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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55期

第２四半期累計期間
第56期

第２四半期累計期間
第55期

会計期間
自平成25年４月１日
至平成25年９月30日

自平成26年４月１日
至平成26年９月30日

自平成25年４月１日
至平成26年３月31日

売上高 （千円） 1,472,704 1,856,597 3,162,743

経常利益 （千円） 51,561 29,843 102,115

四半期（当期）純利益 （千円） 46,958 29,357 90,444

持分法を適用した場合の投資利益 （千円） － － －

資本金 （千円） 376,800 376,800 376,800

発行済株式総数 （千株） 6,000 6,000 6,000

純資産額 （千円） 1,235,693 1,391,411 1,269,942

総資産額 （千円） 2,952,706 3,146,571 3,092,501

１株当たり四半期（当期）純利益

金額
（円） 7.83 4.89 15.07

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額
（円） － － －

１株当たり配当額 （円） 1.5 1.5 3.0

自己資本比率 （％） 41.8 44.2 41.1

営業活動によるキャッシュ・フ

ロー
（千円） 77,941 153,334 204,742

投資活動によるキャッシュ・フ

ロー
（千円） △44,243 △38,431 △49,414

財務活動によるキャッシュ・フ

ロー
（千円） △8,929 △9,044 △17,980

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高
（千円） 389,731 610,659 503,377

 

回次
第55期

第２四半期会計期間
第56期

第２四半期会計期間

会計期間
自平成25年７月１日
至平成25年９月30日

自平成26年７月１日
至平成26年９月30日

１株当たり四半期純利益金額 （円） 2.25 0.18

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度にかかる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、消費税等は含んでおりません。

３．持分法を適用した場合の投資利益については、当社には関連会社が存在しないため記載しておりません。

４．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。
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２【事業の内容】

　当第２四半期累計期間において、当社及び当社の関係会社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。

また、主要な関係会社における異動もありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

当第２四半期累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、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【経営上の重要な契約等】

　当第２四半期会計期間において、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、当四半期会計期間の末日現在において当社が判断したものであります。

（1）業績の状況

当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、政府や日銀による経済・金融政策の効果もあり、企業業績や雇

用情勢の改善がみられ、基調的には緩やかな回復を続けているものの、夏場の天候不順や消費税増税前の駆け込

み需要の反動に加え、円安による輸入原材料やエネルギーコストの上昇により消費マインドの低下が懸念される

など、先行き不透明な状況が続いております。

このような状況下におきまして、当社は、ラベル事業拡大、記録紙（産業用・医療用）及び検針紙事業におけ

るシェア維持・拡大と収益力強化、新規事業領域への参入等に努めるとともに、関連会社との連携強化による営

業力強化、生産技術力強化による構造改革に継続して取り組んでおります。

この結果、当第２四半期累計期間の業績は、売上高は1,856百万円（前年同四半期比26.1％増）、営業利益は25

百万円（前年同四半期比47.3％減）、経常利益は29百万円（前年同四半期比42.1％減）、四半期純利益は29百万

円（前年同四半期比37.5％減）となりました。

（2）キャッシュ・フローの状況

当第２四半期累計期間のキャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。

営業活動の結果得られた資金は、減価償却費の計上や売上債権等の減少及び仕入債務の増加などにより153百万

円の収入（前年同四半期は77百万円の収入）となりました。投資活動による支出は、有形固定資産の取得や無形

固定資産の取得などにより38百万円の支出（前年同四半期は44百万円の支出）となり、これによりフリーキャッ

シュ・フローは114百万円（前年同四半期は33百万円）となりました。財務活動により減少した資金は、配当金の

支払いにより９百万円の支出（前年同四半期は８百万円の支出）となりました。

以上の結果、当第２四半期会計期間末における現金及び現金同等物は、前事業年度末と比べ107百万円増加の

610百万円となりました。

（3）事業上及び財務上の対処すべき課題

当第２四半期累計期間において、当社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２四半期累計期間における研究開発活動の金額は、31百万円であります。

なお、当第２四半期累計期間において、当社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（千株）

普通株式 20,000

計 20,000

 

②【発行済株式】

種類
第２四半期会計期間末
現在発行数（千株）
（平成26年９月30日）

提出日現在発行数（千株）
（平成26年11月13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 6,000 6,000

東京証券取引所

ＪＡＳＤＡＱ

（スタンダード）

単元株式数100株

計 6,000 6,000 － －

 

（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

（千株）

発行済株式総
数残高

（千株）

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７月１日～

平成26年９月30日
－ 6,000 － 376,800 － 195,260
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（６）【大株主の状況】

  平成26年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

東芝テック株式会社 東京都品川区大崎1丁目11-1 3,396 56.61

国際チャート従業員持株会 埼玉県桶川市赤堀1丁目30 212 3.54

横河電機株式会社 東京都武蔵野市中町2丁目9-32 183 3.06

志村 克己 神奈川県横須賀市 82 1.37

王子ホールディングス株式会社 東京都中央区銀座4丁目7-5 50 0.83

牧野 正嗣 愛知県西尾市 46 0.78

三井住友信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内1丁目4-1 40 0.67

曽志崎　稔 埼玉県上尾市 31 0.53

澤　信也 福井県三方上中郡若狭町 31 0.52

柴田　重俊 福岡県福岡市 30 0.50

計 － 4,103 68.39

 

（７）【議決権の状況】

①【発行済株式】

平成26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） － － －

完全議決権株式（その他） 普通株式　5,999,300 59,993 －

単元未満株式 普通株式　　　　700 － －

発行済株式総数 6,000,000 － －

総株主の議決権 － 59,993 －

（注）「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500株含まれております。また、「議決

権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数５個が含まれております。

なお、単元未満株式に自己株式60株が含まれております。

 

②【自己株式等】

平成26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（％）

－ － － － － －

計 － － － － －
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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】

１．四半期財務諸表の作成方法について
　当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第

63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２四半期会計期間（平成26年７月１日から平成

26年９月30日まで）及び第２四半期累計期間（平成26年４月１日から平成26年９月30日まで）に係る四半期財務諸

表について新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。

 

３．四半期連結財務諸表について
　当社は子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。
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１【四半期財務諸表】

（１）【四半期貸借対照表】

  （単位：千円）

 
前事業年度

(平成26年３月31日)
当第２四半期会計期間
(平成26年９月30日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 187,715 204,549

グループ預け金 315,662 406,109

受取手形及び売掛金 658,338 598,648

商品及び製品 52,940 73,251

仕掛品 9,796 4,452

原材料 121,978 100,677

その他 76,926 95,710

貸倒引当金 △507 △299

流動資産合計 1,422,852 1,483,101

固定資産   

有形固定資産   

建物 1,579,533 1,591,402

減価償却累計額 △1,099,243 △1,112,633

建物（純額） 480,289 478,769

構築物 115,188 115,188

減価償却累計額 △90,156 △90,699

構築物（純額） 25,031 24,488

機械及び装置 1,702,186 1,750,775

減価償却累計額 △1,568,256 △1,578,727

機械及び装置（純額） 133,930 172,047

車両運搬具 4,115 4,115

減価償却累計額 △4,111 △4,113

車両運搬具（純額） 4 2

工具、器具及び備品 325,049 324,697

減価償却累計額 △297,335 △299,153

工具、器具及び備品（純額） 27,713 25,543

土地 881,366 881,366

建設仮勘定 48,409 2,425

有形固定資産合計 1,596,745 1,584,642

無形固定資産   

ソフトウエア 11,484 44,338

その他 30,944 2,715

無形固定資産合計 42,428 47,054

投資その他の資産   

投資有価証券 20,016 20,996

その他 13,283 11,501

貸倒引当金 △2,824 △725

投資その他の資産合計 30,476 31,773

固定資産合計 1,669,649 1,663,470

資産合計 3,092,501 3,146,571
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  （単位：千円）

 
前事業年度

(平成26年３月31日)
当第２四半期会計期間
(平成26年９月30日)

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 719,883 774,523

未払法人税等 13,731 3,623

賞与引当金 31,791 28,678

役員賞与引当金 5,826 1,472

その他 130,817 148,552

流動負債合計 902,049 956,850

固定負債   

繰延税金負債 264,685 264,299

退職給付引当金 614,803 492,194

役員退職慰労引当金 15,402 16,187

資産除去債務 1,767 1,777

その他 23,851 23,851

固定負債合計 920,509 798,309

負債合計 1,822,559 1,755,160

純資産の部   

株主資本   

資本金 376,800 376,800

資本剰余金 195,260 195,260

利益剰余金 698,283 819,186

自己株式 △29 △29

株主資本合計 1,270,314 1,391,216

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △371 195

評価・換算差額等合計 △371 195

純資産合計 1,269,942 1,391,411

負債純資産合計 3,092,501 3,146,571

 

EDINET提出書類

国際チャート株式会社(E00737)

四半期報告書

10/17



（２）【四半期損益計算書】

【第２四半期累計期間】

  （単位：千円）

 
前第２四半期累計期間
(自　平成25年４月１日
　至　平成25年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自　平成26年４月１日
　至　平成26年９月30日)

売上高 1,472,704 1,856,597

売上原価 1,018,083 1,426,090

売上総利益 454,620 430,507

販売費及び一般管理費 ※ 405,452 ※ 404,583

営業利益 49,167 25,924

営業外収益   

受取利息 8 452

受取配当金 316 340

受取手数料 571 577

為替差益 1,521 2,243

その他 142 525

営業外収益合計 2,560 4,139

営業外費用   

その他 167 220

営業外費用合計 167 220

経常利益 51,561 29,843

特別損失   

固定資産処分損 3,313 －

特別損失合計 3,313 －

税引前四半期純利益 48,247 29,843

法人税、住民税及び事業税 2,019 1,249

法人税等調整額 △731 △764

法人税等合計 1,288 485

四半期純利益 46,958 29,357
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（３）【四半期キャッシュ・フロー計算書】

  （単位：千円）

 
前第２四半期累計期間
(自　平成25年４月１日
　至　平成25年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自　平成26年４月１日
　至　平成26年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純利益 48,247 29,843

減価償却費 38,161 37,389

固定資産処分損益（△は益） 3,313 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △37 △2,306

賞与引当金の増減額（△は減少） 20,515 △3,113

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 2,881 △4,353

退職給付引当金の増減額（△は減少） △14,778 △22,063

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 514 785

受取利息及び受取配当金 △324 △792

為替差損益（△は益） △664 △1,422

売上債権等の増減額（△は増加） 137,234 62,906

たな卸資産の増減額（△は増加） △12,043 6,333

仕入債務の増減額（△は減少） △237,563 54,640

未払消費税等の増減額（△は減少） △8,084 17,790

その他 101,549 △15,163

小計 78,921 160,471

利息及び配当金の受取額 324 792

法人税等の支払額 △1,304 △7,929

営業活動によるキャッシュ・フロー 77,941 153,334

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △23,881 △34,557

無形固定資産の取得による支出 △19,730 △3,500

投資有価証券の取得による支出 △63 △57

その他 △568 △316

投資活動によるキャッシュ・フロー △44,243 △38,431

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △8,929 △9,044

財務活動によるキャッシュ・フロー △8,929 △9,044

現金及び現金同等物に係る換算差額 664 1,422

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 25,432 107,281

現金及び現金同等物の期首残高 364,298 503,377

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※ 389,731 ※ 610,659
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【注記事項】

（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

た定めについて第１四半期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するとともに、割引率の決定方法についても、従業

員の平均残存勤務期間に近似した年数に基づく割引率から、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しております。

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２四

半期累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２四半期累計期間の期首の退職給付引当金が100,545千円減少し、利益剰余金が100,545千円増

加しております。なお、損益に与える影響は軽微であります。

 

（四半期損益計算書関係）

※ 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２四半期累計期間
（自 平成25年４月１日

　　至 平成25年９月30日）

　当第２四半期累計期間
（自 平成26年４月１日

　　至 平成26年９月30日）

給料 168,312千円 154,457千円

従業員賞与手当 9,917 20,275

賞与引当金繰入額 14,461 12,726

役員賞与引当金繰入額 2,881 1,472

退職給付費用 14,895 14,988

役員退職慰労引当金繰入額 3,434 3,395

 

 

（四半期キャッシュ・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貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は下記のとお

りであります。

 
前第２四半期累計期間

（自 平成25年４月１日
至 平成25年９月30日）

当第２四半期累計期間
（自 平成26年４月１日
至 平成26年９月30日）

現金及び預金 389,731千円 204,549千円

グループ預け金 － 406,109

現金及び現金同等物 389,731 610,659
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（株主資本等関係）

Ⅰ　前第２四半期累計期間（自平成25年４月１日　至平成25年９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４月26日

取締役会
普通株式 8,999 1.5 平成25年３月31日 平成25年６月24日 利益剰余金

 
２．基準日が当第２四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期会計期間末後とな

るもの

 （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10月28日

取締役会
普通株式 8,999 1.5 平成25年９月30日 平成25年12月２日 利益剰余金

 

Ⅱ　当第２四半期累計期間（自平成26年４月１日　至平成26年９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４月28日

取締役会
普通株式 8,999 1.5 平成26年３月31日 平成26年６月30日 利益剰余金

 
２．基準日が当第２四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期会計期間末後とな

るもの

 （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10月29日

取締役会
普通株式 8,999 1.5 平成26年９月30日 平成26年12月１日 利益剰余金
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

当社は、単一セグメントであるため、記載を省略しております。

 

（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。

 
前第２四半期累計期間

（自　平成25年４月１日
至　平成25年９月30日）

当第２四半期累計期間
（自　平成26年４月１日
至　平成26年９月30日）

１株当たり四半期純利益金額 7円83銭 4円89銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益金額（千円） 46,958 29,357

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利益金額（千円） 46,958 29,357

普通株式の期中平均株式数（千株） 5,999 5,999

（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、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】

　平成26年10月29日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。

(イ）配当金の総額………………………………………8,999千円

(ロ）１株当たりの金額…………………………………1円50銭

(ハ）支払請求の効力発生日及び支払開始日…………平成26年12月１日

　　（注）　平成26年９月30日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行います。
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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11月13日

国際チャート株式会社

取締役会　御中

 

新日本有限責任監査法人

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 石　川　達　仁　　　印

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 南　山　智　昭　　　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」に掲げられている国際チャート株

式会社の平成26年４月１日から平成27年３月31日までの第56期事業年度の第２四半期会計期間（平成26年７月１日から平

成26年９月30日まで）及び第２四半期累計期間（平成26年４月１日から平成26年９月30日まで）に係る四半期財務諸表、

すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書、四半期キャッシュ・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財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表を

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

る四半期財務諸表の作成基準に準拠して、国際チャート株式会社の平成26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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