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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73期

第２四半期
連結累計期間

第74期
第２四半期
連結累計期間

第73期

会計期間
自 2019年１月１日
至 2019年６月30日

自 2020年１月１日
至 2020年６月30日

自 2019年１月１日
至 2019年12月31日

売上高 (千円) 2,807,680 2,457,586 5,469,719

経常利益 (千円) 237,739 136,120 450,129

親会社株主に帰属する
四半期（当期）純利益

(千円) 156,286 92,559 314,063

四半期包括利益又は包括利益 (千円) 153,576 73,373 318,862

純資産額 (千円) 3,027,067 3,204,759 3,192,354

総資産額 (千円) 4,992,344 4,855,467 5,003,175

１株当たり四半期（当期）
純利益

(円) 88.07 52.21 176.98

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 (％) 59.7 65.0 62.8

営業活動によるキャッシュ・フロー (千円) 13,467 △46,100 407,257

投資活動によるキャッシュ・フロー (千円) △56,543 △20,297 △62,873

財務活動によるキャッシュ・フロー (千円) △53,779 △60,888 △53,863

現金及び現金同等物の
四半期末（期末）残高

(千円) 832,624 1,092,713 1,219,999
 

 

 

回次
第73期

第２四半期
連結会計期間

第74期
第２四半期
連結会計期間

会計期間
自 2019年４月１日
至 2019年６月30日

自 2020年４月１日
至 2020年６月30日

１株当たり四半期純利益 (円) 21.94 27.65
 

(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）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２四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。また、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】

 （１）財政状態及び経営成績の状況

　①経営成績の状況

当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大と、それに伴う自粛の影

響により経済活動が抑制され、企業活動や個人消費等が急速に減少していることに加え、海外経済の不確実性や金融

資本市場の変動等、先行き不透明な状況が続いております。

　このような状況のもと、当社グループは、積極的な営業活動に取り組み、技術開発力の強化、経費の削減等諸施策

を展開いたしました結果、当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高24億57百万円（前年同期比12.5％減）、経常

利益は１億36百万円（同42.7％減）、親会社株主に帰属する四半期純利益は92百万円（同40.8％減）となりました。

 
セグメントの業績を示すと次のとおりです。

（鋼製品関連事業）

鋼製品関連事業の売上高は６億80百万円（前年同期比3.2％減）、営業利益は89百万円（前年同期比42.2％増）と

なりました。耐火性だけでなく、情報保護、防盗性強化等多様化する顧客ニーズに対応するため、操作履歴機能付

指紋認証キーボックス、指紋認証耐火金庫、データメディア耐火金庫等高付加価値製品の販売促進等積極的な営業

展開に努めましたが、前年同期実績を下回りました。

（デンタル関連事業）

デンタル関連事業の売上高は６億58百万円（前年同期比23.6％減）、営業損失は12百万円（前年同期は営業利益

76百万円）となりました。各種歯科用ユニット等の新規開拓及び買替需要に対する営業活動等積極的に展開いたし

ましたが、前年同期実績を下回りました。

（書庫ロッカー関連事業）

書庫ロッカー関連事業の売上高は９億42百万円（前年同期比7.6％減）、営業利益は70百万円（前年同期比43.9％

減）となりました。札幌工場・川島工場の生産性向上、新規開拓推進等に努めましたが、前年同期実績を下回りま

した。

（ＯＡフロア関連事業）

ＯＡフロア関連事業の売上高は24百万円（前年同期比61.5％減）、営業損失は４百万円（前年同期は営業利益４

百万円）となりました。なお、当第２四半期をもってＯＡフロアの製造を中止いたしました。

（不動産賃貸関連事業）

不動産賃貸関連事業の売上高は１億８百万円（前年同期0.7％増）、営業利益は88百万円（前年同期比1.6％増）

となりました。

（その他）

その他の売上高は42百万円（前年同期比15.7％減）、営業利益は11百万円（前年同期比0.8％増）となりました。

 
 

②財政状態の状況

当第２四半期連結会計期間末の総資産は48億55百万円となり、前連結会計年度末に比べ１億47百万円減少しまし

た。
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（流動資産）

流動資産は27億77百万円となり、前連結会計年度末に比べ、現金及び預金の減少１億27百万円、電子記録債権の

増加23百万円、商品及び製品の増加16百万円、その他の流動資産の増加24百万円等により、52百万円減少しまし

た。

（固定資産）

固定資産は20億77百万円となり、前連結会計年度末に比べ、建物及び構築物の減少14百万円、投資有価証券の減

少26百万円、退職給付に係る資産の減少55百万円等により、95百万円減少しました。

（流動負債）

流動負債は13億63百万円となり、前連結会計年度末に比べ、支払手形及び買掛金の減少１億91百万円、未払消費

税等の減少28百万円、その他の流動負債の増加１億３百万円等により、１億36百万円減少しました。

（固定負債）

固定負債は２億87百万円となり、前連結会計年度末に比べ、繰延税金負債の減少26百万円等により、23百万円減

少しました。

（純資産）

純資産は32億４百万円となり、前連結会計年度末に比べ、利益剰余金の増加39百万円、その他有価証券評価差額

金の減少20百万円等により、12百万円増加しました。

 
③キャッシュ・フローの状況

当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、10億92百万円と前連結会計年度末に比べ１億27百万

円の減少（10.4％減）となりました。

（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、税金等調整前四半期純利益１億34百

万円、売上債権の減少69百万円、仕入債務の減少△１億91百万円、法人税等の支払額△64百万円等により、46百万

円の支出（前年同期は13百万円の収入）となりました。

（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、有形固定資産の取得による支出△17

百万円、投資有価証券の取得による支出△３百万円等により、20百万円の支出（前年同期は56百万円の支出）とな

りました。

（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、配当金の支払△53百万円、自己株式

の取得による支出△６百万円等により、60百万円の支出（前年同期は53百万円の支出）となりました。

 
 

 （２）経営方針・経営戦略等

当第２四半期連結累計期間において、当社グループの経営方針・経営戦略等について重要な変更はありません。

 
 （３）事業上及び財務上の対処すべき問題

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２四半期連結累計期間において支出した研究開発費の総額は88百万円であります。
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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 7,100,000

計 7,100,000
 

 
② 【発行済株式】

 

種類

第２四半期会計期間末

現在発行数(株)

(2020年６月30日)

提出日現在

発行数(株)

(2020年８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 1,776,000 1,776,000
東京証券取引所
ＪＡＳＤＡＱ

（スタンダード）

単元株式数
100株

計 1,776,000 1,776,000 － －
 

 
(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

(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)

2020年６月30日 － 1,776 － 1,090,800 － 64,000
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(5) 【大株主の状況】

　  2020年６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(％)

廣澤興産㈲ 東京都台東区元浅草2-7-13 355 20.10

廣澤　清 茨城県筑西市 217 12.28

廣沢　實 茨城県筑西市 139 7.90

(公財)広沢育英会 茨城県つくば市寺具1395-1 120 6.79

広沢㈲ 東京都台東区元浅草2-7-13 100 5.66

井上　拓夫 東京都文京区 36 2.04

伊藤　政男 滋賀県長浜市 25 1.47

岩　始 埼玉県川口市 16 0.93

大島　勇 埼玉県比企郡吉見町 15 0.85

伊藤　貴登 大阪府大阪市 11 0.65

計 － 1,036 58.66
 

 
(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

     2020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）

8,400 － －
  普通株式

完全議決権株式（その他） 普通株式 1,764,600 17,646 －

単元未満株式 普通株式 3,000 － －

発行済株式総数  1,776,000 － －

総株主の議決権  － 17,646 －
 

（注）　1.「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200株(議決権２個)含

まれております。

2.「単元未満株式」には、当社所有の自己株式10株が含まれております。

② 【自己株式等】

     2020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）      

日本アイ・エス・
ケイ株式会社

東京都台東区元
浅草2-7-13

8,400 0 8,400 0.47

計 － 8,400 0 8,400 0.47
 

　

２ 【役員の状況】

　　　前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第２四半期累計期間における役員の異動はありません。
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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（2020年４月１日から2020年

６月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（2020年１月１日から2020年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸表

について、監査法人日本橋事務所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
(2019年12月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2020年６月30日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 1,219,999 1,092,713

  受取手形及び売掛金 ※2  1,342,825 1,346,824

  電子記録債権 41,620 64,938

  商品及び製品 94,226 110,311

  仕掛品 17,978 15,198

  原材料 111,272 120,590

  その他 2,585 27,325

  流動資産合計 2,830,508 2,777,902

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物及び構築物（純額） 357,787 343,022

   機械装置及び運搬具（純額） 167,365 165,943

   土地 980,731 980,731

   その他（純額） 10,476 9,836

   有形固定資産合計 1,516,361 1,499,533

  無形固定資産   

   ソフトウエア 2,182 5,691

   無形固定資産合計 2,182 5,691

  投資その他の資産   

   投資有価証券 151,610 125,351

   退職給付に係る資産 417,994 362,498

   敷金及び保証金 84,208 84,180

   その他 310 310

   投資その他の資産合計 654,122 572,340

  固定資産合計 2,172,666 2,077,565

 資産合計 5,003,175 4,855,467
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           (単位：千円)

          
前連結会計年度
(2019年12月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2020年６月30日)

負債の部   

 流動負債   

  支払手形及び買掛金 ※2  897,384 705,517

  未払金 146,505 137,925

  未払法人税等 78,109 69,056

  未払消費税等 70,239 41,458

  賞与引当金 52,830 51,080

  その他 255,042 358,198

  流動負債合計 1,500,111 1,363,236

 固定負債   

  繰延税金負債 188,795 162,143

  役員退職慰労引当金 62,367 65,781

  その他 59,547 59,547

  固定負債合計 310,709 287,471

 負債合計 1,810,821 1,650,708

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 1,090,800 1,090,800

  資本剰余金 64,000 64,000

  利益剰余金 1,955,857 1,995,179

  自己株式 △2,438 △9,419

  株主資本合計 3,108,218 3,140,559

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 35,416 14,962

  その他の包括利益累計額合計 35,416 14,962

 非支配株主持分 48,719 49,237

 純資産合計 3,192,354 3,204,759

負債純資産合計 5,003,175 4,855,467
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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　2019年１月１日
　至　2019年６月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　2020年１月１日
　至　2020年６月30日)

売上高 2,807,680 2,457,586

売上原価 2,002,158 1,812,126

売上総利益 805,522 645,460

販売費及び一般管理費 ※1  582,525 ※1  554,049

営業利益 222,996 91,410

営業外収益   

 受取利息 0 0

 受取配当金 2,187 2,308

 作業くず売却益 9,784 6,250

 受取保険金 － 23,700

 受取補償金 － 9,480

 その他 2,846 3,094

 営業外収益合計 14,819 44,833

営業外費用   

 手形売却損 76 64

 支払手数料 － 58

 営業外費用合計 76 123

経常利益 237,739 136,120

特別損失   

 固定資産売却損 － 1,902

 特別損失合計 － 1,902

税金等調整前四半期純利益 237,739 134,218

法人税、住民税及び事業税 76,625 58,015

法人税等調整額 2,572 △17,624

法人税等合計 79,197 40,390

四半期純利益 158,541 93,827

非支配株主に帰属する四半期純利益 2,254 1,268

親会社株主に帰属する四半期純利益 156,286 92,559
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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　2019年１月１日
　至　2019年６月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　2020年１月１日
　至　2020年６月30日)

四半期純利益 158,541 93,827

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 △4,965 △20,453

 その他の包括利益合計 △4,965 △20,453

四半期包括利益 153,576 73,373

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 151,321 72,105

 非支配株主に係る四半期包括利益 2,254 1,268
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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　2019年１月１日
　至　2019年６月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　2020年１月１日
　至　2020年６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 237,739 134,218

 減価償却費 41,429 39,771

 固定資産売却損 － 1,902

 賞与引当金の増減額（△は減少） 755 △1,749

 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） △26,381 55,496

 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 2,053 3,414

 受取利息及び受取配当金 △2,187 △2,308

 受取保険金 － △23,700

 支払利息及び手形売却損 76 64

 
未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は
減少）

3,152 △2,117

 売上債権の増減額（△は増加） △322,137 69,500

 たな卸資産の増減額（△は増加） 18,354 △22,622

 仕入債務の増減額（△は減少） 79,709 △191,867

 未払消費税等の増減額（△は減少） 7,157 △28,780

 その他 △6,333 △38,313

 小計 33,386 △7,093

 利息及び配当金の受取額 2,187 2,308

 保険金の受取額 － 23,700

 手形売却に伴う支払額 △76 △64

 法人税等の支払額 △22,030 △64,950

 営業活動によるキャッシュ・フロー 13,467 △46,100

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 △53,436 △17,410

 無形固定資産の取得による支出 － △2,420

 有形固定資産の売却による収入 － 2,727

 投資有価証券の取得による支出 △3,106 △3,222

 その他 － 28

 投資活動によるキャッシュ・フロー △56,543 △20,297

財務活動によるキャッシュ・フロー   

 自己株式の取得による支出 － △6,981

 配当金の支払額 △53,029 △53,157

 非支配株主への配当金の支払額 △750 △750

 財務活動によるキャッシュ・フロー △53,779 △60,888

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △96,855 △127,286

現金及び現金同等物の期首残高 929,479 1,219,999

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1  832,624 ※1  1,092,713
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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。

(四半期連結貸借対照表関係)

１　受取手形割引高
　

 前連結会計年度

（2019年12月31日)

当第２四半期連結会計期間

（2020年６月30日)

受取手形割引高 200,072千円 100,036千円
 

 
※２　四半期連結会計期間末日満期手形

　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、手形交換日をもって決済処理しております。なお、

前連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が、前連結会計年度末残高に含まれて

おります。
　

 前連結会計年度

（2019年12月31日)

当第２四半期連結会計期間

（2020年６月30日)

受取手形 13,280千円 －千円

支払手形 120,305千円 －千円
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(四半期連結損益計算書関係)

※1　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　2019年１月１日

　至　2019年６月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2020年１月１日

　至　2020年６月30日)
 

販売費の主なもの

荷造運賃 31,888千円 13,445千円
 

 

一般管理費の主なもの

給料手当 256,613千円 245,358千円

賞与引当金繰入額 21,416千円 20,020千円

退職給付費用 △9,514千円 19,793千円

役員退職慰労引当金繰入額 3,414千円 3,414千円

旅費交通費 44,773千円 30,038千円

賃借料 48,722千円 51,201千円

法定福利費 40,762千円 40,502千円

支払手数料 24,410千円 26,966千円
 

 

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

※１　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　2019年１月１日

至　2019年６月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2020年１月１日

至　2020年６月30日)

現金及び預金勘定 832,624 千円 1,092,713 千円

現金及び現金同等物 832,624 千円 1,092,713 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　2019年１月１日　至　2019年６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

2019年３月28日
定時株主総会

普通株式 53,237 30.00 2018年12月31日 2019年３月29日 利益剰余金
 

 
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に関する事項

　該当事項はありません。

 

当第２四半期連結累計期間（自　2020年１月１日　至　2020年６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

2020年３月26日
定時株主総会

普通株式 53,237 30.00 2019年12月31日 2020年３月27日 利益剰余金
 

 

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に関する事項

　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 2019年１月１日 至 2019年６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）1
合計

調整額

（注）2

四半期連結

損益計算書

計上額

（注）3

鋼製品

関連事業

デンタル

関連事業

書庫ロッカー

関連事業

ＯＡフロア

関連事業

不動産賃貸

関連事業
計

売上高           

1.外部顧

客への

売上高

703,201 862,730 1,019,331 64,249 108,180 2,757,692 49,987 2,807,680 － 2,807,680

2.セグメ

ント間

の内部

売上高

又は振

替高

－ － 13,902 － 1,656 15,558 － 15,558 △15,558 －

計 703,201 862,730 1,033,234 64,249 109,836 2,773,251 49,987 2,823,239 △15,558 2,807,680

セグメン

ト利益
63,003 76,517 125,105 4,999 87,358 356,985 10,929 367,914 △144,918 222,996

 

(注) １ 「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、工具の販売等を行っております。

２ セグメント利益の調整額△144,918千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であり、主に報告

セグメントに帰属しない一般管理費であります。

３ 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を行っております。

 
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。

 
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。
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Ⅱ　当第２四半期連結累計期間（自 2020年１月１日 至 2020年６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）1
合計

調整額

（注）2

四半期連結

損益計算書

計上額

（注）3

鋼製品

関連事業

デンタル

関連事業

書庫ロッカー

関連事業

ＯＡフロア

関連事業

不動産賃貸

関連事業
計

売上高           

1.外部顧

客への

売上高

680,782 658,757 942,229 24,743 108,959 2,415,471 42,115 2,457,586 － 2,457,586

2.セグメ

ント間

の内部

売上高

又は振

替高

－ － 8,974 － 1,656 10,630 － 10,630 △10,630 －

計 680,782 658,757 951,203 24,743 110,615 2,426,101 42,115 2,468,217 △10,630 2,457,586

セグメン

ト利益又

はセグメ

ント損失

（△）

89,601 △12,160 70,197 △4,582 88,796 231,852 11,014 242,866 △151,455 91,410

 

(注) １ 「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、工具の販売等を行っております。

２ セグメント利益の調整額△151,455千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であり、主に報告

セグメントに帰属しない一般管理費であります。

３ 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を行っております。

 
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。

 
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。

 
(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２四半期連結累計期間

(自　2019年１月１日

　至　2019年６月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2020年１月１日

　至　2020年６月30日)

１株当たり四半期純利益（円） 88.07 52.21

  （算定上の基礎）   

 親会社株主に帰属する四半期純利益（千円） 156,286 92,559

  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）

156,286 92,559

  普通株式の期中平均株式数（千株） 1,774 1,772
 

（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】

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
 

2020年８月12日

日本アイ・エス・ケイ株式会社

取締役会  御中

 

監査法人日本橋事務所
 

 

指 定 社 員

業務執行社員
 公認会計士 山　 村　　 浩 太 郎 ㊞

 

 

指 定 社 員

業務執行社員
 公認会計士 森　 岡　　 健　　二 ㊞

 

 

 

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」に掲げられている日本アイ・エ

ス・ケイ株式会社の2020年１月１日から2020年12月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間(2020年４月１日

から2020年６月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(2020年１月１日から2020年６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、日本アイ・エス・ケイ株式会社及び連結子会社の2020年６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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