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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３四半期
連結累計期間

第55期
第３四半期
連結累計期間

第54期

会計期間
自 2018年４月21日
至 2019年１月20日

自 2019年４月21日
至 2020年１月20日

自 2018年４月21日
至 2019年４月20日

売上高 (千円) 5,986,972 5,736,706 8,330,846

経常利益 (千円) 767,423 764,471 1,073,262

親会社株主に帰属する
四半期(当期)純利益

(千円) 509,413 513,716 701,210

四半期包括利益又は包括利益 (千円) 500,511 558,473 709,902

純資産額 (千円) 10,787,869 11,204,287 10,997,259

総資産額 (千円) 13,842,227 14,153,519 14,480,269

１株当たり四半期(当期)
純利益

(円) 97.11 97.94 133.68

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 (％) 74.91 75.94 72.97
 

 

回次
第54期

第３四半期
連結会計期間

第55期
第３四半期
連結会計期間

会計期間
自 2018年10月21日
至 2019年１月20日

自 2019年10月21日
至 2020年１月20日

１株当たり四半期純利益 (円) 29.88 22.58
 

(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)純利益は、潜在株式がないため記載いたしておりません。

 

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）経営成績

当第３四半期連結累計期間におきましては、海外での受注に一部好調さが見られるものの、産業用機器の売上減少

をカバーするには至りませんでした。

　この結果、当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高57億36百万円（前年同期比4.2％減）、営業利益７億46百万

円（同0.3％減）、経常利益７億64百万円（同0.4％減）、親会社株主に帰属する四半期純利益５億13百万円（同0.8％

増）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 理科学機器設備

自治体の学校校舎改修計画の遅れの影響により、実習台や収納戸棚類の売上が前年を下回ったものの、アジア地域

を中心に滅菌器の売上が引き続き好調であったため、売上高は30億81百万円（前年同期比0.8％増）、セグメント利益

は３億31百万円（同19.8％増）となりました。

② 保健医科機器

学校向け健康診断機器などは、消費税増税前の駆け込み需要の反動により当第３四半期連結会計期間に売上が鈍化

したものの、ＡＥＤの新規及び更新需要に対する取組みは一定の成果を維持したため、売上高は13億37百万円（前年

同期比1.8％増）、セグメント利益は２億53百万円（同4.5％増）となりました。

③ 産業用機器

好調だった半導体メーカーの設備投資の減速が続き、エレクトロニクス関連市場向けの売上が低調に推移したた

め、売上高は13億18百万円（前年同期比18.5％減）、セグメント利益は１億79百万円（同27.5％減）となりました。

 

（２）財政状態

当第３四半期連結会計期間末の総資産は141億53百万円となり、前連結会計年度末に比べて３億26百万円減少しまし

た。これは主に、有価証券及び投資有価証券が２億30百万円増加した一方、現金及び預金が１億49百万円、受取手形

及び売掛金が２億19百万円、保険積立金１億75百万円、繰延税金資産が１億50百万円減少したこと等によるものであ

ります。負債は29億49百万円となり、前連結会計年度末に比べて５億33百万円減少しました。これは主に、未払法人

税等が２億62百万円、賞与引当金が１億74百万円、役員退職慰労引当金が２億90百万円減少したこと等によるもので

あります。純資産は前連結会計年度末に比べて２億７百万円増加し112億４百万円となり、自己資本比率は75.9％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

当第３四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発活動金額は、114,218千円であります。　

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。

 

３ 【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。　
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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 27,200,000

計 27,200,000
 

 

② 【発行済株式】

 

種類
第３四半期会計期間末

現在発行数(株)
(2020年１月20日)

提出日現在発行数(株)
(2020年２月28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 5,300,000 5,300,000
㈱名古屋証券取引所

市場第二部
単元株式数

   100株

計 5,300,000 5,300,000 ― ―
 

 

(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
(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)

2019年11月21日 
(注)

△1,501,760 5,300,000 ― 787,299 ― 676,811
 

（注）自己株式の消却による減少であります。
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(5) 【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。

 

(6) 【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(2019年10月20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】

   2019年10月20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 1,556,200
 

― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式 5,244,700
 

52,447 ―

単元未満株式 普通株式 860
 

― ―

発行済株式総数 6,801,760 ― ―

総株主の議決権 ― 52,447 ―
 

(注) １　「単元未満株式」欄には、当社所有の自己株式97株が含まれております。

２　2019年11月８日開催の取締役会決議により、2019年11月21日付で自己株式の消却を実施しております。これ

により、当第３四半期会計期間末日現在の発行済株式総数は1,501,760株減少し、5,300,000株となっており

ます。

 

② 【自己株式等】

    2019年10月20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)
株式会社ヤガミ

名古屋市中区丸の内３－２－29 1,556,200 ― 1,556,200 22.88

計 ― 1,556,200 ― 1,556,200 22.88
 

(注)　2019年11月８日開催の取締役会決議により、2019年11月21日付で自己株式の消却を実施しております。

　　　当第３期四半期会計期間末日現在における自己株式数は、54,500株（発行済株式総数に対する所有株式数の割合

　　　は、1.03％）となっております。

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(2019年10月21日から2020年

１月20日まで)及び第３四半期連結累計期間(2019年４月21日から2020年１月20日まで)に係る四半期連結財務諸表につ

いて、普賢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
(2019年４月20日)

当第３四半期連結会計期間
(2020年１月20日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 6,703,203 6,553,541

  受取手形及び売掛金 ※  1,834,415 1,614,657

  電子記録債権 ※  328,638 231,561

  有価証券 100,120 ―

  商品及び製品 917,676 979,584

  仕掛品 112,099 157,862

  原材料及び貯蔵品 375,949 398,695

  その他 81,556 227,770

  貸倒引当金 △852 △2,228

  流動資産合計 10,452,806 10,161,445

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物及び構築物（純額） 324,694 315,764

   土地 1,346,573 1,346,573

   その他（純額） 91,211 78,594

   有形固定資産合計 1,762,478 1,740,931

  無形固定資産   

   ソフトウエア 95,271 79,122

   その他 4,492 4,492

   無形固定資産合計 99,763 83,614

  投資その他の資産   

   投資有価証券 1,636,877 1,967,488

   繰延税金資産 314,346 163,626

   保険積立金 175,892 ―

   その他 41,122 43,112

   貸倒引当金 △3,018 △6,699

   投資その他の資産合計 2,165,219 2,167,527

  固定資産合計 4,027,462 3,992,073

 資産合計 14,480,269 14,153,519
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           (単位：千円)

          
前連結会計年度
(2019年４月20日)

当第３四半期連結会計期間
(2020年１月20日)

負債の部   

 流動負債   

  支払手形及び買掛金 ※  738,241 759,545

  電子記録債務 585,879 568,434

  未払金 61,364 136,267

  未払法人税等 269,131 6,975

  賞与引当金 244,884 69,896

  役員退職慰労引当金 306,849 ―

  その他 221,882 288,330

  流動負債合計 2,428,232 1,829,450

 固定負債   

  役員退職慰労引当金 160,153 176,160

  退職給付に係る負債 330,454 332,314

  繰延税金負債 44,357 61,110

  その他 519,811 550,195

  固定負債合計 1,054,776 1,119,781

 負債合計 3,483,009 2,949,231

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 787,299 787,299

  資本剰余金 676,811 676,811

  利益剰余金 10,026,066 9,248,415

  自己株式 △974,066 △34,145

  株主資本合計 10,516,109 10,678,380

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 49,958 69,917

  その他の包括利益累計額合計 49,958 69,917

 非支配株主持分 431,191 455,989

 純資産合計 10,997,259 11,204,287

負債純資産合計 14,480,269 14,153,519
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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 2018年４月21日
　至 2019年１月20日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2019年４月21日
　至 2020年１月20日)

売上高 5,986,972 5,736,706

売上原価 3,676,729 3,410,954

売上総利益 2,310,242 2,325,752

販売費及び一般管理費 1,561,143 1,579,169

営業利益 749,098 746,583

営業外収益   

 受取利息 2,007 1,375

 有価証券利息 4,797 7,669

 受取配当金 5,649 6,732

 不動産賃貸料 294 316

 受取補償金 3,500 ―

 その他 3,904 3,562

 営業外収益合計 20,154 19,656

営業外費用   

 支払利息 191 191

 売上割引 1,041 974

 為替差損 563 373

 その他 34 230

 営業外費用合計 1,829 1,769

経常利益 767,423 764,471

特別利益   

 投資有価証券売却益 12,377 ―

 固定資産売却益 ― 616

 保険解約返戻金 ― 8,718

 保険譲渡益 ― 21,509

 特別利益合計 12,377 30,844

特別損失   

 固定資産除却損 ― 101

 特別損失合計 ― 101

税金等調整前四半期純利益 779,800 795,214

法人税、住民税及び事業税 177,428 98,027

法人税等調整額 73,418 158,672

法人税等合計 250,847 256,699

四半期純利益 528,953 538,514

非支配株主に帰属する四半期純利益 19,540 24,797

親会社株主に帰属する四半期純利益 509,413 513,716
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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 2018年４月21日
　至 2019年１月20日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2019年４月21日
　至 2020年１月20日)

四半期純利益 528,953 538,514

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 △28,441 19,959

 その他の包括利益合計 △28,441 19,959

四半期包括利益 500,511 558,473

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 480,971 533,676

 非支配株主に係る四半期包括利益 19,540 24,797
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【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

※ 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、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、前

連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が、前連結会計年度末残高に含まれておりま

す。

 

 
前連結会計年度

(2019年４月20日)
当第３四半期連結会計期間

(2020年１月20日)

受取手形 　　　　9,213千円 　 　　 　―

電子記録債権 　　　　9,157千円 　　　　　―

支払手形 　　　　1,967千円 　　　　　―
 

 

(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 2018年４月21日
至 2019年１月20日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2019年４月21日
至 2020年１月20日)

減価償却費 63,255千円 65,828千円
 

 

(株主資本等関係)

Ⅰ 前第３四半期連結累計期間(自 2018年４月21日 至 2019年１月20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

2018年５月22日
取締役会

普通株式  372,441  71 2018年４月20日 2018年６月25日 利益剰余金
 

 

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。

 

Ⅱ 当第３四半期連結累計期間(自 2019年４月21日 至 2020年１月20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

2019年５月30日
取締役会

普通株式 351,446 67 2019年４月20日 2019年６月24日 利益剰余金
 

 

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、2019年11月８日開催の取締役会決議により、2019年11月21日付で自己株式の消却を実施しております。この

結果、当第３四半期連結累計期間において利益剰余金及び自己株式がそれぞれ939,921千円減少し、当第３四半期連結会

計期間末において利益剰余金が9,248,415千円、自己株式が34,145千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】

Ⅰ 前第３四半期連結累計期間(自 2018年４月21日 至 2019年１月20日)

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

合計
調整額
(注)１

四半期連結
損益計算書
計上額
(注)２

理科学
機器設備

保健医科
機器

産業用
機器

売上高       

  外部顧客への売上高 3,056,180 1,314,381 1,616,410 5,986,972 ― 5,986,972

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

― ― ― ― ― ―

計 3,056,180 1,314,381 1,616,410 5,986,972 ― 5,986,972

セグメント利益 276,454 242,689 247,747 766,891 532 767,423
 

(注) １．セグメント利益の調整額は、報告セグメントに帰属しないものであります。

２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。

　

Ⅱ 当第３四半期連結累計期間(自 2019年４月21日 至 2020年１月20日)

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

合計 調整額

四半期連結
損益計算書
計上額 
(注)

理科学
機器設備

保健医科
機器

産業用
機器

売上高       

  外部顧客への売上高 3,081,126 1,337,530 1,318,050 5,736,706 ― 5,736,706

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

― ― ― ― ― ―

計 3,081,126 1,337,530 1,318,050 5,736,706 ― 5,736,706

セグメント利益 331,235 253,600 179,635 764,471 ― 764,471
 

(注) セグメント利益は、四半期連結損益計算書の経常利益と一致しております。
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(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３四半期連結累計期間
(自 2018年４月21日
至 2019年１月20日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2019年４月21日
至 2020年１月20日)

   １株当たり四半期純利益 97円11銭 97円94銭

    (算定上の基礎)   

   親会社株主に帰属する四半期純利益(千円)  509,413 513,716

    普通株主に帰属しない金額  ― ―

   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)

 509,413 513,716

    普通株式の期中平均株式数(株)  5,245,531 5,245,463
 

(注)　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益は、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】　

 　　該当事項はありません。

EDINET提出書類

株式会社ヤガミ(E02843)

四半期報告書

13/15



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
 

2020年２月27日

株式会社ヤガミ

取締役会  御中

 

普賢監査法人
 

 

指定社員

業務執行社員
 公認会計士 荒　木　正　博 印

 

 

指定社員

業務執行社員
 公認会計士 佐　藤　功　一 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」に掲げられている株式会社ヤガミ

の2019年４月21日から2020年４月20日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間(2019年10月21日から2020年１月20

日まで)及び第３四半期連結累計期間(2019年４月21日から2020年１月20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、株式会社ヤガミ及び連結子会社の2020年１月20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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