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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133期

第２四半期
連結累計期間

第134期
第２四半期
連結累計期間

第133期

会計期間
自 2017年４月１日
至 2017年９月30日

自 2018年４月１日
至 2018年９月30日

自 2017年４月１日
至 2018年３月31日

売上高 (千円) 2,509,546 2,667,075 5,005,595

経常利益 (千円) 111,451 247,635 273,751

親会社株主に帰属する四半期
(当期)純利益

(千円) 73,531 186,190 184,146

四半期包括利益又は包括利益 (千円) 93,016 173,657 190,564

純資産額 (千円) 4,367,104 4,594,718 4,464,358

総資産額 (千円) 8,306,147 8,578,634 8,513,036

１株当たり四半期(当期)純利益 (円) 26.67 67.49 66.79

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益

(円) － － －

自己資本比率 (％) 52.6 53.6 52.4

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 263,560 350,327 451,256

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △332,223 △66,945 △382,937

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 74,647 △232,123 115,191

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(千円) 1,201,115 1,428,030 1,378,909
 

 

回次
第133期

第２四半期
連結会計期間

第134期
第２四半期
連結会計期間

会計期間
自 2017年７月１日
至 2017年９月30日

自 2018年７月１日
至 2018年９月30日

１株当たり四半期純利益 (円) 17.89 30.10
 

(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。

４．2017年10月１日付で普通株式５株につき１株の割合で株式併合を実施しております。前連結会計年度の期首

に当該株式併合が行われたと仮定し、１株当たり四半期(当期)純利益を算定しております。

５．「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年２月16日）等を第１四半期

連結会計期間の期首から適用しており、前第２四半期連結累計期間及び前連結会計年度に係る主要な経営指

標等については、当該会計基準等を遡って適用した後の指標等となっております。
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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。

 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 【経営者による財政状態、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。

なお、「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年２月16日）等を第１四半期

連結会計期間の期首から適用しており、財政状態の状況については、当該会計基準等を遡って適用した後の数値で前

連結会計年度との比較・分析を行っております。

 

(1) 財政状態及び経営成績の状況

当第２四半期連結累計期間（2018年４月１日～2018年９月30日）におけるわが国経済は、企業収益および雇用環

境の改善や設備投資の持ち直しなど、景気は引き続き緩やかな回復基調で推移しました。しかしながら、海外にお

いては米中の貿易摩擦の過熱や中東の地政学的リスクの高まりなどにより、世界経済の先行きは不透明な状況が続

いております。

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、新製品の開発およ

び積極的な営業活動とコスト削減に取り組んでまいりました。その結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は

2,667百万円（前年同四半期比6.3％増）、営業利益は235百万円（前年同四半期比98.8％増）、経常利益は247百万

円（前年同四半期比122.2％増）、親会社株主に帰属する四半期純利益は186百万円（前年同四半期比153.2％増）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、海外売上および高付加価値製品の売上が堅調に推移した結果、売上高は1,952百万円（前年同

四半期比4.5％増）、セグメント利益（営業利益）は343百万円（前年同四半期比35.3％増）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、主力製品のベセルフューザー（薬液注入器）の売上が堅調に推移した結果、売上高は715

百万円（前年同四半期比11.6％増）、セグメント利益（営業利益）は23百万円（前年同四半期比394.4％増）となり

ました。

　

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65百万円増加し、8,578百万円となりました。

これは主に、現金及び預金61百万円の増加、受取手形及び売掛金70百万円の増加、その他の流動資産53百万円の減

少などによるものです。

負債は、前連結会計年度末に比べ64百万円減少し、3,983百万円となりました。これは主に、未払法人税等74百万

円の増加、その他の流動負債52百万円の増加、長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)161百万円の減少、

厚生年金基金解散損失引当金22百万円の減少などによるものです。

純資産は、前連結会計年度末に比べ130百万円増加し、4,594百万円となりました。これは主に、利益剰余金139百

万円の増加、為替換算調整勘定７百万円の減少などによるものです。
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(2) キャッシュ・フローの状況

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49百万円増加し、1,428百万円となりました。

営業活動によるキャッシュ・フローは、350百万円の資金の増加（前年同四半期 263百万円の資金の増加）となり

ました。これは主に、減少要因として売上債権の増加額68百万円がありましたが、増加要因として税金等調整前四

半期純利益269百万円、減価償却費136百万円などがあったことによるものです。

投資活動によるキャッシュ・フローは、66百万円の資金の減少（前年同四半期 332百万円の資金の減少）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50百万円、定期預金の預入による支出12百万円などがあった

ことによるものです。

財務活動によるキャッシュ・フローは、232百万円の資金の減少（前年同四半期 74百万円の資金の増加）となり

ました。これは主に、長期借入金の返済による支出161百万円、配当金の支払額46百万円などがあったことによるも

のです。

　

(3) 経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容　

① 重要な会計方針および見積り

当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている企業会計基準に基づき作

成されております。この連結財務諸表の作成に当たりましては、経営者による会計方針の選択・適用、資産・

負債及び収益・費用の報告金額及び開示に影響を与える見積りを必要としております。経営者は、これらの見

積りについて、過去の実績や現状を勘案し合理的に判断しておりますが、実際の結果は、見積り特有の不確実

性があるため、これらの見積りと異なる場合があります。

　

② 当第２四半期連結累計期間の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容

イ 経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容

当社グループの当第２四半期連結累計期間の売上高は、前年同四半期に比べ6.3％増の2,667百万円となりま

した。国内売上高はテクノ製品事業、メディカル製品事業ともに売上が堅調に推移した結果、前年同四半期に

比べ12.5％増の1,152百万円となり、海外売上高においてもテクノ製品事業の売上が堅調に推移したため、

2.0％増の1,514百万円となりました。

販売費及び一般管理費は、前年同四半期に比べ1.1％増の622百万円となり、営業利益は、前年同四半期に比

べ98.8％増の235百万円となりました。

セグメント別に見ますと、テクノ製品事業の売上高は、前年同四半期に比べ4.5％増の1,952百万円となり、

セグメント利益は前年同四半期に比べ35.3％増の343百万円となりました。

テクノ製品事業では、筆記具用サインペン先、タブレット用ペン先、コスメティック用ペン先などの筆記具

用先端部材、塗布部材などを主に製造販売しております。サインペン先およびコスメティック用ペン先の国内

向け、海外向けの売上は、積極的な営業活動や品質管理体制の強化などが業績向上として表れつつあり、今後

も堅調に推移して行くものと判断しております。更なる業績向上に向けて、継続して研究開発力の強化、製品

の短納期化への対応とコスト削減に向けた生産体制の合理化などへ注力してまいります。

メディカル製品事業の売上高は、前年同四半期に比べ11.6％増の715百万円となり、セグメント利益は前年同

四半期に比べ394.4％増の23百万円となりました。

メディカル製品事業では、ベセルフューザー、ガイドワイヤーなどの医療機器を製造販売しております。ベ

セルフューザーは、より高い安全性と利便性を兼ね備えた新製品を投入することで、継続して販売が堅調に推

移して行くものと判断しており、引き続き収益性拡大に向けて生産体制の合理化に努めてまいります。ガイド

ワイヤーは、積極的な営業活動の継続と販路拡大に向けて増産体制の維持に努めてまいります。

なお、医療機器の品質管理につきましては、最重要課題と認識しており、より安全で信頼性の高い製品を顧

客へ提供し続けるため、継続して万全の品質管理を行ってまいります。
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経常利益は、営業利益の増加、営業外収益として受取補償金14百万円などの計上により、前年同四半期に比

べ122.2％増の247百万円となりました。

親会社株主に帰属する四半期純利益は、経常利益の増加、特別利益として厚生年金基金解散損失引当金戻入

額22百万円の計上により、前年同四半期に比べ153.2％増の186百万円となりました。

財政状態につきましては、営業キャッシュ・フローを重視しており、継続して利益改善、たな卸資産の削

減、売掛金の早期回収などにより、その拡大を図るとともに借入金の返済などを行い、財務体質の強化に努め

てまいります。

ロ 資本の財源および資金の流動性についての分析

当社グループの主要な資金需要は、製品製造のための原材料費、労務費、経費、販売費及び一般管理費等の

営業費用並びに当社グループの設備新設、合理化、改修等に係る投資であります。

これらの資金需要につきましては、営業活動によるキャッシュ・フロー及び自己資金のほか、金融機関から

の借入による資金調達にて対応していくこととしております。

また、グループ内での資金管理は当社が一元管理を行うことで、資金効率の向上を図っております。

 
(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71百万円であります。

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。

　

 
３ 【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。
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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 8,000,000

計 8,000,000
 

 

② 【発行済株式】

 

種類
第２四半期会計期間
末現在発行数(株)
(2018年９月30日)

提出日現在
発行数(株)

(2018年11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 3,092,623 3,092,623
東京証券取引所
(市場第二部)

単元株式数は100株でありま
す。

計 3,092,623 3,092,623 ― ―
 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

　

② 【その他の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) 【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)

2018年７月１日～
2018年９月30日

― 3,092,623 ― 1,939,834 ― 484,958
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(5) 【大株主の状況】

　 　 2018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
(自己株式を
除く。)の

総数に対する
所有株式数
の割合(％)

昭和化学工業㈱ 東京都港区赤坂２－14－32 471 15.30

㈱麻生 福岡県飯塚市芳雄町７－18 443 14.40

若築建設㈱ 東京都目黒区下目黒２－23－18 423 13.74

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

320 10.40

㈱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)

135 4.40

オーベクス取引先持株会 東京都墨田区両国４－31－11 90 2.94

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)

66 2.16

オーベクス従業員持株会 東京都墨田区両国４－31－11 46 1.52

石橋産業㈱ 東京都目黒区碑文谷５－25－10 42 1.36

井上 幸雄 東京都町田市 40 1.32

計 － 2,081 67.54
 

(注) １ 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。

２ 石橋産業株式会社は、2018年８月６日付にて本社事務所を東京都目黒区碑文谷４丁目24番15号に移転してお

ります。
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(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

2018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 11,500

完全議決権株式(その他) 普通株式 3,061,100 30,611 ―

単元未満株式 普通株式 20,023 ― ―

発行済株式総数 3,092,623 ― ―

総株主の議決権 ― 30,611 ―
 

(注) １ 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式のうち、320,300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、60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61株が含まれております。

 

② 【自己株式等】

2018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) 東京都墨田区両国
４－31－11

11,500 ― 11,500 0.37
オーベクス株式会社

計 ― 11,500 ― 11,500 0.37
 

(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、2012年３月12日付けで株式給付信託

（J-ESOP）の自己株式262,000株及び2016年８月25日付けで株式給付信託（BBT）の自己株式68,160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、2018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

254,100株及び株式給付信託（BBT）の当社株式66,260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(2018年７月１日から2018年

９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(2018年４月１日から2018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
(2018年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2018年９月30日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 1,418,910 1,480,035

  受取手形及び売掛金 ※  1,259,352 ※  1,330,013

  商品及び製品 173,970 159,896

  仕掛品 1,255,496 1,276,966

  原材料及び貯蔵品 317,219 334,444

  その他 171,969 118,619

  貸倒引当金 △128 △132

  流動資産合計 4,596,789 4,699,843

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物及び構築物 3,030,255 3,030,899

    減価償却累計額 △1,587,386 △1,629,586

    建物及び構築物（純額） 1,442,869 1,401,313

   機械装置及び運搬具 2,682,419 2,745,879

    減価償却累計額 △2,284,153 △2,331,976

    機械装置及び運搬具（純額） 398,266 413,902

   土地 1,508,716 1,509,554

   リース資産 241,568 239,417

    減価償却累計額 △59,016 △76,232

    リース資産（純額） 182,551 163,184

   建設仮勘定 42,710 12,356

   その他 377,237 411,592

    減価償却累計額 △325,313 △342,518

    その他（純額） 51,923 69,073

   有形固定資産合計 3,627,038 3,569,385

  無形固定資産   

   特許権 6,111 6,773

   リース資産 8,882 14,117

   その他 10,739 10,210

   無形固定資産合計 25,733 31,101

  投資その他の資産   

   投資有価証券 156,316 149,787

   出資金 210 210

   繰延税金資産 41,489 49,664

   その他 73,992 87,176

   貸倒引当金 △8,533 △8,534

   投資その他の資産合計 263,475 278,303

  固定資産合計 3,916,247 3,878,791

 資産合計 8,513,036 8,578,634
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           (単位：千円)

          
前連結会計年度
(2018年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2018年９月30日)

負債の部   

 流動負債   

  支払手形及び買掛金 ※  510,707 ※  504,849

  1年内返済予定の長期借入金 343,960 379,426

  リース債務 46,855 46,956

  未払法人税等 26,060 100,919

  賞与引当金 84,196 99,332

  その他 ※  200,975 253,968

  流動負債合計 1,212,755 1,385,452

 固定負債   

  長期借入金 2,256,246 2,059,064

  リース債務 128,992 111,223

  再評価に係る繰延税金負債 31,616 31,616

  株式給付引当金 56,299 63,226

  厚生年金基金解散損失引当金 22,205 －

  退職給付に係る負債 339,816 332,588

  その他 745 745

  固定負債合計 2,835,922 2,598,463

 負債合計 4,048,678 3,983,916

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 1,939,834 1,939,834

  資本剰余金 518,455 518,486

  利益剰余金 2,188,227 2,328,200

  自己株式 △219,710 △216,821

  株主資本合計 4,426,806 4,569,699

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 82,422 77,193

  土地再評価差額金 △77,128 △77,128

  為替換算調整勘定 32,257 24,953

  その他の包括利益累計額合計 37,551 25,018

 純資産合計 4,464,358 4,594,718

負債純資産合計 8,513,036 8,578,634
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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 2017年４月１日
　至 2017年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2018年４月１日
　至 2018年９月30日)

売上高 2,509,546 2,667,075

売上原価 1,775,477 1,809,566

売上総利益 734,068 857,509

販売費及び一般管理費 ※  615,774 ※  622,361

営業利益 118,294 235,148

営業外収益   

 受取利息 52 73

 受取配当金 1,562 1,835

 受取補償金 － 14,500

 為替差益 1,778 1,920

 貸倒引当金戻入額 2,862 －

 その他 4,180 6,081

 営業外収益合計 10,436 24,409

営業外費用   

 支払利息 12,409 8,043

 その他 4,870 3,878

 営業外費用合計 17,279 11,921

経常利益 111,451 247,635

特別利益   

 厚生年金基金解散損失引当金戻入額 － 22,205

 固定資産売却益 124 －

 特別利益合計 124 22,205

特別損失   

 固定資産除却損 － 69

 特別損失合計 － 69

税金等調整前四半期純利益 111,575 269,771

法人税、住民税及び事業税 24,685 89,448

法人税等調整額 13,358 △5,866

法人税等合計 38,043 83,581

四半期純利益 73,531 186,190

親会社株主に帰属する四半期純利益 73,531 186,190
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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 2017年４月１日
　至 2017年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2018年４月１日
　至 2018年９月30日)

四半期純利益 73,531 186,190

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 7,595 △5,229

 為替換算調整勘定 11,888 △7,303

 その他の包括利益合計 19,484 △12,532

四半期包括利益 93,016 173,657

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 93,016 173,657
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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 2017年４月１日
　至 2017年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2018年４月１日
　至 2018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 111,575 269,771

 減価償却費 133,361 136,445

 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 11,572 △7,228

 株式給付引当金の増減額（△は減少） 10,078 9,982

 賞与引当金の増減額（△は減少） △31,581 15,198

 貸倒引当金の増減額（△は減少） △2,862 5

 厚生年金基金解散損失引当金の増減額(△は減少) － △22,205

 受取利息及び受取配当金 △1,615 △1,908

 支払利息 12,409 8,043

 為替差損益（△は益） △4,841 2,804

 有形固定資産除却損 － 69

 有形固定資産売却損益（△は益） △124 －

 売上債権の増減額（△は増加） △101,817 △68,367

 たな卸資産の増減額（△は増加） 15,484 △27,714

 仕入債務の増減額（△は減少） △30,032 △3,991

 未払消費税等の増減額（△は減少） 124,287 45,376

 その他の流動資産の増減額（△は増加） 8,480 △11,085

 その他の流動負債の増減額（△は減少） 19,916 30,645

 その他の固定資産の増減額（△は増加） 3,836 △1,424

 その他の固定負債の増減額（△は減少） 903 567

 小計 279,030 374,984

 利息及び配当金の受取額 1,796 1,908

 利息の支払額 △12,286 △8,029

 法人税等の支払額 △4,979 △18,536

 営業活動によるキャッシュ・フロー 263,560 350,327

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 △12,001 △12,003

 貸付けによる支出 － △445

 貸付金の回収による収入 － 122

 有形固定資産の取得による支出 △317,297 △50,104

 有形固定資産の売却による収入 352 －

 無形固定資産の取得による支出 △142 △1,785

 投資有価証券の取得による支出 △905 △1,008

 保険積立金の積立による支出 △2,221 △1,771

 敷金の差入による支出 △7 △180

 敷金の回収による収入 － 230

 投資活動によるキャッシュ・フロー △332,223 △66,945
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           (単位：千円)

          前第２四半期連結累計期間
(自 2017年４月１日
　至 2017年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2018年４月１日
　至 2018年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー   

 長期借入れによる収入 260,000 －

 長期借入金の返済による支出 △119,646 △161,716

 配当金の支払額 △46,217 △46,106

 リース債務の返済による支出 △17,803 △24,164

 自己株式の売却による収入 － 107

 自己株式の取得による支出 △1,685 △243

 財務活動によるキャッシュ・フロー 74,647 △232,123

現金及び現金同等物に係る換算差額 3,521 △2,136

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 9,507 49,121

現金及び現金同等物の期首残高 1,191,608 1,378,909

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※  1,201,115 ※  1,428,030
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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。

 

 

(追加情報)

　
当第２四半期連結累計期間

(自 2018年４月１日 至 2018年９月30日)

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年２月16日）等を第１四半期連結会

計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分

に表示しております。
 

　

　

(四半期連結貸借対照表関係)

※ 四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理については、満期日に決済が行われたものとして処理しておりま

す。

 なお、当第２四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末日満期手形を

満期日に決済が行われたものとして処理しております。

 

 
前連結会計年度

(2018年３月31日)
当第２四半期連結会計期間

(2018年９月30日)

受取手形 36,678千円 32,897千円

支払手形 86,601千円 116,712千円

その他（設備関係支払手形） 259千円 ― 千円
 

 

 

(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 2017年４月１日
至 2017年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2018年４月１日
至 2018年９月30日)

発送費 54,799千円 62,642千円

給与手当及び賞与 227,387千円 224,875千円

賞与引当金繰入額 30,545千円 17,051千円

退職給付費用 9,575千円 7,992千円

株式給付費用 7,170千円 8,078千円

福利厚生費 40,184千円 36,198千円

貸倒引当金繰入額 ―千円 5千円

研究開発費 57,170千円 70,880千円

賃借料 18,415千円 18,172千円
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(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 2017年４月１日
至 2017年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2018年４月１日
至 2018年９月30日)

現金及び預金 1,229,116千円 1,480,035千円

預入期間が３か月を超える定期預金 △28,001千円 △52,004千円

現金及び現金同等物 1,201,115千円 1,428,030千円
 

 

 

(株主資本等関係)

前第２四半期連結累計期間(自 2017年４月１日 至 2017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

2017年６月23日
定時株主総会

普通株式 46,244 3.00 2017年３月31日 2017年６月26日 利益剰余金
 

(注) １ 2017年６月23日開催の定時株主総会決議により、2017年10月１日付で普通株式５株を１株の割合で株式併合

いたしました。2017年６月23日定時株主総会決議による１株当たり配当額につきましては、当該株式併合前

の実際の配当額を記載しております。

２ 2017年６月23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4,901

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 2018年４月１日 至 2018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

2018年６月26日
定時株主総会

普通株式 46,218 15.00 2018年３月31日 2018年６月27日 利益剰余金
 

(注) 2018年６月26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4,868千

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 2017年４月１日 至 2017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 1,868,102 639,853 2,507,956 1,590 2,509,546

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

― 928 928 17,695 18,623

計 1,868,102 640,781 2,508,884 19,285 2,528,169

セグメント利益 253,520 4,851 258,371 6,770 265,142
 

(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 258,371

「その他」の区分の利益 6,770

全社費用(注) △146,848

四半期連結損益計算書の営業利益 118,294
 

(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 2018年４月１日 至 2018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 1,952,082 713,258 2,665,341 1,734 2,667,075

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

― 2,048 2,048 14,695 16,743

計 1,952,082 715,307 2,667,389 16,429 2,683,819

セグメント利益 343,027 23,982 367,010 4,896 371,906
 

(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 367,010

「その他」の区分の利益 4,896

全社費用(注) △136,758

四半期連結損益計算書の営業利益 235,148
 

(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 2017年４月１日
至 2017年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2018年４月１日
至 2018年９月30日)

 １株当たり四半期純利益  26円67銭 67円49銭

 (算定上の基礎)    

 親会社株主に帰属する四半期純利益 (千円) 73,531 186,190

 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

(千円) 73,531 186,190

 普通株式の期中平均株式数 (株) 2,757,308 2,758,729
 

(注) １. 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、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信託に残存する自社の株式は、１株当たり四半期純利益の

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の算定上、控除した当該自己株式の期中平均株式数は前第２四半期連結累計期間

325,131株、当第２四半期連結累計期間322,459株であります。

３．2017年10月１日付で普通株式５株につき１株の割合で株式併合を実施しております。前連結会計年度の期首

に当該株式併合が行われたと仮定し、１株当たり四半期純利益を算定しております。

　

 

(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
 

2018年11月９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 藤   本   良   治 印

 

 

指定社員

業務執行社員
 公認会計士 圓   岡   徳   樹 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2018年４月１日から2019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(2018年７月１日から2018年９

月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(2018年４月１日から2018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2018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。
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