失(△)

△115 321 160 335 98 88 889

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：百万円)

利益 金額

報告セグメント計 889

セグメント間取引消去 △0

その他 0

四半期連結損益計算書の営業利益 889

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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当第３四半期連結累計期間(自 平成29年４月１日 至 平成29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：百万円)

報告セグメント

合計
資源・金属
素材関連

産機・建機
関連

環境設備
関連

プラント
・設備
工事関連

化成品
関連

不動産
賃貸関連

売上高

外部顧客への売上高 6,783 5,223 939 2,328 5,080 158 20,513

セグメント間の内部
売上高又は振替高

－ 43 － 2 － 91 136

計 6,783 5,266 939 2,331 5,080 249 20,650

セグメント利益 302 306 57 57 129 117 971

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：百万円)

利益 金額

報告セグメント計 971

セグメント間取引消去 △0

その他 0

四半期連結損益計算書の営業利益 971

３．報告セグメントの変更等に関する事項

第１四半期連結会計期間より、全社費用の配分方法を変更し、報告セグメント別の経営成績をより適切に反映させ

ております。

なお、前第３四半期連結累計期間のセグメント情報は、変更後の全社費用の配分方法に基づき作成したものを開示

しております。

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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(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)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
至 平成29年12月31日)

１株当たり四半期純利益金額 60円29銭 67円22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(百万円) 684 740

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
四半期純利益金額(百万円)

684 740

普通株式の期中平均株式数(株) 11,357,324 11,013,667

(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．役員向け株式交付信託が保有する当社株式を、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(前第３四半期連結累計期間 62千株、当第３四半期連結累計

期間 282千株)。

　

(重要な後発事象)

(第三者割当による新株式の発行 オーバーアロットメントの売出に係る発行)

当社は、平成29年11月16日開催の取締役会において、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社が行った

オーバーアロットメントによる当社株式の売出しに関連して、同社を割当先とする第三者割当増資による新株式

の発行を次のとおり決議し、平成30年１月５日に払込が完了しております。

(1) 発行する株式の種類及び数 当社普通株式210,000株

(2) 割当価格 １株につき874.2円

(3) 資本組入額 １株につき437.1円

(4) 割当価格の総額 183,582,000円

(5) 資本組入額の総額 91,791,000円

(6) 払込期日 平成30年１月５日

(7) 割当先 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社

(8) 資金の使途 勿来発電所及び広野発電所向けの水砕スラグ製造設備の仕入資金、連結

子会社である旭テック株式会社の第一工場における大型クレーン導入等

の設備投資資金、同じく連結子会社であるラサ・リアルエステート株式

会社における賃貸用不動産購入資金に充当する予定であります。

２ 【その他】

第116期(平成29年４月１日から平成30年３月31日まで)中間配当については、平成29年10月30日開催の取締役会にお

いて、平成29年９月30日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、次のとおり中間配当を行うことを決議

いたしました。

① 中間配当による配当金の総額 168百万円

② １株当たりの金額 15円00銭

③ 支払請求権の効力発生日及び支払開始日 平成29年12月４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30年２月８日

ラサ商事株式会社

取締役会 御中

　

監査法人 大手門会計事務所

　

指定社員
業務執行社員

公認会計士 武 川 博 一 ㊞

　

指定社員
業務執行社員

公認会計士 中 村 尋 人 ㊞

　

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」に掲げられているラサ商事株式会

社の平成29年４月１日から平成30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29年10月１日から平成

29年12月31日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成29年４月１日から平成29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、ラサ商事株式会社及び連結子会社の平成29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。

　

強調事項

重要な後発事象(第三者割当による新株式の発行 オーバーアロットメントの売出に係る発行)に記載されているとお

り、会社は平成29年11月16日開催の取締役会において、第三者割当による新株発行を決議し、平成30年１月５日に払込

が完了している。

当該事項は、当監査法人の結論に影響を及ぼすものではない。

　

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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【表紙】

【提出書類】 確認書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の８第１項

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成30年２月９日

【会社名】 ラサ商事株式会社

【英訳名】 Rasa Corporation

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 井 村 周 一

【最高財務責任者の役職氏名】 取締役管理本部長兼経理部長 小 山 文 男

【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋蛎殻町一丁目11番５号 RASA日本橋ビルディング

【縦覧に供する場所】 株式会社 東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町２番１号)

ラサ商事株式会社 大阪支店

(大阪市北区堂島一丁目２番５号 堂北ダイビル)

ラサ商事株式会社 名古屋支店

(名古屋市中区錦一丁目11番20号 大永ビル)
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１ 【四半期報告書の記載内容の適正性に関する事項】

当社代表取締役社長井村周一及び当社最高財務責任者小山文男は、当社の第116期第３四半期(自 平成29年10月１日

至 平成29年12月31日)の四半期報告書の記載内容が金融商品取引法令に基づき適正に記載されていることを確認いた

しました。

　

２ 【特記事項】

確認に当たり、特記すべき事項はありません。
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