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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76期

第１四半期
連結累計期間

第77期
第１四半期
連結累計期間

第76期

会計期間
自 平成25年４月１日
至 平成25年６月30日

自 平成26年４月１日
至 平成26年６月30日

自 平成25年４月１日
至 平成26年３月31日

売上高 (百万円) 6,721 7,267 31,074

経常損失(△) (百万円) △271 △87 △49

四半期(当期)純損失(△) (百万円) △284 △107 △78

四半期包括利益又は包括利益 (百万円) △288 △47 △78

純資産額 (百万円) 9,092 10,022 9,801

総資産額 (百万円) 32,285 32,993 33,256

１株当たり四半期(当期)純損失金額
(△)

(円) △20.12 △7.06 △5.25

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 (％) 28.2 30.4 29.5
 

(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、１株当たり四半期（当期）純損失であ

り、また、潜在株式が存在し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、当グループ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、政府による経済政策や金融緩和策などの効果により、景気の

回復基調が続いておりますが、消費税率引き上げ前の駆け込み需要の反動から一部に弱い動きが見られました。

 住宅市場におきましても、消費税率引き上げ前の駆け込み需要の反動により、平成26年度第１四半期連結累計期

間における新設住宅着工戸数は218千戸（前年同四半期比9.3％減）の減少となりました。

 石膏ボード業界におきましては、平成26年度第１四半期連結累計期間における製品出荷量は124百万㎡（前年同四

半期比4.9％増）と、前年同期対比で増加はしているものの、４月以降の出荷数量は減少傾向に転じております。

 当グループにおきましては、原油高による動力費・燃料費の高騰及び運賃の負担が増加しておりますが、石膏

ボードを中心にケイ酸カルシウム板、鋼製下地材等の更なる拡販と収益の確保に取り組んでまいりました。

 なお、例年第１四半期は他の四半期と比べ製品の出荷数量が少なく、売上高が低くなる傾向があり、費用面で

は、工場設備のメンテナンス費用が第１四半期に偏重して発生しております。

 この結果、当グループの当第１四半期連結累計期間における業績は、昨秋からの販売価格の値上げが浸透し、売

上高は72億67百万円（前年同四半期比8.1％増）となりました。メンテナンス費用、減価償却費の負担等により営業

損失は81百万円（前年同四半期は営業損失２億48百万円）、支払利息の計上などにより経常損失は87百万円（前年

同四半期は経常損失２億71百万円）、四半期純損失は１億７百万円（前年同四半期は四半期純損失２億84百万円）

となりました。

 当グループは、単一セグメントであり、本邦以外の国または地域に所在する連結子会社がないためセグメント情

報の記載を省略しております。
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(2) 財政状態の分析

（資産）

資産合計は、329億93百万円（前連結会計年度末比２億63百万円減）となりました。

流動資産の減少（前連結会計年度末比４億67百万円減）は、受取手形及び売掛金の減少（前連結会計年度末比５

億58百万円減）、商品及び製品の増加（前連結会計年度末比１億69百万円増）が主な要因であります。

固定資産の増加（前連結会計年度末比２億５百万円増）は、機械装置及び運搬具の増加（前連結会計年度末比２

億23百万円増）が主な要因であります。

　

（負債）

負債合計は、229億70百万円（前連結会計年度末比４億83百万円減）となりました。

流動負債の増加（前連結会計年度末比１億85百万円増）は、賞与引当金の増加（前連結会計年度末比１億28百万

円増）が主な要因であります。

固定負債の減少（前連結会計年度末比６億69百万円減）は、退職給付に係る負債の減少（前連結会計年度末比３

億23百万円減）、長期借入金の減少（前連結会計年度末比２億96百万円減）が主な要因であります。

　

（純資産）

純資産合計は、100億22百万円（前連結会計年度末比２億20百万円増）となりました。

 これは、配当金の支払、四半期純損失の計上があったものの、退職給付に関する会計基準等の改正に伴う利益剰

余金の増加（前連結会計年度末比１億60百万円増）が主な要因であります。

 

(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、事業上及び財務上の対処すべき課題について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１四半期連結累計期間の研究開発費の総額は53百万円であります。
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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 32,000,000

計 32,000,000
 

 

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26年６月30日)

提出日現在発行数(株)
(平成26年８月12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 15,470,000 15,470,000
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 15,470,000 15,470,000 ― ―
 

 

(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26年６月30日 ― 15,470,000 ― 4,181,950 ― 4,956,950
 

 

(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。

EDINET提出書類

チヨダウーテ株式会社(E01197)

四半期報告書

 5/17



 

(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26年３月31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26年６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    222,000

― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式 15,246,800 152,468 単元株式数は100株であります。

単元未満株式 普通株式      1,200 ― ―

発行済株式総数 15,470,000 ― ―

総株主の議決権 ― 152,468 ―
 

 

② 【自己株式等】

  平成26年６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）
チヨダウーテ株式会社

三重県四日市市住吉町
15番２号

222,000 ― 222,000 1.43

計 ― 222,000 ― 222,000 1.43
 

 

 
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26年４月１日から平成

26年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成26年４月１日から平成26年６月30日まで）に係る四半期連結

財務諸表について、仰星監査法人により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26年３月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成26年６月30日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 1,556,324 1,538,041

  受取手形及び売掛金 6,071,255 5,513,216

  商品及び製品 952,764 1,122,230

  仕掛品 85,437 77,010

  原材料及び貯蔵品 1,218,058 1,196,957

  その他 661,474 631,855

  貸倒引当金 △67,069 △68,632

  流動資産合計 10,478,244 10,010,678

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物及び構築物（純額） 4,677,563 4,622,208

   機械装置及び運搬具（純額） 4,110,335 4,333,591

   土地 9,551,068 9,551,068

   その他（純額） 768,517 703,904

   有形固定資産合計 19,107,485 19,210,772

  無形固定資産 477,022 454,225

  投資その他の資産   

   投資有価証券 1,110,950 1,203,868

   その他 2,090,573 2,122,976

   貸倒引当金 △30,746 △30,737

   投資その他の資産合計 3,170,777 3,296,106

  固定資産合計 22,755,286 22,961,105

 繰延資産 23,020 21,435

 資産合計 33,256,551 32,993,219
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           (単位：千円)

          
前連結会計年度

(平成26年３月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成26年６月30日)

負債の部   

 流動負債   

  支払手形及び買掛金 4,107,741 4,017,618

  短期借入金 8,525,042 8,545,868

  未払法人税等 68,026 17,409

  賞与引当金 235,742 364,385

  その他 2,405,583 2,582,312

  流動負債合計 15,342,137 15,527,594

 固定負債   

  社債 1,340,000 1,300,000

  長期借入金 3,974,697 3,678,102

  役員退職慰労引当金 150,978 131,116

  退職給付に係る負債 1,352,791 1,028,840

  資産除去債務 124,498 125,161

  負ののれん 10,283 9,954

  関係会社損失引当金 29,000 29,000

  その他 1,130,259 1,141,045

  固定負債合計 8,112,508 7,443,220

 負債合計 23,454,646 22,970,815

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 4,181,950 4,181,950

  資本剰余金 4,986,335 4,986,335

  利益剰余金 872,353 1,032,356

  自己株式 △103,896 △103,896

  株主資本合計 9,936,742 10,096,745

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 139,104 183,105

  退職給付に係る調整累計額 △273,941 △257,447

  その他の包括利益累計額合計 △134,837 △74,341

 純資産合計 9,801,905 10,022,403

負債純資産合計 33,256,551 32,993,219
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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25年４月１日
　至 平成25年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年６月30日)

売上高 6,721,718 7,267,669

売上原価 ※  4,534,418 ※  4,832,679

売上総利益 2,187,299 2,434,989

販売費及び一般管理費 2,435,591 2,516,498

営業損失（△） △248,292 △81,508

営業外収益   

 受取利息 3,812 3,419

 受取配当金 13,155 15,075

 受取賃貸料 13,698 14,679

 その他 13,714 27,564

 営業外収益合計 44,381 60,739

営業外費用   

 支払利息 38,094 34,973

 その他 29,718 32,102

 営業外費用合計 67,813 67,075

経常損失（△） △271,724 △87,844

特別利益   

 固定資産売却益 4,634 3,668

 特別利益合計 4,634 3,668

特別損失   

 固定資産売却損 106 -

 固定資産除却損 290 5

 投資有価証券評価損 - 9,500

 特別損失合計 396 9,505

税金等調整前四半期純損失（△） △267,487 △93,681

法人税等 16,640 13,916

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △284,128 △107,597

四半期純損失（△） △284,128 △107,597
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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25年４月１日
　至 平成25年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △284,128 △107,597

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 △4,613 44,001

 退職給付に係る調整額 - 16,494

 その他の包括利益合計 △4,613 60,495

四半期包括利益 △288,742 △47,101

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 △288,742 △47,101
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【注記事項】

（会計方針の変更等）

 （会計方針の変更）

（退職給付に関する会計基準等の適用）

「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号 平成24年５月17日。以下「退職給付会計基準」とい

う。）及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号 平成24年５月17日。以下

「退職給付適用指針」という。）を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられた

定めについて当第１四半期連結会計期間より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給付見

込額の期間帰属方法を期間定額基準から給付算定式基準へ変更並びに割引率の決定方法を割引率決定の基礎となる

債券の期間について従業員の平均残存勤務期間に近似した年数を基礎に決定する方法から退職給付の支払見込期間

及び支払見込期間ごとの金額を反映した単一の加重平均割引率を使用する方法へ変更いたしました。

 退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従って、当第１四半

期連結会計期間の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を利益剰余金に加減し

ております。

 この結果、当第１四半期連結会計期間の期首の退職給付に係る負債が３億13百万円減少し、利益剰余金が３億13

百万円増加しております。なお、当第１四半期連結累計期間の営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失

に与える影響につきましては、金額が軽微であるため記載を省略しております。

 

 
（四半期連結貸借対照表関係）

　

１ 受取手形割引高及び手形債権流動化残高

 

 
前連結会計年度

(平成26年３月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成26年６月30日)

受取手形割引高 146,996千円 109,101千円

手形債権流動化残高 2,379,203千円 2,404,321千円
 

信託手形債権が取立不能等の場合においてのみ手形債権の買戻し義務が発生する特約となっております。

　

　

（四半期連結損益計算書関係）

　

※ 売上原価の季節的変動

前第１四半期連結累計期間（自 平成25年４月１日 至 平成25年６月30日）及び当第１四半期連結累計期間（自 

平成26年４月１日 至 平成26年６月30日）

当グループの売上原価は、ボイラー設備の点検・修理及び定期修理を第１四半期連結累計期間に集中して行ってお

り、メンテナンス費用の発生が他の四半期連結会計期間と比較して高くなる傾向にあります。

　

　

（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(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及び負ののれんの償却額は、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25年４月１日
至 平成25年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
至 平成26年６月30日)

減価償却費 317,633千円 351,748千円

負ののれんの償却額 328千円 328千円
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（株主資本等関係）

 

前第１四半期連結累計期間(自 平成25年４月１日 至 平成25年６月30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25年６月27日
定時株主総会

普通株式 70,600 5.00 平成25年３月31日 平成25年６月28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。

 

 

当第１四半期連結累計期間(自 平成26年４月１日 至 平成26年６月30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26年６月26日
定時株主総会

普通株式 45,744 3.00 平成26年３月31日 平成26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。

 

 

（セグメント情報等）
 

 【セグメント情報】

 

前第１四半期連結累計期間(自 平成25年４月１日 至 平成25年６月30日)

当グループの事業は、石膏ボードを中心とする建築内装材料の製造、販売を主に、これらに付帯する一切の事業を

行っている単一事業であります。

 したがいまして、開示対象となるセグメントはありませんので、記載を省略しております。

 

当第１四半期連結累計期間(自 平成26年４月１日 至 平成26年６月30日)

当グループの事業は、石膏ボードを中心とする建築内装材料の製造、販売を主に、これらに付帯する一切の事業を

行っている単一事業であります。

 したがいまして、開示対象となるセグメントはありませんので、記載を省略しております。
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（１株当たり情報）

 

 １株当たり四半期純損失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25年４月１日
至 平成25年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
至 平成26年６月30日)

１株当たり四半期純損失金額 20円12銭 7円06銭

（算定上の基礎）   

四半期純損失金額(千円) 284,128 107,597

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式に係る四半期純損失金額(千円) 284,128 107,597

普通株式の期中平均株式数(株) 14,120,000 15,248,000
 

(注) 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、１株当たり四半期純損失であり、また、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。
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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
　

平成26年８月８日
 

チヨダウーテ株式会社

 取締役会 御中
 

　

仰星監査法人  
 

　
代表社員

業務執行社員
 公認会計士 柴  田  和  範   印

 

　
代表社員

業務執行社員
 公認会計士 新  田  泰  生   印

 

　

業務執行社員  公認会計士 小  出  修  平   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」に掲げられているチヨダウーテ株

式会社の平成26年４月１日から平成27年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間（平成26年４月１日か

ら平成26年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成26年４月１日から平成26年６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、チヨダウーテ株式会社及び連結子会社の平成26年６月30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。
　
強調事項

会計方針の変更等に記載の通り、会社は「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号 平成24年５月17日）

及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号 平成24年５月17日）を、退職給付会計

基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられた定めについて当第１四半期連結会計期間より適用してい

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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