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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51期

第１四半期
連結累計期間

第52期
第１四半期
連結累計期間

第51期

会計期間
自 平成27年４月21日
至 平成27年７月20日

自 平成28年４月21日
至 平成28年７月20日

自 平成27年４月21日
至 平成28年４月20日

売上高 (千円) 1,497,337 1,626,434 8,317,482

経常利益 (千円) 111,939 156,858 1,182,103

親会社株主に帰属する
四半期(当期)純利益

(千円) 67,578 98,441 702,788

四半期包括利益又は包括利益 (千円) 92,904 102,544 723,772

純資産額 (千円) 8,656,221 9,305,682 9,255,607

総資産額 (千円) 11,384,077 12,310,097 12,683,362

１株当たり四半期(当期)
純利益金額

(円) 12.61 18.76 133.22

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 (％) 73.40 72.88 70.40
 

(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)純利益金額は、潜在株式がないため記載しておりません。

 

２ 【事業の内容】

当第１四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１四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１四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が判断したものであります。

(1)　業績の状況

当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、設備投資に持ち直しの動きがみられたものの、新興国の景気

減速に加え、英国のＥＵ離脱問題に伴う世界経済への影響も懸念される等、先行きに対して不透明な状況で推移い

たしました。

　このような状況のもと、当社グループでは、前年度から続く学校校舎の耐震化及び老朽化改修工事に伴う設備需

要への対応や、ＡＥＤの受注獲得、アジア地域を中心とした滅菌器の販売などに注力してまいりました。

　この結果、当第１四半期連結累計期間の業績は、売上高16億26百万円（前年同期比8.6％増）、営業利益１億51百

万円（同43.4％増）、経常利益１億56百万円（同40.1％増）、親会社株主に帰属する四半期純利益98百万円（同

45.7％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

前年度からの学校校舎改修工事に伴う実習台や収納戸棚類の納入が当四半期も続いたほか、南米やアジア地域に

おける滅菌器の販売が好調だった結果、売上高は８億57百万円（前年同期比16.4％増）、セグメント利益は57百万

円（同626.4％増）となりました

②　保健医科機器　

ＡＥＤの買替え需要が堅調に推移したほか、熱中症対策などの季節性商品や、蘇生法教育人体モデルの売上が増

加したことから、売上高は４億72百万円（前年同期比8.9％増）、セグメント利益は76百万円（同24.9％増）となり

ました。

③　産業用機器

国内市場における環境試験装置の売上が低調だったことに加え、保温・加熱用電気ヒーターの販売が伸び悩んだ

結果、売上高は２億97百万円（前年同期比9.3％減）、セグメント利益は22百万円（同45.7％減）となりました。

(2)　財政状態の分析

当第１四半期連結会計期間末の総資産は123億10百万円となり、前連結会計年度末に比べて３億73百万円減少しま

した。これは主に、商品及び製品が１億39百万円増加した一方、受取手形及び売掛金が５億45百万円減少したこと

等によるものであります。負債は30億４百万円となり、前連結会計年度末に比べて４億23百万円減少しました。こ

れは主に、支払手形及び買掛金が１億34百万円増加した一方、電子記録債務が２億６百万円、未払法人税等が２億

71百万円、賞与引当金が１億58百万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

50百万円増加し93億５百万円となり、自己資本比率は72.9％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１四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１四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、31,628千円であります。

なお、当第１四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 27,200,000

計 27,200,000
 

 

② 【発行済株式】

 

種類
第１四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成28年７月20日)

提出日現在
発行数(株)

(平成28年８月30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 6,801,760 6,801,760
名古屋証券取引所
（市場第二部）

　　　　単元株式数
　　　　　1,000株

計 6,801,760 6,801,760 ― ―
 

 

(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４月21日～
　平成28年７月20日

― 6,801,760 ― 787,299 ― 676,811
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(6) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四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１四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28年４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】

平成28年４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 1,554,000
 

― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式 5,242,000
 

5,242 ―

単元未満株式 普通株式 5,760
 

― ―

発行済株式総数 6,801,760 ― ―

総株主の議決権 ― 5,242 ―
 

(注) 単元未満株式数には、当社所有の自己株式799株が含まれております。

 

② 【自己株式等】

  平成28年４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三丁
目２番29号

1,554,000 ― 1,554,000 22.85

計 ― 1,554,000 ― 1,554,000 22.85
 

 

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１四半期連結会計期間(平成28年４月21日から平成

28年７月20日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成28年４月21日から平成28年７月20日まで)に係る四半期連結財務

諸表について、監査法人東海会計社による四半期レビューを受けております。

 

EDINET提出書類

株式会社ヤガミ(E02843)

四半期報告書

 6/15



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４月20日)
当第１四半期連結会計期間

(平成28年７月20日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 5,777,780 5,811,175

  受取手形及び売掛金 2,176,063 1,630,130

  電子記録債権 166,338 138,443

  有価証券 560,515 460,063

  商品及び製品 773,696 913,035

  仕掛品 77,417 108,292

  原材料及び貯蔵品 249,909 266,221

  繰延税金資産 110,953 58,793

  その他 99,920 113,492

  貸倒引当金 △3,846 △3,580

  流動資産合計 9,988,747 9,496,067

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物及び構築物（純額） 369,984 366,621

   土地 1,346,573 1,346,573

   その他（純額） 35,324 58,546

   有形固定資産合計 1,751,882 1,771,741

  無形固定資産   

   ソフトウエア 12,737 14,021

   その他 4,492 4,492

   無形固定資産合計 17,230 18,514

  投資その他の資産   

   投資有価証券 602,839 693,541

   繰延税金資産 112,754 117,214

   保険積立金 168,692 169,292

   その他 44,051 46,561

   貸倒引当金 △2,835 △2,835

   投資その他の資産合計 925,502 1,023,773

  固定資産合計 2,694,615 2,814,029

 資産合計 12,683,362 12,310,097
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           (単位：千円)

          
前連結会計年度

(平成28年４月20日)
当第１四半期連結会計期間

(平成28年７月20日)

負債の部   

 流動負債   

  支払手形及び買掛金 828,003 962,591

  電子記録債務 643,498 437,015

  未払金 81,818 60,428

  未払法人税等 278,763 6,801

  賞与引当金 217,645 58,846

  その他 206,553 274,059

  流動負債合計 2,256,284 1,799,742

 固定負債   

  役員退職慰労引当金 384,005 391,480

  退職給付に係る負債 279,490 287,106

  繰延税金負債 89,352 87,433

  その他 418,621 438,651

  固定負債合計 1,171,470 1,204,671

 負債合計 3,427,754 3,004,414

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 8,378,219 8,424,190

  自己株式 △972,163 △972,163

  株主資本合計 8,870,166 8,916,137

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 59,260 55,572

  その他の包括利益累計額合計 59,260 55,572

 非支配株主持分 326,180 333,972

 純資産合計 9,255,607 9,305,682

負債純資産合計 12,683,362 12,310,097
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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１四半期連結累計期間】

           (単位：千円)

          前第１四半期連結累計期間
(自 平成27年４月21日
　至 平成27年７月20日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成28年４月21日
　至 平成28年７月20日)

売上高 1,497,337 1,626,434

売上原価 905,495 966,842

売上総利益 591,841 659,592

販売費及び一般管理費 485,843 507,629

営業利益 105,998 151,962

営業外収益   

 受取利息 1,005 888

 有価証券利息 354 894

 受取配当金 2,356 2,382

 不動産賃貸料 94 88

 その他 3,883 1,212

 営業外収益合計 7,693 5,465

営業外費用   

 支払利息 74 99

 売上割引 300 314

 その他 1,377 155

 営業外費用合計 1,752 569

経常利益 111,939 156,858

特別損失   

 固定資産除却損 248 ―

 特別損失合計 248 ―

税金等調整前四半期純利益 111,691 156,858

法人税、住民税及び事業税 208 3,226

法人税等調整額 36,577 47,399

法人税等合計 36,786 50,626

四半期純利益 74,904 106,232

非支配株主に帰属する四半期純利益 7,326 7,791

親会社株主に帰属する四半期純利益 67,578 98,441
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【四半期連結包括利益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

           (単位：千円)

          前第１四半期連結累計期間
(自 平成27年４月21日
　至 平成27年７月20日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成28年４月21日
　至 平成28年７月20日)

四半期純利益 74,904 106,232

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 17,999 △3,688

 その他の包括利益合計 17,999 △3,688

四半期包括利益 92,904 102,544

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 85,578 94,752

 非支配株主に係る四半期包括利益 7,326 7,791
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【注記事項】

(会計方針の変更)

法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」（実務対

応報告第32号　平成28年６月17日）を当第１四半期連結会計期間に適用し、平成28年４月１日以後に取得する建

物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。なお、当第１四半期連結累

計期間において、四半期連結財務諸表への影響額はありません。

 

(追加情報)

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号　平成28年３月28日）を当第

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１四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１四半

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１四半期連結累計期間
(自 平成27年４月21日
至 平成27年７月20日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成28年４月21日
至 平成28年７月20日)

減価償却費 20,551千円 11,906千円
 

 

(株主資本等関係)

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間(自 平成27年４月21日 至 平成27年７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

平成27年７月14日
定時株主総会

普通株式 48,797 ９ 平成27年４月20日 平成27年７月15日 利益剰余金
 

 

２．基準日が当第１四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１四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１四半期連結累計期間(自 平成28年４月21日 至 平成28年７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

平成28年５月24日
取締役会

普通株式 52,469 10 平成28年４月20日 平成28年６月27日 利益剰余金
 

 

２．基準日が当第１四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１四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。

EDINET提出書類

株式会社ヤガミ(E02843)

四半期報告書

11/15



(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間(自 平成27年４月21日 至 平成27年７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 736,489 433,367 327,480 1,497,337 ― 1,497,337

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

― ― ― ― ― ―

計 736,489 433,367 327,480 1,497,337 ― 1,497,337

セグメント利益 7,912 60,943 41,497 110,353 1,586 111,939
 

(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１四半期連結累計期間(自 平成28年４月21日 至 平成28年７月20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

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 857,244 472,145 297,045 1,626,434 ― 1,626,434

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

― ― ― ― ― ―

計 857,244 472,145 297,045 1,626,434 ― 1,626,434

セグメント利益 57,475 76,110 22,535 156,121 737 156,858
 

(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。

 
２．報告セグメントの変更等に関する事項

当第１四半期連結会計期間より、各セグメントの経営成績の実態をより的確に把握することを目的に、販売費及び

一般管理費の配分方法を変更しております。

当該変更により、従来の方法に比べて、当第１四半期連結累計期間の「理科学機器設備」のセグメント利益が9,388

千円増加し、「産業用機器」のセグメント利益が9,388千円減少しております。
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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１四半期連結累計期間
(自 平成27年４月21日
至 平成27年７月20日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成28年４月21日
至 平成28年７月20日)

　　１株当たり四半期純利益金額 12円61銭 18円76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) 67,578 98,441

   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)

67,578 98,441

　　普通株式の期中平均株式数(株) 5,360,423 5,246,961
 

(注)　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額は、潜在株式が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】

平成28年５月24日開催の取締役会において、平成28年４月20日の株主名簿に記録された株主に対し、次のとおり

期末配当を行うことを決議いたしました。

①　配当金の総額                              　52,469千円

②　１株当たりの金額      　                     10円00銭

③　支払請求権の効力発生日及び支払開始日  平成28年６月27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28年８月29日

株式会社ヤガミ

取締役会  御中

 

監査法人東海会計社
 

 

代表社員

業務執行社員
 公認会計士   塚　本　 憲　司 　　  印

 

 

代表社員

業務執行社員
 公認会計士   小　島　 浩　司　　　 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

の平成28年４月21日から平成29年４月20日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間(平成28年４月21日から平成28

年７月20日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成28年４月21日から平成28年７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平成28年７月20日現在の財政状

態及び同日をもって終了する第１四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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