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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49期

第３四半期累計期間
第50期

第３四半期累計期間
第49期

会計期間
自2018年10月１日
至2019年６月30日

自2019年10月１日
至2020年６月30日

自2018年10月１日
至2019年９月30日

売上高 （千円） 3,851,625 3,733,523 4,966,549

経常利益 （千円） 350,192 268,365 287,635

四半期（当期）純利益 （千円） 233,333 168,171 176,679

持分法を適用した場合の投資利益 （千円） － － －

資本金 （千円） 32,000 35,525 32,000

発行済株式総数 （株） 3,200,000 3,225,000 3,200,000

純資産額 （千円） 1,771,348 2,155,355 2,037,165

総資産額 （千円） 2,658,380 2,966,499 2,871,614

１株当たり四半期（当期）純利益 （円） 85.00 52.35 64.02

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益
（円） － 52.25 63.40

１株当たり配当額 （円） － － 19.00

自己資本比率 （％） 66.6 72.7 70.9

 

回次
第49期

第３四半期会計期間
第50期

第３四半期会計期間

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株当たり四半期純損失(△） （円） △2.03 △12.85

（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る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．持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社を有していないため記載しておりません。

４．当社は、第49期第３四半期累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在

しますが、非上場であり、期中平均株価を把握できないため記載しておりません。なお、2019年９月19日付

で東京証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード）に株式を上場いたしましたので、第49期の潜在株式調整後

１株当たり当期純利益につきましては、新規上場日から第49期の末日までの平均株価を期中平均株価とみな

して算定しております。

 

２【事業の内容】

当第３四半期累計期間において、当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】

第２四半期会計期間における四半期報告書において、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、以下の「感染症の流行について」を追加しております。

 

感染症の流行について

当社が商品の卸販売をしている市場・顧客は、大部分が日本国内、一部は顧客を通じて海外であり、最終的には一

般消費者に販売されています。また商品・原材料等は国内外の協力会社より仕入・調達を行っています。新型コロナ

ウイルス感染症等の感染症の流行により、需要の減退、商品・原材料の調達困難、当社社員及び関係者の感染による

業務継続への支障等が発生した場合、当社の業績並びに財務状態に影響を及ぼす可能性があります。

 

 

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】

文中の将来に関する事項は、当第３四半期会計期間の末日現在において判断したものであります。

(1) 財政状態及び経営成績の状況

① 経営成績の状況

当第３四半期累計期間（自　2019年10月１日　至　2020年６月30日）におけるわが国経済は、相次ぐ台風に

よる甚大な被害、消費税増税、米中間の通商問題等の影響や国際的な地政学的リスクから低調に推移する中、３

月以降の新型コロナウイルス感染症の拡大により急速に悪化いたしました。

こうした環境下、当社においては、中国における新型コロナウイルス感染症の拡大により、２月～３月に

は、一時的に委託生産が遅れる影響がありましたが、主要顧客への販売拡大に向けて、新商品の提案を積極的に

行い、第２四半期会計期間まではおおむね順調に推移いたしました。しかし、当第３四半期会計期間（自　2020

年４月１日　至　2020年６月30日）には、４月７日の政府の緊急事態宣言に基づく地方自治体の自粛要請によ

り、行楽、レジャー、パーティーなど、人々が集うシーンで使われる商品などの販売が主に落ち込み、当第３四

半期累計期間における売上高は3,733,523千円と前年同期比3.1％減少いたしました。

ライフスタイル雑貨の商品群別累計売上高は、「ワンプライス商品」が3,453,415千円（前年同期比0.9％

増）、「ＯＥＭ商品」が201,381千円（同14.8％減）、「フルール商品」が77,159千円（同57.8％減）、「その

他商品」が1,566千円（同85.6％減）となりました。

また、継続的な原価低減に努めておりますが、上場関係経費、新人事制度導入に伴う労務費増等、一般管理

費の増加があり、営業利益は前年同期比で減少いたしました。

以上の結果、当第３四半期累計期間の経営成績は、売上高は3,733,523千円（前年同期比3.1％減）、営業利

益は264,884千円（同23.6％減）、経常利益は268,365千円（同23.4％減）、四半期純利益は168,171千円（同

27.9％減）となりました。

 

② 財政状態の状況

（資産）

当第３四半期会計期間末における流動資産は2,784,993千円となり、前事業年度末に比べ83,424千円増加いた

しました。これは主に現金及び預金が409,483千円増加した一方、受取手形及び売掛金が72,236千円、たな卸資

産が265,358千円減少したことによるものであります。固定資産は181,506千円となり、前事業年度末に比べ

11,460千円増加いたしました。これは主に有形固定資産が4,383千円、無形固定資産が9,834千円増加した一

方、投資その他の資産が2,757千円減少したことによるものであります。

この結果、総資産は2,966,499千円となり、前事業年度末に比べ94,885千円増加いたしました。

（負債）

当第３四半期会計期間末における流動負債は432,672千円となり、前事業年度末に比べ25,161千円増加いたし

ました。これは主に買掛金が52,656千円、未払金が50,107千円増加した一方、賞与引当金が48,381千円、１年

内返済予定の長期借入金が18,132千円減少したことによるものであります。固定負債は378,472千円となり、前

事業年度末に比べ48,466千円減少いたしました。これは主に長期借入金が52,500千円減少したことによるもの

であります。

この結果、負債合計は、811,144千円となり、前事業年度末に比べ23,304千円減少いたしました。

（純資産）

当第３四半期会計期間末における純資産合計は2,155,355千円となり、前事業年度末に比べ118,190千円増加

いたしました。これは主に四半期純利益168,171千円、配当金の支払い60,800千円によるものであります。

この結果、自己資本比率は72.7％（前事業年度末は70.9％）となりました。
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(2) 経営方針・経営戦略等

当第３四半期累計期間において、当社が定めている経営方針・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課題

当第３四半期累計期間において、当社が対処すべき課題について重要な変更はありませんが、新型コロナウ

イルス感染症への対応も対処すべき課題として認識しております。

（新型コロナウイルス感染症への対応）

新型コロナウイルス感染症の拡大による緊急事態宣言は解除されましたが、依然として収束の見通しが立た

ない状況であり、社会・経済に甚大な影響を与えております。いわゆる「アフター・コロナ」、「ウィズ・コ

ロナ」、「新生活様式」等へと、社会・経済のあり方が大きく変化していくことが予想され、当社としては一

般消費者の消費行動や嗜好等の変化を的確かつタイムリーにとらえ、新商品開発、新企画の提案等積極的な対

応を行ってまいります。

また、当社社員及び関係者の新型コロナウイルス感染症の感染リスク低減のため、在宅勤務、時差出勤、

ソーシャルディスタンスの確保、衛生管理の徹底等の必要な措置を取ってまいりましたが、引き続き適切な措

置をとり、当社社員及び関係者の安全確保、会社機能の維持に努めるとともに、在宅勤務等で得た知見を活か

し、一層の業務の効率化を積極的に推進してまいります。

 

(4) 研究開発活動

該当事項はありません。

 

(5) 経営成績に重要な影響を与える要因

新型コロナウイルス感染症への対応として４月７日に発せられた緊急事態宣言は、６月19日に解除されました

が、なお今後の進展が見通せない状況が続いております。再度の休業要請、外出自粛要請、経済の混乱、当社社

員及び関係者の感染等が当社の事業活動に影響するリスクがあります。そのため、７月以降において当事業年度

(自　2019年10月１日　至　2020年９月30日）の業績、財務状況に影響が発生する可能性があります。

 

(6) 資本の財源及び資金の流動性についての分析

当社の運転資金需要のうち主なものは、委託生産商品の購入、販売費及び一般管理費等の営業費用であります。

投資を目的とした資金需要の主なものは、物流関係、システム関係の投資、修繕費等によるものであります。

当社は、事業運営上必要な流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本としており、運転資金は自己資金

を基本としております。当第３四半期会計期間の末日における借入金残高は長期借入金175,000千円（１年内返済

70,000千円を含む）であり、また現金及び現金同等物の残高は1,525,298千円となっております。

 

EDINET提出書類

株式会社アミファ(E34028)

四半期報告書

 4/16



３【経営上の重要な契約等】

当第３四半期会計期間において、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 12,800,000

計 12,800,000

 

 

②【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間末
現在発行数（株）
（2020年６月30日）

提出日現在発行数（株）
（2020年８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 3,225,000 3,225,000

東京証券取引所

ＪＡＳＤＡＱ

（スタンダード）

単元株式数

100株

計 3,225,000 3,225,000 － －

 

 

（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

（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）

2020年４月１日～

2020年６月30日
－ 3,225,000 － 35,525 － 3,525

 

 

EDINET提出書類

株式会社アミファ(E34028)

四半期報告書

 6/16



（５）【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。

 

 

 

（６）【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、直近の基準日（2020年３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】

    2020年３月31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）  － － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 3,224,100 32,241

権利内容に何ら限定のない

当社における標準となる株

式であります。なお、単元

株式数は100株でありま

す。

単元未満株式 普通株式 900 － －

発行済株式総数  3,225,000 － －

総株主の議決権  － 32,241 －

 

②【自己株式等】

該当事項はありません。

 

 

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３四半期会計期間（2020年４月１日から2020年

６月30日まで）及び第３四半期累計期間（2019年10月１日から2020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 あずさ監査法人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

(2019年９月30日)
当第３四半期会計期間
(2020年６月30日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,115,815 1,525,298

受取手形及び売掛金 379,624 307,388

電子記録債権 3,027 2,599

たな卸資産 1,163,425 898,066

その他 40,502 52,095

貸倒引当金 △825 △455

流動資産合計 2,701,568 2,784,993

固定資産   

有形固定資産 59,331 63,714

無形固定資産 30,759 40,594

投資その他の資産 79,955 77,197

固定資産合計 170,045 181,506

資産合計 2,871,614 2,966,499

負債の部   

流動負債   

買掛金 24,862 77,518

1年内返済予定の長期借入金 88,132 70,000

未払金 160,489 210,596

未払法人税等 59,287 43,945

賞与引当金 48,381 -

その他 26,357 30,611

流動負債合計 407,510 432,672

固定負債   

長期借入金 157,500 105,000

退職給付引当金 15,104 19,137

役員長期未払金 254,335 254,335

固定負債合計 426,939 378,472

負債合計 834,449 811,144

純資産の部   

株主資本   

資本金 32,000 35,525

資本剰余金 268,248 271,773

利益剰余金 1,737,366 1,844,738

株主資本合計 2,037,614 2,152,036

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,295 1,346

繰延ヘッジ損益 △1,745 1,972

評価・換算差額等合計 △449 3,318

純資産合計 2,037,165 2,155,355

負債純資産合計 2,871,614 2,966,499

 

EDINET提出書類

株式会社アミファ(E34028)

四半期報告書

 9/16



（２）【四半期損益計算書】

【第３四半期累計期間】

  （単位：千円）

 
 前第３四半期累計期間
(自　2018年10月１日
　至　2019年６月30日)

 当第３四半期累計期間
(自　2019年10月１日
　至　2020年６月30日)

売上高 3,851,625 3,733,523

売上原価 2,224,308 2,099,569

売上総利益 1,627,317 1,633,953

販売費及び一般管理費 1,280,581 1,369,068

営業利益 346,735 264,884

営業外収益   

受取利息 2 111

受取配当金 56 61

為替差益 6,959 2,118

固定資産売却益 - 999

受取和解金 - 1,200

その他 218 598

営業外収益合計 7,236 5,090

営業外費用   

支払利息 1,709 951

匿名組合投資損失 917 658

株式公開費用 1,000 -

その他 151 -

営業外費用合計 3,778 1,609

経常利益 350,192 268,365

税引前四半期純利益 350,192 268,365

法人税等 116,859 100,193

四半期純利益 233,333 168,171
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【注記事項】

（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）

（税金費用の計算）

税金費用については、当第３四半期会計期間を含む事業年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後

の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

 

 

（追加情報）

（新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う会計上の見積りについて）

新型コロナウイルス感染症の拡大による影響については、「第２　事業の状況　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」およ

び「(5)経営成績に重要な影響を与える要因」に記載のとおりでありますが、会計上の見積りの仮定について

は、当第３四半期累計期間において重要な見直しは行っておりません。

 

 

（四半期貸借対照表関係）

当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行３行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約

に基づく当座貸越契約に係る借入未実行残高は次のとおりであります。

 
前事業年度

（2019年９月30日）
当第３四半期会計期間
（2020年６月30日）

当座貸越極度額の総額 1,200,000千円 1,200,000千円

借入実行高 － －

差引額 1,200,000千円 1,200,000千円

 

 

（四半期損益計算書関係）

売上高の季節的変動

当社の商品は、ハロウィン（10月）、クリスマス（12月）、バレンタインデー（２月）などの行事に関連し

て販売されるものが多くを占めております。そのため、第１四半期会計期間、第２四半期会計期間に売上高が

集中する傾向があります。

 

 

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

 当第３四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３四半期累計期

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３四半期累計期間
（自 2018年10月１日
至 2019年６月30日）

当第３四半期累計期間
（自 2019年10月１日
至 2020年６月30日）

減価償却費 21,552千円 20,921千円
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（株主資本等関係）

Ⅰ　前第３四半期累計期間（自　2018年10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

2018年12月20日

定時株主総会
普通株式 52,155 19.00 2018年９月30日 2018年12月21日 利益剰余金

 

２．基準日が当第３四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３四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。

 

Ⅱ　当第３四半期累計期間（自　2019年10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

2019年11月14日

取締役会
普通株式 60,800 19.00 2019年９月30日 2019年12月20日 利益剰余金

 

２．基準日が当第３四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３四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。

 

 

 

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

当社は、ライフスタイル雑貨事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
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（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎、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３四半期累計期間
（自　2018年10月１日

至　2019年６月30日）

当第３四半期累計期間
（自　2019年10月１日
至　2020年６月30日）

(1) １株当たり四半期純利益 85円00銭 52円35銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益（千円） 233,333 168,171

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（千円） 233,333 168,171

普通株式の期中平均株式数（株） 2,745,000 3,212,591

(2) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 － 52円25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） － 6,125

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当た

り四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前

事業年度末から重要な変動があったものの概要

 

－

 

－

（注）当社は、前第３四半期累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在します

が、非上場であり、期中平均株価を把握でき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。
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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14日

株式会社アミファ

取締役会　御中

 

有限責任 あずさ監査法人

 

 
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

 公認会計士 佐　藤　義　仁　　印

 

 
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

 公認会計士 前　田　　　啓　 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
る株式会社アミファの2019年10月１日から2020年９月30日までの第50期事業年度の第３四半期会計期間
（2020年４月１日から2020年６月30日まで）及び第３四半期累計期間（2019年10月１日から2020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、株式会社アミファの2020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３四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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