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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72期

第１四半期
連結累計期間

第73期
第１四半期
連結累計期間

第72期

会計期間
自 平成27年４月１日
至 平成27年６月30日

自 平成28年４月１日
至 平成28年６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) 6,696,038 6,056,279 27,701,514

経常利益又は経常損失(△) (千円) 512,896 △34,848 1,613,430

親会社株主に帰属する四半期(当
期)純利益又は親会社株主に帰属
する四半期純損失(△)

(千円) 323,197 △37,160 1,078,035

四半期包括利益又は包括利益 (千円) 489,335 △735,356 150,844

純資産額 (千円) 17,113,433 15,480,935 16,618,650

総資産額 (千円) 37,755,799 35,066,396 36,366,907

１株当たり四半期(当期)純利益
金額又は四半期純損失金額(△)

(円) 7.53 △0.88 25.27

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 (％) 41.5 40.6 41.8

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 321,530 1,067,682 1,681,458

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △79,620 △116,423 △1,533,293

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 170,164 △392,019 △211,260

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(千円) 4,977,680 4,724,836 4,255,437
 

(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１四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

容に変更はありません。
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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。

　なお、重要事象等は存在しておりません。

 

２ 【経営上の重要な契約等】

当第１四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】

文中の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１四半期連結累計期間における世界経済は、米国では堅調な景気が維持されましたが、欧州における英国の

ＥＵ離脱問題の影響や中国等のアジア新興国の経済減速の長期化懸念などにより、先行きの不透明感が強まりまし

た。一方、わが国経済は、海外経済の低迷と年初からの急激な円高の進行により、今後の景気動向は予断を許さな

い状況となりました。

このような状況のもとで、当社グループは、中期経営計画「３Ｇ（Group Global Growing)Ａｃｔｉｏｎ ２０１

８」を平成28年度よりスタートさせ、グループ全体最適(Group)、海外拠点の強化と対象市場の拡大(Global)、成長

を支えるインフラや人財の強化(Growing)を推進の柱に、鋭意、売上と収益の確保にグループを挙げて取り組んでま

いりましたが、中国等海外市場での需要の低迷に加えて円高の進行により前年同期に比して為替の影響を大きく受

け、当初の予想より厳しい状況で推移いたしました。

当第１四半期連結累計期間の売上高は、60億５千６百万円（前年同期比9.6％減）、営業利益は、２億１千５百万

円（前年同期比52.6％減）、為替差損２億３千８百万円の計上により、経常損失は、３千４百万円（前年同期は経

常利益５億１千２百万円）、親会社株主に帰属する四半期純損失は、３千７百万円（前年同期は親会社株主に帰属

する四半期純利益３億２千３百万円）となりました。

セグメントの業績につきましては、日本は、売上高は前年同期に比べ１億１千７百万円（3.5％）減少し、32億１

千５百万円となり、営業利益は前年同期に比べ１億７千万円（85.3％）減少し、２千９百万円となりました。アジ

アは、売上高は前年同期に比べ５億３百万円（15.4％）減少し、27億５千６百万円となり、営業利益は前年同期に

比べ５千万円（28.1％）減少し、１億３千万円となりました。

 

(2) 財政状態の分析

当第１四半期連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末から13億円減少し、350億６千６百万円となりまし

た。主な増減は流動資産では、現金及び預金の増加４億７千万円、受取手形及び売掛金の減少８億２千９百万円、

棚卸資産の減少４億２百万円、固定資産では、有形固定資産の減少３億２千７百万円、投資有価証券の減少２億４

千６百万円等であります。

負債合計は、前連結会計年度末に比べて１億６千２百万円減少し、195億８千５百万円となりました。主な増減

は、流動負債では、支払手形及び買掛金の減少１億４千５百万円、賞与引当金の減少２億２百万円、固定負債で

は、長期借入金の減少１億７千８百万円等であります。

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて11億３千７百万円減少し、154億８千万円となりました。主な増減は、

利益剰余金の減少３億７千５百万円、その他有価証券評価差額金の減少１億９千５百万円、為替換算調整勘定の減

少４億１千８百万円、非支配株主持分の減少１億５千４百万円等であります。自己資本比率は、前連結会計年度末

に比べ1.2ポイント減少し、40.6％となりました。
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(3) キャッシュ・フローの状況

当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、投資活動、財務活動によるキャッシュ・フローに

より減少したものの、営業活動によるキャッシュ・フローにより増加したため、47億２千４百万円（前連結会計年

度末比11.0％増）となりました。

営業活動によるキャッシュ・フローの内訳の主なものは、減少要因としては、税金等調整前四半期純損失３千４

百万円等、増加要因としては、売上債権の減少５億１千万円、たな卸資産の減少１億２千９百万円等であります。

その結果、営業活動によるキャッシュ・フローは10億６千７百万円の収入となり、前年同期に比べ７億４千６百万

円収入が増加しております。

投資活動によるキャッシュ・フローの内訳の主なものは、有形固定資産の取得による支出１億７百万円等であり

ます。その結果、投資活動によるキャッシュ・フローは１億１千６百万円の支出となり、前年同期に比べ３千６百

万円支出が増加しております。

財務活動によるキャッシュ・フローの内訳の主なものは、短期借入金純増額１億４百万円、長期借入金の返済に

よる支出１億９千５百万円、配当金の支払いによる支出２億３千６百万円等であります。その結果、財務活動によ

るキャッシュ・フローは３億９千２百万円の支出となり、前年同期に比べ５億６千２百万円支出が増加しておりま

す。

当社は、取引銀行４行とシンジケーション方式のコミットメントライン契約を締結しており、コミットメントの

総額は40億円、当第１四半期連結会計期間末のコミットメントラインの借入未実行残高は26億２千万円となってお

ります。

 

(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期連結累計期間において、当連結会社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。

　なお、当社は、財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等

（会社法施行規則第118条第３号に掲げる事項）は次の通りであります。

①基本方針の内容

上場会社である当社の株式は株主、投資家の皆様による自由な取引が認められており、当社の株式に対する大規

模買付提案又はこれに類似する行為があった場合においても、一概に否定するものではなく、最終的には株主の皆

様の自由な意思により判断されるべきであると考えます。

しかしながら、株式の大規模な買付行為や買付提案の中には、その目的等から見て企業価値ひいては株主共同の

利益に対して明白な侵害をもたらすおそれのあるもの、株主の皆様に株式の売却を事実上強要するおそれのあるも

の、対象会社の株主や取締役会が買付行為の内容等について検討し、あるいは対象会社の取締役会が代替案を提示

するための合理的に必要十分な時間や情報を提供することのないもの等買収の対象とされた会社の企業価値ひいて

は株主共同の利益に資さないものも少なくありません。

当社は、上記の例を含め、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を毀損するおそれのある不適切な大規模な買

付行為又は買付提案を行う者は、当社の財務および事業の方針を決定する者として不適切であると判断し、法令お

よび当社定款によって許容される範囲で必要かつ相当な措置を講じることにより、当社の企業価値ひいては株主共

同の利益を確保する必要があると考えております。
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②会社の支配に関する基本方針の実現に資する取組み

当社では、多数の株主および投資家の皆様に長期的に継続して当社に投資していただくため、当社の企業価値ひ

いては株主共同の利益を向上させるための取組みとして、以下の施策を実施しております。これらの取組みは、上

記①の基本方針の実現に資するものと考えております。

1)　企業価値向上への取組み

　当社および当社グループは、わが国を代表する油圧専業総合メーカーとして、一般産業機械の基幹部品である

「油圧機器」事業を中心に、「油圧機器」と電子技術を融合した「システム商品」および油圧制御技術の特徴を生

かした 「環境機械」の生産、販売および開発を積極的に推進してまいります。

　そして、中核事業である国内事業への収益力を強化し、高収益体質の礎を確固たるものとしながら、海外市場に

おいてＹＵＫＥＮブランドの量的拡大を行い持続的に成長できる企業となるため、平成28年度を初年度とする中期

経営計画「３Ｇ Ａｃｔｉｏｎ ２０１８」を策定いたしました。具体的には、グループ会社連携によるシナジーを

発揮し（Group）、成長ドライバーとしての海外事業を拡大するとともに（Global）、グループを牽引する本社機能

の強化によって（Growing）、真のグローバル企業への変革を進めてまいります。

　2)　コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

　当社は、経営理念である「経営の信条」を礎に、常に最良のコーポレート・ガバナンスを追求し、その充実に継

続的に取り組んでまいります。当社は、当社の持続的な成長と企業価値の向上を図る観点から、意思決定の透明

性・公平性を確保するとともに、保有する経営資源を十分に活用し、迅速・果敢な意思決定により経営の活力を増

大させることがコーポレート・ガバナンスの要諦であると考え、その充実に取り組んでまいります。当社のコーポ

レート・ガバナンスに関する取り組みに関しては、当社ホームページに記載しておりますのでご参照ください。

（http://www.yuken.co.jp/ir/governance.aspx）

③基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針が支配されることを防止するための取組み

当社は、当社株式に対する大規模な買付等が行われた場合でも、その目的等が当社の企業価値ひいては株主共同

の利益の確保・向上に資するものであれば、当社の財務及び事業の方針の決定を支配するものとして不適切である

と考えるものではありません。また、支配権の移転を伴う買収提案に応じるかどうかの判断も、最終的には株主の

皆様の意思に基づき行われるべきものと考えております。

　しかしながら、株式の大規模な買付等の中には、その目的等から見て企業価値ひいては株主共同の利益に対して

明白な侵害をもたらすおそれのあるもの、株主の皆様に株式の売却を事実上強要するおそれのあるもの、取締役会

や株主の皆様が株式の大規模な買付の内容等について評価・検討し、あるいは取締役会が代替案を提示するために

合理的に必要十分な時間や情報を提供することのないもの等買収の対象とされた会社の企業価値ひいては株主共同

の利益に資さないものも少なくありません。

そこで、当社取締役会は、1)事前に大規模買付者が取締役会に対して必要かつ十分な情報を提供し、2)取締役会

による一定の評価期間が経過した後に大規模買付行為を開始する、という概要の大規模買付行為への対応策（以下

「本買収防衛策」といいます）を平成19年３月８日の取締役会において決議し、平成19年６月28日開催の当社第63

回定時株主総会において、導入が決議されました。

　また、本買収防衛策は、その合理性・公正性を担保するための独立委員会の設置や、大規模買付者に提供を求め

る必要情報の内容について一部見直しを行うなど、社会、経済情勢の変化や、買収防衛策をめぐる諸々の動向等を

踏まえ、より実効性を高めるための変更を伴った上で、平成22年６月25日開催の当社第66回定時株主総会、平成25

年６月27日開催の当社第69回定時株主総会および平成28年６月28日開催の当社第72回定時株主総会において継続が

決議されております。
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④本買収防衛策が株主共同の利益に合致し、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないことについて

本買収防衛策は、当社株券等に対する大規模買付行為がなされた際に、当該大規模買付行為に応じるべきか否か

を株主の皆様が判断し、あるいは当社取締役会が代替案を提示するために必要な情報や時間を確保し、株主の皆様

のために買付者等と交渉を行うこと等を可能とすることにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保

し、向上させるという目的をもって導入されたものであります。

更に、本買収防衛策は、大規模買付行為が大規模買付時における情報提供等に関する一定のルール（以下「大規

模買付ルール」といいます）を遵守していない、あるいは大規模買付ルールを遵守していても株主共同の利益に対

する明白な侵害をもたらす買収である場合や株主に株式の売却を事実上強要するおそれがある買収である場合な

ど、予め定められた合理的かつ詳細な客観的要件が充足されなければ対抗措置が発動されないように設定されてお

り、当社取締役会による恣意的な発動を防止するための仕組みを確保しております。

 
(5) 研究開発活動

当第１四半期連結累計期間の研究開発費の総額は９千６百万円であります。

　なお、当第１四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 96,000,000

計 96,000,000
 

 

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28年６月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成28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 45,106,764 45,106,764
東京証券取引所
市場第一部

単元株式数は1,000株であります。

計 45,106,764 45,106,764 ― ―
 

 

 

(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６月30日 ― 45,106,764 ― 4,109,101 ― 1,030,000
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(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。

 

(7) 【議決権の状況】

当第１四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、直前の基準日(平成28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】

平成28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)
(自己保有株式)
普通株式 2,766,000
 

―
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

完全議決権株式(その他) 普通株式 42,031,000
 

42,031 同上

単元未満株式 普通株式 309,764
 

― 同上

発行済株式総数 45,106,764 ― ―

総株主の議決権 ― 42,031 ―
 

(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1,000株(議決権１個)含ま

れております。

２　「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己保有株式が252株含まれております。

 

② 【自己株式等】

平成28年３月31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)
油研工業株式会社

神奈川県綾瀬市上土棚中
四丁目４番34号

2,766,000 ─ 2,766,000 6.13

計 ― 2,766,000 ─ 2,766,000 6.13
 

 

 

 
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。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。

なお、四半期連結財務諸表規則第５条の２第２項により、四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成しておりま

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１四半期連結会計期間(平成28年４月１日から平成

28年６月30日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成28年４月１日から平成28年６月30日まで)に係る四半期連結財務

諸表について、ロイヤル監査法人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１四半期連結会計期間

(平成28年６月30日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 4,508,206 4,979,090

  受取手形及び売掛金 10,911,129 10,081,437

  有価証券 8,383 6,884

  商品及び製品 3,919,552 3,944,988

  仕掛品 1,000,701 1,057,203

  原材料及び貯蔵品 3,309,573 2,825,522

  その他 845,476 854,297

  貸倒引当金 △154,264 △147,935

  流動資産合計 24,348,757 23,601,489

 固定資産   

  有形固定資産 7,468,716 7,141,257

  無形固定資産 490,817 475,385

  投資その他の資産   

   投資有価証券 2,428,420 2,182,415

   その他 1,641,708 1,677,362

   貸倒引当金 △11,513 △11,513

   投資その他の資産合計 4,058,615 3,848,264

  固定資産合計 12,018,150 11,464,907

 資産合計 36,366,907 35,066,396

負債の部   

 流動負債   

  支払手形及び買掛金 5,023,677 4,878,097

  短期借入金 ※2  3,725,541 ※2  3,684,944

  1年内返済予定の長期借入金 794,423 779,503

  未払法人税等 7,113 ―

  賞与引当金 404,029 201,811

  その他 1,364,994 1,755,051

  流動負債合計 11,319,779 11,299,408

 固定負債   

  長期借入金 4,158,411 3,980,395

  退職給付に係る負債 3,943,149 3,983,061

  環境対策引当金 6,970 6,970

  資産除去債務 4,405 4,415

  その他 315,541 311,210

  固定負債合計 8,428,478 8,286,052

 負債合計 19,748,257 19,585,461
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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１四半期連結会計期間

(平成28年６月30日)

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 4,109,101 4,109,101

  資本剰余金 3,880,678 3,880,678

  利益剰余金 7,295,071 6,919,186

  自己株式 △690,007 △690,142

  株主資本合計 14,594,843 14,218,823

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 505,222 309,299

  為替換算調整勘定 461,285 42,525

  退職給付に係る調整累計額 △353,597 △345,732

  その他の包括利益累計額合計 612,910 6,092

 非支配株主持分 1,410,896 1,256,019

 純資産合計 16,618,650 15,480,935

負債純資産合計 36,366,907 35,066,396
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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１四半期連結累計期間】

           (単位：千円)

          前第１四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年６月30日)

売上高 6,696,038 6,056,279

売上原価 4,758,468 4,508,857

売上総利益 1,937,570 1,547,422

販売費及び一般管理費 1,483,767 1,332,234

営業利益 453,802 215,187

営業外収益   

 受取利息 9,148 6,206

 受取配当金 27,153 21,052

 持分法による投資利益 ― 1,207

 為替差益 61,017 ―

 その他 20,246 11,955

 営業外収益合計 117,566 40,422

営業外費用   

 支払利息 57,105 50,298

 為替差損 ― 238,050

 その他 1,367 2,108

 営業外費用合計 58,472 290,458

経常利益又は経常損失（△） 512,896 △34,848

特別利益   

 投資有価証券売却益 5,916 ―

 特別利益合計 5,916 ―

特別損失   

 投資有価証券売却損 4,931 ―

 特別損失合計 4,931 ―

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

513,881 △34,848

法人税等 160,111 △2,412

四半期純利益又は四半期純損失（△） 353,770 △32,435

非支配株主に帰属する四半期純利益 30,573 4,725

親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主
に帰属する四半期純損失（△）

323,197 △37,160
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【四半期連結包括利益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

           (単位：千円)

          前第１四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年６月30日)

四半期純利益又は四半期純損失（△） 353,770 △32,435

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 152,459 △195,922

 為替換算調整勘定 △16,215 △514,863

 退職給付に係る調整額 △678 7,864

 その他の包括利益合計 135,565 △702,920

四半期包括利益 489,335 △735,356

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 459,073 △643,978

 非支配株主に係る四半期包括利益 30,262 △91,378
 

 

EDINET提出書類

油研工業株式会社(E01612)

四半期報告書

13/21



(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

           (単位：千円)

          前第１四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28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又は税金等調整前四
半期純損失（△）

513,881 △34,848

 減価償却費 264,304 269,958

 貸倒引当金の増減額（△は減少） 279 532

 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 41,967 54,879

 受取利息及び受取配当金 △36,302 △27,258

 支払利息 57,105 50,298

 為替差損益（△は益） 900 11,053

 売上債権の増減額（△は増加） 21,062 510,901

 たな卸資産の増減額（△は増加） △554,542 129,368

 仕入債務の増減額（△は減少） 507,830 73,435

 その他 △39,179 159,094

 小計 777,307 1,197,414

 利息及び配当金の受取額 35,575 32,466

 利息の支払額 △74,689 △50,951

 法人税等の支払額 △416,662 △111,246

 営業活動によるキャッシュ・フロー 321,530 1,067,682

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 △303,582 △107,502

 投資有価証券の売却による収入 47,126 -

 貸付金の回収による収入 704 322

 その他 176,130 △9,243

 投資活動によるキャッシュ・フロー △79,620 △116,423

財務活動によるキャッシュ・フロー   

 短期借入金の純増減額（△は減少） 1,008,606 104,789

 長期借入金の返済による支出 △155,879 △195,000

 
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得
による支出

△351,948 -

 自己株式の取得による支出 △485 △135

 配当金の支払額 △206,438 △236,102

 非支配株主への配当金の支払額 △91,935 △63,499

 その他 △31,754 △2,070

 財務活動によるキャッシュ・フロー 170,164 △392,019

現金及び現金同等物に係る換算差額 10,399 △89,840

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 422,474 469,399

現金及び現金同等物の期首残高 4,861,113 4,255,437

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 △305,907 -

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※  4,977,680 ※  4,724,836
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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１四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日 至 平成28年６月30日)

（会計方針の変更）

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）を当第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１四半期連結累計期間において、四半期連結財務諸表への影響額は軽微であります。
 

 
 

(四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日 至 平成28年６月30日)

(税金費用の計算)

当連結会計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する方法を採用しております。
 

 

 
(追加情報)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日 至 平成28年６月30日)

（繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用）

「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

当第１四半期連結会計期間から適用しております。
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(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

(平成28年３月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成28年６月30日)

受取手形割引高 33,416千円 26,372千円
 

 

※２　当社は、運転資金の効率的な調達と安定的な財務基盤の確保を目的に取引銀行４行とシンジケーション方式のコ

ミットメントライン契約を締結しております。これら契約に基づく当第１四半期連結会計期間末及び前連結会計

年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。

 
前連結会計年度

(平成28年３月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成28年６月30日)

コミットメントの総額 4,000,000千円 4,000,000千円

借入実行残高 1,480,000 〃 1,380,000 〃

差引額 2,520,000千円 2,620,000千円
 

 

 

(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

 

 
前第１四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
至 平成27年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
至 平成28年６月30日)

現金及び預金勘定 5,231,687千円 4,979,090千円

有価証券勘定 7,160 〃 6,884 〃

　　　 計 5,238,848千円 4,985,975千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △261,168 〃 △261,138 〃

現金及び現金同等物 4,977,680千円 4,724,836千円
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(株主資本等関係)
　
前第１四半期連結累計期間(自 平成27年４月１日 至 平成27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

平成27年６月25日
定時株主総会

普通株式 300,517 7.0 平成27年３月31日 平成27年６月26日 利益剰余金
 

 

２．基準日が当第１四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１四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

　株主資本の金額は、前連結会計年度末日と比較して著しい変動がありません。

 

当第１四半期連結累計期間(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28日
定時株主総会

普通株式 338,724 8.0 平成28年３月31日 平成28年６月29日 利益剰余金
 

　(注) １株当たり配当額８円には、創立60周年記念配当１円が含まれております。

 

２．基準日が当第１四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１四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

　株主資本の金額は、前連結会計年度末日と比較して著しい変動がありません。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間(自 平成27年４月１日 至 平成27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

調整額
(注1)

四半期連結
損益計算書
計上額
(注２)

日本 アジア ヨーロッパ 計

売上高       

  外部顧客への売上高 3,333,230 3,259,768 103,039 6,696,038 ― 6,696,038

  セグメント間の内部
  売上高又は振替高

984,416 324,402 ― 1,308,819 △1,308,819 ―

計 4,317,647 3,584,171 103,039 8,004,858 △1,308,819 6,696,038

セグメント利益又は
セグメント損失(△)

199,780 181,418 △8,245 372,953 80,848 453,802
 

(注) １ 調整額の主なものは、セグメント間取引消去であります。

２ 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おこなっております。

 

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。

 

 

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間(自 平成28年４月１日 至 平成28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

調整額
(注1)

四半期連結
損益計算書
計上額
(注２)

日本 アジア ヨーロッパ 計

売上高       

  外部顧客への売上高 3,215,838 2,756,513 83,927 6,056,279 ― 6,056,279

  セグメント間の内部
  売上高又は振替高

717,596 145,489 ― 863,085 △863,085 ―

計 3,933,434 2,902,003 83,927 6,919,365 △863,085 6,056,279

セグメント利益又は
セグメント損失(△)

29,342 130,463 △86 159,719 55,468 215,187
 

(注) １ 調整額の主なものは、セグメント間取引消去であります。

２ 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おこなっております。

 

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。
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(企業結合等関係)

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又は四半期純損失金額及び算定上の基礎は、次のとおりであります。

項目
前第１四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
至 平成27年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
至 平成28年６月30日)

１株当たり四半期純利益金額又は四半期純損失金
額(△)

７円53銭 △０円88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又は親会
社株主に帰属する四半期純損失金額(△)(千円)

323,197 △37,160

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
益金額又は普通株式に係る親会社株主に帰属する
四半期純損失金額(△)(千円)

323,197 △37,160

普通株式の期中平均株式数(株) 42,930,302 42,339,756
 

(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
 

平成28年８月10日

油研工業株式会社

取締役会  御中

 

ロイヤル監査法人
 

 

指定社員

業務執行社員
 公認会計士   福　　野　　幸　　央     印

 

 

指定社員

業務執行社員
 公認会計士   惠   良   健 太 郎   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」に掲げられている油研工業株式会

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１四半期連結会計期間(平成28年４月１日から平成

28年６月30日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成28年４月１日から平成28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、油研工業株式会社及び連結子会社の平成28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１四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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