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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131期

第２四半期
連結累計期間

第132期
第２四半期
連結累計期間

第131期

会計期間
自 平成27年４月１日
至 平成27年９月30日

自 平成28年４月１日
至 平成28年９月30日

自 平成27年４月１日
至 平成28年３月31日

売上高 (千円) 2,499,953 2,629,414 5,019,797

経常利益 (千円) 347,583 284,462 703,646

親会社株主に帰属する四半期
(当期)純利益

(千円) 228,079 193,431 458,213

四半期包括利益又は包括利益 (千円) 242,374 156,414 432,916

純資産額 (千円) 3,903,011 4,174,600 4,092,902

総資産額 (千円) 6,614,802 7,761,203 7,863,450

１株当たり四半期(当期)
純利益金額

(円) 16.56 14.05 33.27

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 (％) 58.8 53.8 51.9

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 340,592 302,809 650,862

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 24,541 △734,881 △605,242

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △173,980 △197,214 624,148

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(千円) 1,497,623 1,315,994 1,964,457
 

 

回次
第131期

第２四半期
連結会計期間

第132期
第２四半期
連結会計期間

会計期間
自 平成27年７月１日
至 平成27年９月30日

自 平成28年７月１日
至 平成28年９月30日

１株当たり四半期純利益金額 (円) 9.69 8.35
 

(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、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２四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。

　なお、平成28年７月１日に連結子会社の「朝日商事株式会社」を「オーベクステクノロジー株式会社」へ、また、

「株式会社エーエムアイ研究所」を「オーベクスメディカル株式会社」へ、それぞれ社名変更いたしました。
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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。

 

２ 【経営上の重要な契約等】

当第２四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】

文中における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２四半期連結累計期間（平成28年４月１日～平成28年９月30日）におけるわが国経済は、企業業績の緩やか

な回復基調が見られるものの、中国及び新興国経済の成長鈍化等による景気の減速懸念や、円高の進行、個人消費

の鈍化などの影響により景気の先行きは不透明な状況で推移しました。

このような事業環境の中、当社グループは、暮らしに欠かせない文化と科学を提案するため、積極的な営業活動

を展開しました結果、当第２四半期連結累計期間における売上高は2,629百万円（前年同四半期比5.2％増）、営業

利益は345百万円（前年同四半期比6.3％減）、経常利益は284百万円（前年同四半期比18.2％減）、親会社株主に帰

属する四半期純利益は193百万円（前年同四半期比15.2％減）となりました。

 

セグメント別の状況は次のとおりであります。

（テクノ製品事業）

テクノ製品事業は、輸出売上が引き続き堅調に推移しました結果、売上高は2,025百万円（前年同四半期比5.1％

増）、セグメント利益（営業利益）は471百万円（前年同四半期比3.5％減）となりました。

（メディカル製品事業）

メディカル製品事業は、競合他社との厳しい市場競争の状況の中、主力製品のインフューザー及びガイドワイ

ヤーの販売に注力しました結果、売上高は604百万円（前年同四半期比5.9％増）、セグメント利益（営業利益）は

18百万円（前年同四半期比35.0％減）となりました。
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(2) 財政状態の分析

① 資産

当第２四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ102百万円減少し、7,761百万円となりま

した。これは主に、現金及び預金636百万円の減少、商品及び製品97百万円の減少、建設仮勘定458百万円の増

加、建物及び構築物107百万円の増加などによるものです。

② 負債

当第２四半期連結会計期間末の負債は、前連結会計年度末に比べ183百万円減少し、3,586百万円となりまし

た。これは主に、未払法人税等150百万円の減少、長期借入金111百万円の減少、製品自主回収関連損失引当金

44百万円の減少、支払手形及び買掛金127百万円の増加などによるものです。

③ 純資産

当第２四半期連結会計期間末の純資産は、前連結会計年度末に比べ81百万円増加し、4,174百万円となりまし

た。これは主に、利益剰余金133百万円の増加、資本剰余金22百万円の増加、為替換算調整勘定40百万円の減少

などによるものです。

 

(3) キャッシュ・フローの状況の分析

当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比

べ648百万円減少し、1,315百万円となりました。

① 営業活動によるキャッシュ・フロー

当第２四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、302百万円の資金の増加（前年同

四半期 340百万円の資金の増加）となりました。これは主に、法人税の支払額199百万円はありましたが、税金

等調整前四半期純利益284百万円、減価償却費92百万円、仕入債務の増加132百万円などによるものです。

② 投資活動によるキャッシュ・フロー

当第２四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、734百万円の資金の減少（前年同

四半期 24百万円の資金の増加）となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出721百万円などに

よるものです。

③ 財務活動によるキャッシュ・フロー

当第２四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、197百万円の資金の減少（前年同

四半期 173百万円の資金の減少）となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出111百万円、配当金

の支払額59百万円などによるものです。

 

(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第２四半期連結累計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新た

に生じた課題はありません。

 

(5) 研究開発活動

当第２四半期連結累計期間の研究開発費の総額は36百万円であります。

なお、当第２四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 40,000,000

計 40,000,000
 

 

② 【発行済株式】

 

種類
第２四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成28年９月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成28年11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 15,463,116 15,463,116
東京証券取引所
(市場第二部)

単元株式数は1,000株であり
ます。

計 15,463,116 15,463,116 ― ―
 

 

(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７月１日～
平成28年９月30日

― 15,463,116 ― 1,939,834 ― 484,958
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(6) 【大株主の状況】

　 　 平成28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(％)

昭和化学工業㈱ 東京都目黒区下目黒２－23－18 2,357 15.24

若築建設㈱ 東京都目黒区下目黒２－23－18 2,116 13.68

㈱麻生 福岡県飯塚市芳雄町７－18 1,824 11.79

資産管理サービス信託銀行㈱
（信託Ｅ口）

東京都中央区晴海１－８－12
晴海アイランドトリトンスクエア
オフィスタワーＺ棟

1,639 10.60

㈱みずほ銀行
(常任代理人 資産管理サービス
信託銀行㈱)

東京都千代田区大手町１－５－５
(東京都中央区晴海１－８－12 晴海アイラン
ドトリトンスクエアオフィスタワーＺ棟)

677 4.37

オーベクス取引先持株会 東京都墨田区両国４－31－11 417 2.69

三井住友信託銀行㈱
(常任代理人 日本トラスティ・
サービス信託銀行㈱)

東京都千代田区丸の内１－４－１
(東京都中央区晴海１－８－11)

333 2.15

UBS AG SINGAPORE
(常任代理人 シティバンク銀行
㈱)

AESCHENVORSTADI 1 CH-405
1 BASEL SWITZERLAND
(東京都新宿区新宿６－27－30)

308 1.99

石橋産業㈱ 東京都目黒区碑文谷５－25－10 303 1.96

オーベクス従業員持株会 東京都墨田区両国４－31－11 245 1.58

計 － 10,221 66.10
 

(注) 資産管理サービス信託銀行株式会社（信託Ｅ口）は、株式給付信託（J-ESOP）及び株式給付信託（BBT）における

当社株式の再信託先です。
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(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成28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)
（自己保有株式）

― ―
普通株式 47,000

完全議決権株式(その他) 普通株式 15,264,000 15,264 ―

単元未満株式 普通株式 152,116 ― ―

発行済株式総数 15,463,116 ― ―

総株主の議決権 ― 15,264 ―
 

(注) １ 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式のうち、株式給付信託（J-ESOP）が保有する当社株式1,299,000株

及び株式給付信託（BBT）が保有する当社株式340,000株につきましては、資産管理サービス信託銀行株式会

社（信託Ｅ口）(東京都中央区晴海１丁目８番12号）へ拠出しております。

２ 「単元未満株式」欄の普通株式のうち、株式給付信託（BBT）が保有する当社株式800株につきましては、資

産管理サービス信託銀行株式会社（信託Ｅ口）(東京都中央区晴海１丁目８番12号）へ拠出しております。

３ 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式678株が含まれております。

 

② 【自己株式等】

平成28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(％)

(自己保有株式)
オーベクス株式会社

東京都墨田区両国
４－31－11

47,000 ― 47,000 0.30

計 ― 47,000 ― 47,000 0.30
 

(注) 当社は、株式給付信託（J-ESOP）及び株式給付信託（BBT）の導入に伴い、平成24年３月12日付けで株式給付信

託（J-ESOP）の自己株式1,310,000株及び平成28年８月25日付けで株式給付信託（BBT）の自己株式340,800株を

資産管理サービス信託銀行株式会社（信託Ｅ口）(東京都中央区晴海１丁目８番12号）へ拠出しております。な

お、自己株式数については、平成28年９月30日現在において信託Ｅ口が所有する株式給付信託（J-ESOP）の当社

株式1,299,000株及び株式給付信託（BBT）の当社株式340,800株を自己株式数に含めておりません。

　

　

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２四半期連結会計期間(平成28年７月１日から平成

28年９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成28年４月１日から平成28年９月30日まで)に係る四半期連結財務

諸表について、監査法人グラヴィタス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

(平成28年３月31日)
当第２四半期連結会計期間

(平成28年９月30日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 2,052,479 1,416,034

  受取手形及び売掛金 1,137,270 1,156,042

  商品及び製品 271,593 174,089

  仕掛品 1,077,104 1,144,766

  原材料及び貯蔵品 262,539 260,618

  繰延税金資産 105,835 67,582

  その他 165,473 122,426

  貸倒引当金 △3,999 △4,162

  流動資産合計 5,068,296 4,337,397

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物及び構築物 2,029,178 2,147,692

    減価償却累計額 △1,438,395 △1,449,664

    建物及び構築物（純額） 590,782 698,027

   機械装置及び運搬具 2,451,831 2,529,163

    減価償却累計額 △2,069,854 △2,102,868

    機械装置及び運搬具（純額） 381,976 426,295

   土地 1,396,237 1,389,457

   リース資産 95,171 111,410

    減価償却累計額 △26,396 △23,605

    リース資産（純額） 68,774 87,805

   建設仮勘定 93,362 551,970

   その他 337,945 344,678

    減価償却累計額 △309,884 △314,512

    その他（純額） 28,060 30,166

   有形固定資産合計 2,559,195 3,183,723

  無形固定資産   

   特許権 5,520 4,700

   リース資産 5,955 5,222

   その他 11,781 10,223

   無形固定資産合計 23,257 20,146

  投資その他の資産   

   投資有価証券 142,001 147,342

   出資金 210 210

   繰延税金資産 2,754 4,282

   その他 79,018 79,384

   貸倒引当金 △11,283 △11,283

   投資その他の資産合計 212,701 219,936

  固定資産合計 2,795,153 3,423,805

 資産合計 7,863,450 7,761,203
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           (単位：千円)

          
前連結会計年度

(平成28年３月31日)
当第２四半期連結会計期間

(平成28年９月30日)

負債の部   

 流動負債   

  支払手形及び買掛金 479,692 607,529

  1年内返済予定の長期借入金 214,792 205,792

  リース債務 18,213 21,084

  未払法人税等 213,009 62,879

  賞与引当金 134,637 122,157

  製品自主回収関連損失引当金 44,769 －

  その他 258,717 257,800

  流動負債合計 1,363,831 1,277,244

 固定負債   

  長期借入金 1,926,488 1,823,592

  リース債務 55,409 69,429

  繰延税金負債 4,067 10,822

  再評価に係る繰延税金負債 31,616 31,616

  株式給付引当金 26,419 31,113

  退職給付に係る負債 339,764 319,834

  厚生年金基金解散損失引当金 22,205 22,205

  その他 745 745

  固定負債合計 2,406,715 2,309,359

 負債合計 3,770,547 3,586,603

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 1,939,834 1,939,834

  資本剰余金 496,043 518,455

  利益剰余金 1,802,680 1,935,806

  自己株式 △195,796 △219,546

  株主資本合計 4,042,762 4,174,549

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 73,641 77,329

  土地再評価差額金 △77,128 △77,128

  為替換算調整勘定 40,756 △149

  その他の包括利益累計額合計 37,269 51

 非支配株主持分 12,871 －

 純資産合計 4,092,902 4,174,600

負債純資産合計 7,863,450 7,761,203
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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２四半期連結累計期間】

           (単位：千円)

          前第２四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

売上高 2,499,953 2,629,414

売上原価 1,605,023 1,757,023

売上総利益 894,930 872,391

販売費及び一般管理費 ※  526,040 ※  526,802

営業利益 368,889 345,589

営業外収益   

 受取利息 1,349 274

 受取配当金 1,243 1,340

 補助金収入 － 10,000

 その他 5,747 2,154

 営業外収益合計 8,339 13,769

営業外費用   

 支払利息 11,846 12,206

 為替差損 5,438 57,537

 その他 12,361 5,152

 営業外費用合計 29,645 74,896

経常利益 347,583 284,462

特別利益   

 固定資産売却益 1,177 －

 特別利益合計 1,177 －

特別損失   

 固定資産除却損 10 218

 特別損失合計 10 218

税金等調整前四半期純利益 348,750 284,244

法人税、住民税及び事業税 100,609 47,934

法人税等調整額 19,345 42,677

法人税等合計 119,955 90,612

四半期純利益 228,795 193,632

非支配株主に帰属する四半期純利益 716 200

親会社株主に帰属する四半期純利益 228,079 193,431
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【四半期連結包括利益計算書】

【第２四半期連結累計期間】

           (単位：千円)

          前第２四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

四半期純利益 228,795 193,632

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 19,200 3,688

 土地再評価差額金 82 －

 為替換算調整勘定 △5,703 △40,905

 その他の包括利益合計 13,579 △37,217

四半期包括利益 242,374 156,414

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 241,658 156,213

 非支配株主に係る四半期包括利益 716 200
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

           (単位：千円)

          前第２四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

 税金等調整前四半期純利益 348,750 284,244

 減価償却費 91,508 92,808

 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 9,651 △19,930

 株式給付引当金の増減額（△は減少） 3,588 5,609

 賞与引当金の増減額（△は減少） △15,306 △12,174

 貸倒引当金の増減額（△は減少） 93 162

 
製品自主回収関連損失引当金の増減額（△は減
少）

－ △44,769

 受取利息及び受取配当金 △2,592 △1,615

 保険解約損益（△は益） 4,609 －

 支払利息 11,846 12,206

 為替差損益（△は益） 5,091 20,585

 有形固定資産除却損 10 218

 有形固定資産売却損益（△は益） △1,177 －

 売上債権の増減額（△は増加） 31,255 △19,545

 たな卸資産の増減額（△は増加） △93,746 19,669

 仕入債務の増減額（△は減少） △62,614 132,269

 未払消費税等の増減額（△は減少） 21,959 43,765

 その他の流動資産の増減額（△は増加） 10,812 △8,385

 その他の流動負債の増減額（△は減少） 6,153 8,444

 その他の固定資産の増減額（△は増加） 5,559 △636

 その他の固定負債の増減額（△は減少） 3,172 △92

 小計 378,625 512,834

 利息及び配当金の受取額 2,562 1,613

 利息の支払額 △11,908 △11,960

 法人税等の支払額 △28,687 △199,679

 営業活動によるキャッシュ・フロー 340,592 302,809

投資活動によるキャッシュ・フロー   

 定期預金の預入による支出 △12,012 △12,017

 有形固定資産の取得による支出 △82,058 △721,401

 有形固定資産の売却による収入 1,567 19

 無形固定資産の取得による支出 △1,996 －

 投資有価証券の取得による支出 △831 △850

 投資有価証券の償還による収入 100,000 －

 保険積立金の積立による支出 △3,395 △2,393

 保険積立金の解約による収入 24,290 1,762

 敷金の差入による支出 △1,022 －

 投資活動によるキャッシュ・フロー 24,541 △734,881
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           (単位：千円)

          前第２四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー   

 長期借入金の返済による支出 △122,076 △111,896

 配当金の支払額 △45,490 △59,968

 リース債務の返済による支出 △5,788 △10,023

 自己株式の売却による収入 － 65,203

 自己株式の取得による支出 △626 △65,529

 子会社の自己株式の取得による支出 － △15,000

 財務活動によるキャッシュ・フロー △173,980 △197,214

現金及び現金同等物に係る換算差額 △3,049 △19,174

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 188,103 △648,462

現金及び現金同等物の期首残高 1,309,520 1,964,457

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※  1,497,623 ※  1,315,994
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【注記事項】

(継続企業の前提に関する事項)

該当事項はありません。

 

 

(会計方針の変更等)

　
当第２四半期連結累計期間

(自 平成28年４月１日 至 平成28年９月30日)

(会計方針の変更)

 当社及び国内連結子会社は、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日以後に取得した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２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響は軽微

であります。
 

　

　

(追加情報)

 
当第２四半期連結累計期間

(自 平成28年４月１日 至 平成28年９月30日)

(繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針)

「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）を第

１四半期連結会計期間から適用しております。

 
(取締役、監査役及び当社子会社の一部の取締役に対する株式給付信託（ＢＢＴ）導入)

当社は、平成28年６月24日開催の第131期定時株主総会決議に基づき、平成28年８月25日より当社の取締

役、監査役及び当社子会社の一部の取締役（以下、「役員等」といいます。）に対する新たな株式報酬制度

「株式給付信託（ＢＢＴ（＝Board Benefit Trust））」（以下、「本制度」といいます。）を導入しており

ます。本制度は、取締役（社外役員は除きます。）については、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢

献する意識を高めることを、社外取締役及び監査役については、経営の健全性と社会的信頼の確保を通じた当

社に対する社会的評価の向上を動機付けることを、それぞれ目的としております。

(1) 取引の概要

本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託を通じて取得され、役員等に対して当社及び本

制度の対象となる当社子会社が定める役員等株式給付規程に基づき、業績達成度等に応じて付与されたポイン

トに相当する当社株式及び当社株式を退任日時点の時価で換算した金額相当の金銭が信託を通じて給付される

株式報酬制度です。

 
(2) 信託に残存する自社の株式

信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額（付随費用の金額を除く。）により、純資産の部に自己

株式として計上しております。当第２四半期連結会計期間末における当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、

65,092千円及び340,800株であります。
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(四半期連結損益計算書関係)

※ 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２四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
至 平成27年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
至 平成28年９月30日)

発送費 42,275千円 46,387千円

給与手当及び賞与 205,281千円 203,815千円

賞与引当金繰入額 36,024千円 32,801千円

退職給付費用 28,098千円 8,122千円

株式給付費用 1,516千円 4,556千円

福利厚生費 23,380千円 33,439千円

貸倒引当金繰入額 93千円 162千円

研究開発費 37,833千円 36,080千円

賃借料 21,482千円 20,800千円
 

 

 

(四半期連結キャッシュ・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連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとお

りであります。

 

 
前第２四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
至 平成27年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
至 平成28年９月30日)

現金及び預金 1,573,646千円 1,416,034千円

預入期間が３か月を超える定期預金 △76,022千円 △100,039千円

現金及び現金同等物 1,497,623千円 1,315,994千円
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(株主資本等関係)

前第２四半期連結累計期間(自 平成27年４月１日 至 平成27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27年６月24日
定時株主総会

普通株式 45,247 3.00 平成27年３月31日 平成27年６月25日 利益剰余金
 

(注) 平成27年６月24日定時株主総会決議による配当金の総額には、信託が保有する自社の株式に対する配当金3,921

千円が含まれております。

　

２．基準日が当第２四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２四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

該当事項はありません。

 

当第２四半期連結累計期間(自 平成28年４月１日 至 平成28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28年６月24日
定時株主総会

普通株式 60,305 4.00 平成28年３月31日 平成28年６月27日 利益剰余金
 

(注) 平成28年６月24日定時株主総会決議による配当金の総額には、信託が保有する自社の株式に対する配当金5,228

千円が含まれております。

　

２．基準日が当第２四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２四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

該当事項はありません。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間(自 平成27年４月１日 至 平成27年９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
その他
(注)

合計
テクノ
製品事業

メディカル
製品事業

計

売上高      

  外部顧客への売上高 1,927,252 571,018 2,498,271 1,682 2,499,953

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

― ― ― 14,580 14,580

計 1,927,252 571,018 2,498,271 16,262 2,514,533

セグメント利益 488,649 28,436 517,086 9,746 526,832
 

(注) 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産賃貸事業を含んでおります。

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容

(差異調整に関する事項)

 (単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 517,086

「その他」の区分の利益 9,746

全社費用(注) △157,943

四半期連結損益計算書の営業利益 368,889
 

(注)  全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない管理部門に係る費用であります。

３．報告セグメントの変更等に関する事項

該当事項はありません。

４．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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Ⅱ 当第２四半期連結累計期間(自 平成28年４月１日 至 平成28年９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
その他
(注)

合計
テクノ
製品事業

メディカル
製品事業

計

売上高      

  外部顧客への売上高 2,025,324 602,484 2,627,808 1,606 2,629,414

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

― 2,336 2,336 16,188 18,524

計 2,025,324 604,821 2,630,145 17,794 2,647,939

セグメント利益 471,655 18,476 490,131 9,781 499,913
 

(注) 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産賃貸事業を含んでおります。

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容

(差異調整に関する事項)

 (単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 490,131

「その他」の区分の利益 9,781

全社費用(注) △154,323

四半期連結損益計算書の営業利益 345,589
 

(注)  全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない管理部門に係る費用であります。

３．報告セグメントの変更等に関する事項

会計方針の変更に記載のとおり、当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、平成28年４月１日以後に

取得した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たため、事業セグメントの減価

償却の方法を同様に変更しております。

なお、当該変更による各セグメント利益に与える影響は軽微であります。

４．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。

EDINET提出書類

オーベクス株式会社(E00584)

四半期報告書

19/22



 

(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２四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
至 平成27年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
至 平成28年９月30日)

 １株当たり四半期純利益金額  16円56銭 14円05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) 228,079 193,431

 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) 228,079 193,431

 普通株式の期中平均株式数 (株) 13,774,203 13,770,338
 

(注) １. 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。

２. 株主資本において自己株式として計上されている株式給付信託（J-ESOP）及び株式給付信託（BBT）に残存

する自社の株式は、１株当たり四半期純利益金額の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株

式に含めております。

１株当たり四半期純利益金額の算定上、控除した当該自己株式の期中平均株式数

 前第２四半期連結累計期間1,307,000株、当第２四半期連結累計期間1,646,086株

 

 

(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。
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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11月11日

オーベクス株式会社

取締役会  御中

 

監査法人グラヴィタス
 

 

指定社員

業務執行社員
 公認会計士   圓   岡   徳   樹   印

 

 

指定社員

業務執行社員
 公認会計士   飯   田   一   紀   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」に掲げられているオーベクス株式

会社の平成28年４月１日から平成29年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間(平成28年７月１日から平

成28年９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成28年４月１日から平成28年９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、四半期連結キャッ

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、オーベクス株式会社及び連結子会社の平成28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２四半期連結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。
 

 

EDINET提出書類

オーベクス株式会社(E00584)

四半期報告書

22/22


	表紙
	本文
	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
	２事業の内容

	第２事業の状況
	１事業等のリスク
	２経営上の重要な契約等
	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

	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
	②発行済株式

	(2)新株予約権等の状況
	(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
	(4)ライツプランの内容
	(5)発行済株式総数、資本金等の推移
	(6)大株主の状況
	(7)議決権の状況
	①発行済株式
	②自己株式等


	２役員の状況

	第４経理の状況
	１四半期連結財務諸表
	(1)四半期連結貸借対照表
	(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２四半期連結累計期間
	四半期連結包括利益計算書
	第２四半期連結累計期間

	(3)四半期連結キャッシュ・フロー計算書
	注記事項
	セグメント情報


	２その他


	第二部提出会社の保証会社等の情報
	監査報告書

