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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】

提出会社の経営指標等

 

回次
第53期

第１四半期
累計期間

第54期
第１四半期
累計期間

第53期

会計期間
自　平成28年４月１日
至　平成28年６月30日

自　平成29年４月１日
至　平成29年６月30日

自　平成28年４月１日
至　平成29年３月31日

売上高 (千円) 2,835,704 2,987,088 12,064,153

経常利益 (千円) 131,028 146,593 523,772

四半期(当期)純利益 (千円) 90,600 101,101 352,271

持分法を適用した
場合の投資利益

(千円) ― ― ―

資本金 (千円) 2,160,418 2,160,418 2,160,418

発行済株式総数 (千株) 11,912 11,912 11,912

純資産額 (千円) 8,687,201 9,225,249 9,108,800

総資産額 (千円) 11,119,568 11,849,083 11,704,244

１株当たり四半期
(当期)純利益金額

(円) 8.79 9.81 34.18

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) ― ― 12.00

自己資本比率 (％) 78.1 77.9 77.8
 

(注) 1　売上高には、消費税等は含まれておりません。

2  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１四半期累計期間における、当社において営まれている事業の内容に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１四半期会計期間において、経営上の重要な契約等は行われておりません。

 

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において当社が判断したものであります。

（1）経営成績の分析

当第１四半期累計期間における当社の経営成績は、主力製品である新設戸建住宅用建材の受注については、新製

品の市場投入を積極的に行った結果、堅調に推移いたしました。また、リフォーム用住宅建材の受注についても、

前期後半から継続している住宅ストック循環支援補助金の交付により、堅調に推移いたしました。

その結果、売上高は、29億８千７百万円（前年同期28億３千５百万円,5.3％増）となりました。

利益面につきましては、営業利益で１億７百万円（前年同期１億６百万円,1.2％増）、経常利益で１億４千６百

万円（前年同期１億３千１百万円,11.9％増）、四半期純利益は１億１百万円（前年同期９千万円,11.6％増）とな

り、前年同期に比べ増収増益になりました。

　

（2）財政状態の分析

資産合計は、前事業年度末に比べて1.2％増加し、118億４千９百万円となりました。

これは、主に現金及び預金が６千５百万円、有形固定資産が７千７百万円、投資有価証券及び関係会社株式の市

場価額による評価が１億１千４百万円それぞれ増加したこと、受取手形（電子記録債権含む）及び売掛金が１億５

千４百万円減少したこと等によるものであります。

負債合計は、前事業年度末に比べて1.1％増加し、26億２千３百万円となりました。

純資産合計は、前事業年度末に比べて1.3％増加し、92億２千５百万円となりました。

これは、主に当四半期純利益１億１百万円の計上による増加及び前期期末配当金６千１百万円の支払いによる減

少の差引きにより利益剰余金が３千９百万円増加したこと、その他有価証券評価差額金が７千７百万円増加したこ

とによるものであります。

引続き、総費用の抑制に努め収益力の強化を図る方針です。

　

（3）事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期累計期間において、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１四半期累計期間の研究開発費は１千９百万円であります。
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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 37,000,000

計 37,000,000
 

 

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29年６月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成29年８月10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 11,912,515 11,912,515
東京証券取引所
（市場第二部）

単元株式数　100株

計 11,912,515 11,912,515 ― ―
 

 

(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29年６月30日 ― 11,912,515 ― 2,160,418 ― 2,233,785
 

 

(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。
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(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成29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 1,607,100
― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式

10,287,400
102,874 ―

単元未満株式 普通株式 　 18,015 ― 一単元（100株）未満の株式

発行済株式総数 11,912,515 ― ―

総株主の議決権 ― 102,874 ―
 

(注)　「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が500株（議決権５個）含まれ

ております。

 

② 【自己株式等】

平成29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）
アルメタックス株式会社

大阪市北区
大淀中１-１-30

1,607,100 ― 1,607,100 13.49

計 ― 1,607,100 ― 1,607,100 13.49
 

 

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１四半期会計期間(平成29年４月１日から平成29年

６月30日まで)及び第１四半期累計期間(平成29年４月１日から平成29年６月30日まで)に係る四半期財務諸表につい

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。

 

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29年３月31日)
当第１四半期会計期間
(平成29年６月30日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 1,516,908 1,582,279

  受取手形及び売掛金 1,304,732 1,422,080

  電子記録債権 2,330,193 2,057,928

  商品及び製品 152,917 148,802

  仕掛品 16,169 18,440

  原材料及び貯蔵品 481,002 479,756

  その他 245,592 294,139

  貸倒引当金 △3,089 △2,958

  流動資産合計 6,044,426 6,000,468

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物（純額） 986,147 1,004,812

   土地 1,494,526 1,494,526

   その他（純額） 611,099 669,824

   有形固定資産合計 3,091,774 3,169,163

  無形固定資産 29,001 27,063

  投資その他の資産   

   投資有価証券 1,426,299 1,456,960

   関係会社株式 991,411 1,074,835

   その他 129,479 128,740

   貸倒引当金 △8,148 △8,148

   投資その他の資産合計 2,539,042 2,652,388

  固定資産合計 5,659,817 5,848,615

 資産合計 11,704,244 11,849,083

負債の部   

 流動負債   

  支払手形及び買掛金 1,262,367 1,236,995

  未払法人税等 149,612 69,217

  賞与引当金 153,200 90,360

  その他 439,876 597,332

  流動負債合計 2,005,056 1,993,906

 固定負債   

  退職給付引当金 110,499 118,836

  その他 479,887 511,092

  固定負債合計 590,387 629,928

 負債合計 2,595,443 2,623,834
 

 

EDINET提出書類

アルメタックス株式会社(E01320)

四半期報告書

 7/14



 

           (単位：千円)

          
前事業年度

(平成29年３月31日)
当第１四半期会計期間
(平成29年６月30日)

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 2,160,418 2,160,418

  資本剰余金 2,584,575 2,584,575

  利益剰余金 3,981,903 4,021,172

  自己株式 △399,042 △399,042

  株主資本合計 8,327,855 8,367,124

 評価・換算差額等   

  その他有価証券評価差額金 860,958 938,138

  土地再評価差額金 △80,013 △80,013

  評価・換算差額等合計 780,944 858,124

 純資産合計 9,108,800 9,225,249

負債純資産合計 11,704,244 11,849,083
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(2) 【四半期損益計算書】

【第１四半期累計期間】

           (単位：千円)

          前第１四半期累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年６月30日)

当第１四半期累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年６月30日)

売上高 2,835,704 2,987,088

売上原価 2,281,136 2,409,361

売上総利益 554,568 577,727

販売費及び一般管理費 447,850 469,770

営業利益 106,718 107,956

営業外収益   

 受取利息 59 120

 受取配当金 21,734 25,618

 仕入割引 2,049 2,285

 受取保険金 - 10,000

 その他 918 1,119

 営業外収益合計 24,761 39,144

営業外費用   

 売上割引 446 448

 その他 4 59

 営業外費用合計 450 507

経常利益 131,028 146,593

特別損失   

 固定資産除却損 - 234

 特別損失合計 - 234

税引前四半期純利益 131,028 146,358

法人税、住民税及び事業税 62,500 52,900

法人税等調整額 △22,071 △7,642

法人税等合計 40,428 45,257

四半期純利益 90,600 101,101
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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)

該当事項はありません。

 

(四半期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。

 

(四半期貸借対照表関係)

該当事項はありません。

 

(四半期損益計算書関係)

該当事項はありません。

 

(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)

当第１四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・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１四半期累計期間

(自 平成28年４月１日
至 平成28年６月30日)

当第１四半期累計期間
(自 平成29年４月１日
至 平成29年６月30日)

減価償却費 78,961千円 65,104千円
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(株主資本等関係)

前第１四半期累計期間(自　平成28年４月１日　至　平成28年６月30日)

 

１　配当に関する事項

　(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29日
定時株主総会

普通株式 61,834 ６ 平成28年３月31日 平成28年６月30日 利益剰余金
 

 

(2) 基準日が当第１四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１四半期会計期間の末日後とな

るもの

該当事項はありません。

 

２　株主資本の著しい変動に関する事項

株主資本の金額は、前事業年度末日と比較して著しい変動がありません。

 

 

当第１四半期累計期間(自 平成29年４月１日 至 平成29年６月30日)

 

１　配当に関する事項

　(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29年６月29日
定時株主総会

普通株式 61,832 ６ 平成29年３月31日 平成29年６月30日 利益剰余金
 

 

(2) 基準日が当第１四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１四半期会計期間の末日後とな

るもの

該当事項はありません。

 

２　株主資本の著しい変動に関する事項

株主資本の金額は、前事業年度末日と比較して著しい変動がありません。

 

(持分法損益等)

該当事項はありません。

 

(企業結合等関係)

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】

前第１四半期累計期間(自　平成28年４月１日　至　平成28年６月30日)

セグメント情報については、住宅建材部門の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

　

当第１四半期累計期間(自　平成29年４月１日　至　平成29年６月30日)

セグメント情報については、住宅建材部門の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１四半期累計期間
(自 平成28年４月１日
至 平成28年６月30日)

当第１四半期累計期間
(自 平成29年４月１日
至 平成29年６月30日)

１株当たり四半期純利益金額 8.79円
 

 

１株当たり四半期純利益金額 9.81円
 

 
 

(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　１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎

項目
前第１四半期累計期間

(自　平成28年４月１日
至　平成28年６月30日)

当第１四半期累計期間
(自　平成29年４月１日
　至　平成29年６月30日)

四半期損益計算書上の四半期純利益(千円) 90,600 101,101

普通株式に係る四半期純利益(千円) 90,600 101,101

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式の期中平均株式数(千株) 10,305 10,305

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
在株式について前事業年度末からの重要な変動が
ある場合の概要

潜在株式はありません。

 

 

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

 

２ 【その他】

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29年８月３日

 
 

アルメタックス株式会社

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 石　黒　　　訓 印

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 石　原　伸　一 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」に掲げられているアルメタックス

株式会社の平成29年４月１日から平成30年３月31日までの第54期事業年度の第１四半期会計期間(平成29年４月１日から

平成29年６月30日まで)及び第１四半期累計期間(平成29年４月１日から平成29年６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、アルメタックス株式会社の平成29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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