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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26期

第３四半期連結
累計期間

第27期
第３四半期連結

累計期間
第26期

会計期間

自平成26年
　３月１日
至平成26年
　11月30日

自平成27年
　３月１日
至平成27年
　11月30日

自平成26年
　３月１日
至平成27年
　２月28日

売上高 （千円） 5,318,596 3,960,144 6,924,613

経常利益又は経常損失（△） （千円） △63,841 89,252 △61,587

四半期純利益又は四半期（当期）

純損失（△）
（千円） △17,249 119,748 △20,100

四半期包括利益又は包括利益 （千円） △12,308 124,666 △27,546

純資産額 （千円） 1,680,918 1,758,881 1,656,593

総資産額 （千円） 3,717,744 3,298,897 3,341,787

１株当たり四半期純利益金額又は

１株当たり四半期（当期）純損失

金額（△）

（円） △2.10 14.54 △2.44

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額
（円） － 14.52 －

自己資本比率 （％） 44.7 53.1 49.3

 

回次
第26期

第３四半期連結
会計期間

第27期
第３四半期連結

会計期間
 

会計期間

自平成26年
　９月１日
至平成26年
　11月30日

自平成27年
　９月１日
至平成27年
　11月30日

 

１株当たり四半期純利益金額又は

１株当たり四半期純損失金額(△)
（円） △0.39 8.85  

（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、消費税等は含んでおりません。

３．第26期の第３四半期連結累計期間及び第26期の潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額につい

ては、潜在株式は存在するものの１株当たり四半期（当期）純損失金額であるため記載しておりません。

 

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）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３四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、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。

 

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、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（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の業績は、売上高は3,960百万円（前年同四半期比25.5％減）、営業利益は92百万円

（前年同四半期は68百万円の営業損失）、経常利益は89百万円（前年同四半期は63百万円の経常損失）となり、保

有資産の売却による固定資産売却益を特別利益に62百万円、構造改革の一環として希望退職の募集を行い特別退職

金を特別損失に29百万円それぞれ計上したことにより、四半期純利益は119百万円（前年同四半期は17百万円の四

半期純損失）となりました。

 

 セグメントの概況は次のとおりであります。

＜キャラクターエンタテインメント事業＞

アミューズメント部門におきましては、第２四半期に引き続き、「あらいぐまラスカル」や「忠犬もちしば」

等のオリジナルキャラクター商品が好調に推移し、チェーン展開するオペレーター向けＯＥＭ商品の受注も獲得

できましたが、前期ヒットした「ｔｅｄ」や「ふなっしー」等の売上をカバーできず、売上高は2,150百万円（前

年同四半期比8.6％減）となりました。

ＳＰ（セールスプロモーション）部門におきましては、前期好調であった製薬業界を中心とした販売促進商品

及び雑誌の付録案件の減少により、売上高は227百万円（前年同四半期比51.8％減）となりました。

利益面では、減収となったものの、オリジナル商品の構成が向上したこと等により利益率の改善が図られたこ

と及び引き続き実施した固定費の削減効果により、利益を確保することができました。

 以上の結果、売上高は2,377百万円（前年同四半期比15.8％減）、営業利益は37百万円（前年同四半期は158百万

円の営業損失）となりました。

 

＜キャラクター・ファンシー事業＞

当事業におきましては、７月末に映画公開された「ミニオンズ」、８月末に映画公開された「ｔｅｄ２」のキャ

ラクター商品が好調に推移いたしました。

また、新規ブランドのもちもちマスコットでゲームキャラクターの「刀剣乱舞」やアニメキャラクターの「弱虫

ペダル」などの発売によりアニメキャラクター専門店への売上が順調に推移致しましたが、前期に爆発的なヒット

となったゲーム・コミック及びアニメなどで展開され人気であったキャラクター商品の落ち込み、また条件面の精

査による一部の得意先様との取引の中止により、売上については前期を下回る結果となりました。

今後につきましては、既存の得意先様に加え、全国百貨店や専門店、ファッションビル等でゆるキャラを中心に

したイベント販売を増やし売上を強化してまいります。

以上の結果、売上高は1,582百万円（前年同四半期比36.6％減）、営業利益は24百万円（前年同四半期比53.7％

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における総資産は、前連結会計年度末に比べて42百万円減少し、3,298百万円とな

りました。これは主に、現金及び預金の増加額162百万円、電子記録債権の増加額22百万円、受取手形及び売掛金

の増加額13百万円により一部相殺されたものの、有形固定資産の売却による土地の減少額144百万円、建物及び構

築物の減少額52百万円、商品の減少額18百万円によるものであります。

負債は、前連結会計年度末に比べて145百万円減少し、1,540百万円となりました。これは主に、役員退職慰労引

当金の減少額96百万円、未払金（流動負債「その他」）の減少額39百万円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102百万円増加し、1,758百万円となりました。これは主に、利益剰余金の

増加額78百万円によるものであります。
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    (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。

 

(5)従業員数

従業員数が前連結会計年度末に比べ57名減少いたしました。これは主に、当社グループにおける構造改革の一環

として希望退職の募集を行い、当第３四半期連結会計期間において31名退職したことによるものであります。

 

(6)主要な設備

前連結会計年度末において計画中であった、旧東京営業所を含む４物件については、平成27年６月12日に売却い

たしました。
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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 12,381,000

計 12,381,000

 

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27年11月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成28年１月14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  8,436,603 8,439,603
東京証券取引所

市場第一部

単元株式数

  100株

計 8,436,603 8,439,603 － －

（注）「提出日現在発行数」欄には、平成28年１月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発

行された株式数は含まれておりません。

 

（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27年９月１日

～

平成27年11月30日

（注）１

73,500 8,436,603 11,905 453,456 11,905 484,395

（注）１．新株予約権の行使による増加であります。

２．平成27年12月１日から平成27年12月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が３千株、資

本金及び資本準備金がそれぞれ496千円増加しております。

 

（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。
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（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27年８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27年11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） 普通株式    134,300 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式  8,188,800 81,888 －

単元未満株式 普通株式     40,003 － －

発行済株式総数 8,363,103 － －

総株主の議決権 － 81,888 －

（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900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９個が含まれております。

②【自己株式等】

平成27年11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（％）

株式会社エスケ

イジャパン

大阪市中央区上町

一丁目４番８号
134,300 － 134,300 1.60

計 － 134,300 － 134,300 1.60

 

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 

EDINET提出書類

株式会社エスケイジャパン(E02897)

四半期報告書

 6/19



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27年９月１日から平

成27年11月30日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成27年３月１日から平成27年11月30日まで）に係る四半期連

結財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。

 

EDINET提出書類

株式会社エスケイジャパン(E02897)

四半期報告書

 7/19



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27年２月28日)
当第３四半期連結会計期間

(平成27年11月30日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 904,422 1,067,150

受取手形及び売掛金 752,579 766,389

電子記録債権 104,441 126,793

商品 366,515 348,063

繰延税金資産 6,859 11,805

その他 84,685 70,097

貸倒引当金 △5,921 △5,830

流動資産合計 2,213,583 2,384,468

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 516,195 348,399

減価償却累計額 △192,482 △76,822

建物及び構築物（純額） 323,712 271,576

車両運搬具 9,586 7,765

減価償却累計額 △8,067 △6,811

車両運搬具（純額） 1,518 953

その他 124,461 130,931

減価償却累計額 △102,774 △114,070

その他（純額） 21,686 16,861

土地 539,494 395,151

有形固定資産合計 886,412 684,543

無形固定資産 95,165 74,465

投資その他の資産   

投資有価証券 28,243 35,779

退職給付に係る資産 30,799 38,515

繰延税金資産 1,377 －

その他 101,034 94,681

貸倒引当金 △14,829 △13,557

投資その他の資産合計 146,625 155,418

固定資産合計 1,128,203 914,428

資産合計 3,341,787 3,298,897
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  （単位：千円）

 
前連結会計年度

(平成27年２月28日)
当第３四半期連結会計期間

(平成27年11月30日)

負債の部   

流動負債   

買掛金 422,482 412,367

短期借入金 ※ 920,000 ※ 920,000

未払法人税等 6,438 490

繰延税金負債 183 1,034

賞与引当金 15,847 20,950

その他 171,370 129,154

流動負債合計 1,536,322 1,483,996

固定負債   

繰延税金負債 11,347 15,511

役員退職慰労引当金 137,305 40,507

長期預り保証金 218 －

固定負債合計 148,871 56,018

負債合計 1,685,193 1,540,015

純資産の部   

株主資本   

資本金 441,550 453,456

資本剰余金 472,489 484,395

利益剰余金 781,087 859,691

自己株式 △51,288 △51,352

株主資本合計 1,643,839 1,746,190

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 5,411 9,437

繰延ヘッジ損益 332 1,804

為替換算調整勘定 △3,679 △4,260

その他の包括利益累計額合計 2,064 6,981

新株予約権 10,689 5,709

純資産合計 1,656,593 1,758,881

負債純資産合計 3,341,787 3,298,897
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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　平成26年３月１日
　至　平成26年11月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成27年３月１日
　至　平成27年11月30日)

売上高 5,318,596 3,960,144

売上原価 4,041,187 2,892,951

売上総利益 1,277,409 1,067,192

販売費及び一般管理費   

給料及び手当 476,102 347,907

賞与引当金繰入額 19,318 20,950

退職給付費用 19,125 8,622

役員退職慰労引当金繰入額 28,710 △4,174

貸倒引当金繰入額 9,132 2,675

その他 793,919 599,134

販売費及び一般管理費合計 1,346,309 975,115

営業利益又は営業損失（△） △68,899 92,076

営業外収益   

受取利息 93 102

受取配当金 952 425

受取家賃 4,067 3,702

賃貸収入 5,427 1,553

その他 7,901 2,084

営業外収益合計 18,443 7,868

営業外費用   

支払利息 5,568 6,366

為替差損 － 1,262

賃貸原価 5,417 2,966

その他 2,398 97

営業外費用合計 13,384 10,692

経常利益又は経常損失（△） △63,841 89,252

特別利益   

固定資産売却益 981 62,029

新株予約権戻入益 2,584 1,739

受取保険金 ※１ 114,853 －

保険返戻金 3,743 －

特別利益合計 122,162 63,768

特別損失   

固定資産除却損 3,546 637

固定資産売却損 － 39

特別退職金 － ※２ 29,256

社葬費用 ※３ 11,597 －

事業整理損 44,445 －

特別損失合計 59,589 29,933

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期

純損失（△）
△1,268 123,088

法人税、住民税及び事業税 13,519 4,835

法人税等調整額 2,460 △1,495

法人税等合計 15,980 3,339

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益

調整前四半期純損失（△）
△17,249 119,748

四半期純利益又は四半期純損失（△） △17,249 119,748
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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　平成26年３月１日
　至　平成26年11月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成27年３月１日
　至　平成27年11月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益

調整前四半期純損失（△）
△17,249 119,748

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △358 4,026

繰延ヘッジ損益 6,761 1,472

為替換算調整勘定 △1,462 △581

その他の包括利益合計 4,940 4,917

四半期包括利益 △12,308 124,666

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △12,308 124,666

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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【注記事項】

（連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更）

 該当事項はありません。

 

（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日公表

分。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１四半期連結会計期間より適用しておりますが、簡便法を適用しているため、退職給

付債務及び勤務費用の計算方法に変更はありません。

この結果、当第３四半期連結累計期間での損益及び純資産に与える影響はありません。

 

（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）

 該当事項はありません。

（追加情報）

（連結子会社の吸収合併）

当社は、平成27年８月17日開催の取締役会において、当社の完全子会社である株式会社サンエス及び株式会社

ケー・ディー・システムを吸収合併することを決議し、同日付で合併契約を締結しました。また、平成27年９月

25日開催の取締役会において、効力発生日を平成28年３月１日に変更し吸収合併することを決議し、同日付で変

更覚書を締結しました。

合併の概要は次のとおりであります。

（1）合併の目的

吸収合併の対象となる株式会社サンエス及び株式会社ケー・ディー・システムは、当社グループの「キャラク

ターファンシー事業」を担っており、キャラクターグッズの物販業界向け企画販売を主に行ってまいりました

が、この度、構造改革の一環として経営資源の有効活用、事業運営の効率化を目的に、吸収合併することとしま

した。

（2）合併の要旨

①合併の日程

 合併契約承認取締役会 平成27年８月17日

 合併契約締結日       平成27年８月17日

 効力発生日           平成28年３月１日（予定）

（注）本合併は、当社においては会社法第796条第２項に基づく簡易合併であり、株式会社サンエス及び株式会

社ケー・ディー・システムにおいては会社法第784条第１項に基づく略式合併であり、いずれも合併契約

承認株主総会を開催しません。

②結合後企業の名称

株式会社エスケイジャパン

③合併の方式

当社を存続会社とする吸収合併方式で、株式会社サンエス及び株式会社ケー・ディー・システムは解散しま

す。

④合併に係る割当ての内容

当社は株式会社サンエス及び株式会社ケー・ディー・システムの発行済株式の全てを所有していますので、本

合併に際し株式その他の対価の交付は行いません。また、本合併による当社の資本金および準備金の額の変動は

ありません。

（3）引継資産・負債の状況

本合併により、当社は、株式会社サンエス及び株式会社ケー・ディー・システムとの間で締結した平成27年８

月17日付の合併契約に基づき、効力発生日において両社がそれぞれ有する資産、負債及び権利義務の一切を承継

します。
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（4）実施予定の会計処理の概要

「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成25年９月13日）及び「企業結合会計基準及び事業

分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 平成25年９月13日）に基づき、共通支配下

の取引等として処理を予定しております。

（5）吸収合併存続会社の概要（平成27年11月30日現在）

商 号 株式会社エスケイジャパン

本 店 所 在 地 大阪市中央区上町一丁目４番８号

代 表 者 の 氏 名 代表取締役社長 八百 博徳

資 本 金 453百万円

事 業 内 容

キャラクターのぬいぐるみ、キーホルダー、

家庭雑貨、携帯電話アクセサリーグッズ、プ

ライズ商品等の企画販売

 

（法人税率の変更等による影響）

「所得税法等の一部を改正する法律」（平成27年法律第９号）及び「地方税法等の一部を改正する法律」（平成

27年法律第２号）が平成27年３月31日に公布され、平成27年４月１日以後に開始する連結会計年度から法人税率

等が段階的に引き下げられることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する

法定実効税率は、従来の35.6%から、平成28年３月１日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異等

については33.0％に、平成29年３月１日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異等については

32.2%となります。

この税率変更による連結財務諸表に与える影響は軽微であります。
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（四半期連結貸借対照表関係）

※ 当社及び連結子会社（㈱サンエス）においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行６行と当座貸

越契約を締結しております。これら契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

 
前連結会計年度

（平成27年２月28日）
当第３四半期連結会計期間
（平成27年11月30日）

当座貸越極度額 2,150,000千円 2,150,000千円

借入実行残高 920,000 920,000

差引額 1,230,000 1,230,000

 

（四半期連結損益計算書関係）

※１ 受取保険金

前第３四半期連結累計期間（自 平成26年３月１日 至 平成26年11月30日）

前代表取締役社長 久保敏志氏の逝去に伴い、生命保険会社より受け取った保険金であります。

 

当第３四半期連結累計期間（自 平成27年３月１日 至 平成27年11月30日）

該当事項はありません。

※２ 特別退職金

前第３四半期連結累計期間（自 平成26年３月１日 至 平成26年11月30日）

       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27年３月１日 至 平成27年11月30日）

       構造改革の一環として行った、希望退職の募集による割増退職金であります。

 

※３ 社葬費用

前第３四半期連結累計期間（自 平成26年３月１日 至 平成26年11月30日）

       前代表取締役社長 久保敏志氏の逝去に伴う、社葬に関する費用であります。

 

当第３四半期連結累計期間（自 平成27年３月１日 至 平成27年11月30日）

       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　平成26年３月１日
至　平成26年11月30日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成27年３月１日
至　平成27年11月30日）

減価償却費 50,333千円 46,497千円
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（株主資本等関係）

Ⅰ 前第３四半期連結累計期間（自 平成26年３月１日 至 平成26年11月30日）

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５月24日

定時株主総会
普通株式 24,687 3.0 平成26年2月28日 平成26年5月26日 利益剰余金

平成26年10月14日

取締役会
普通株式 20,572 2.5 平成26年8月31日平成26年11月14日 利益剰余金

 

Ⅱ 当第３四半期連結累計期間（自 平成27年３月１日 至 平成27年11月30日）

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５月23日

定時株主総会
普通株式 20,572 2.5 平成27年２月28日平成27年５月25日 利益剰余金

平成27年10月14日

取締役会
普通株式 20,572 2.5 平成27年８月31日平成27年11月13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】

Ⅰ 前第３四半期連結累計期間（自 平成26年３月１日   至 平成26年11月30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

調整額
（注）１

四半期連結
損益計算書
計上額
（注）２

 
キャラクター
エンタテイン
メント事業

キャラクター・
ファンシー

事業
計

売上高      

外部顧客への売上高 2,824,471 2,494,125 5,318,596 － 5,318,596

セグメント間の

内部売上高又は振替高
89,922 34,326 124,248 (124,248) －

計 2,914,393 2,528,452 5,442,845 (124,248) 5,318,596

セグメント利益又は損失

（△）
△158,172 52,614 △105,557 36,657 △68,899

（注）１．セグメント利益又は損失の調整額36,657千円は、セグメント間取引消去等であります。

２．セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整しております。

 

２．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。

 

Ⅱ 当第３四半期連結累計期間（自 平成27年３月１日   至 平成27年11月30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

調整額
（注）１

四半期連結
損益計算書
計上額
（注）２

 
キャラクター
エンタテイン
メント事業

キャラクター・
ファンシー

事業
計

売上高      

外部顧客への売上高 2,377,790 1,582,353 3,960,144 － 3,960,144

セグメント間の

内部売上高又は振替高
1,369 22,691 24,060 (24,060) －

計 2,379,160 1,605,044 3,984,205 (24,060) 3,960,144

セグメント利益 37,795 24,354 62,150 29,926 92,076

（注）１．セグメント利益の調整額29,926千円は、セグメント間取引消去等であります。

２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整しております。

 

２．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又は１株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎、潜在株式調整後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３四半期連結累計期間
（自　平成26年３月１日
至　平成26年11月30日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成27年３月１日
至　平成27年11月30日）

（1）１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四

半期純損失金額（△）
△2円10銭 14円54銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益金額又は四半期純損失金額（△）

（千円）
△17,249 119,748

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又は四半期純

損失金額（△）（千円）
△17,249 119,748

普通株式の期中平均株式数（株） 8,229,031 8,235,829

（2）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 － 14円52銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益調整額（千円） － －

普通株式増加数（株） － 9,168

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株

式で、前連結会計年度末から重要な変動があったも

のの概要

－ －

（注）前第３四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式は存在するもの

の１株当たり四半期純損失金額である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27年10月14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）中間配当による配当金の総額・・・・・・・・・20,572千円

（ロ）１株当たりの金額・・・・・・・・・・・・・・２円50銭

（ハ）支払請求の効力発生日及び支払開始日・・・・・平成27年11月13日

（注）平成27年８月31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28年１月13日

株式会社エスケイジャパン

取締役会 御中

 

有限責任監査法人 トーマツ

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 後 藤 紳太郎   印

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 南 方 得 男   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エスケ

イジャパンの平成27年３月１日から平成28年２月29日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（平成27年９月１日

から平成27年11月30日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成27年３月１日から平成27年11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、株式会社エスケイジャパン及び連結子会社の平成27年11月30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おりません。
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