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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67期

第１四半期
連結累計期間

第68期
第１四半期
連結累計期間

第67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 （百万円） 44,716 38,006 189,677

経常利益 （百万円） 765 986 4,488

親会社株主に帰属する四半期

（当期）純利益
（百万円） 499 659 3,304

四半期包括利益又は包括利益 （百万円） 538 602 3,133

純資産額 （百万円） 54,592 56,919 56,793

総資産額 （百万円） 133,579 122,448 128,146

１株当たり四半期（当期）純利

益金額
（円） 24.11 31.81 159.43

潜在株式調整後１株当たり四半

期（当期）純利益金額
（円） 21.06 27.80 139.36

自己資本比率 （％） 40.9 46.5 44.3

（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、消費税等は含んでおりません。

 

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（当社および当社の関係会社）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１四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、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（当社および連結子会

社）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我が国経済は、企業の設備投資への慎重姿勢や英国のＥＵ離脱、中国経済の下

振れ影響等により不安定な状況で推移いたしました。

　このような環境の中、当社グループにおきましては、従来からの基本戦略である「販売エリアの拡大」と「販売

シェアの向上」の一環として、４月に岡山営業所、５月に南大阪営業所を新たに開設し、さらにグル―プ会社であり

ます三協則武鋼業株式会社が５月に大阪府堺市に新築移転いたしました。業績につきましては、前期に対し当第１四

半期連結累計期間の売上高は、鉄鋼商品販売事業においては販売数量の減少ならびに鋼材市況の下落要因により、工

事請負事業におきましても完成工事高の減少により380億６百万円（前年同期比15.0％減）となりました。損益面に

おきましては、在庫調整等の売上原価の低減に努めたことにより営業利益９億17百万円（前年同期比29.9％増）、経

常利益９億86百万円（前年同期比28.9％増）、親会社株主に帰属する四半期純利益６億59百万円（前年同期比32.0％

増）となりました。

　セグメント別の業績は、次のとおりであります。

①九州・中国エリア

　前期に対し、売上高は工事請負事業は増加したものの、鉄鋼商品販売事業、建材商品販売事業が減少いたしまし

た。損益につきましては在庫調整等の売上原価の低減に努めたことにより増加いたしました。その結果、外部顧客へ

の売上高は203億45百万円（前年同期比7.7％減）、セグメント利益は６億34百万円（前年同期比25.0％増）となりま

した。

②関西・中京エリア

　前期に対し、売上高は鉄鋼商品販売事業、工事請負事業ともに減少いたしました。損益につきましては在庫調整等

の売上原価の低減に努めたことにより増加いたしました。その結果、外部顧客への売上高は99億74百万円（前年同期

比18.5％減）、セグメント利益は１億14百万円（前年同期は19百万円の損失）となりました。

③関東・東北エリア

　前期に対し、売上高は鉄鋼商品販売事業、工事請負事業ともに減少いたしました。損益につきましても在庫調整等

の売上原価の低減に努めましたが売上高の減少にともない減少いたしました。その結果、外部顧客への売上高は76億

86百万円（前年同期比26.3％減）、セグメント利益は１億62百万円（前年同期比20.0％減）となりました。

 

(２）財政状態に関する説明

（資産の部）

　前連結会計年度末比56億98百万円減少し、1,224億48百万円となりました。主な要因は、未完成工事の増加により

前渡金が増加したものの受取手形及び売掛金が減少したことによるものです。

（負債の部）

　前連結会計年度末比58億23百万円減少し、655億29百万円となりました。主な要因は、借入金が減少したことによ

るものです。

（純資産の部）

　前連結会計年度末比１億25百万円増加し、569億19百万円となりました。主な要因は、利益剰余金の増加によるも

のです。

(3）事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第１四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

 

(4）研究開発活動

　該当事項はありません。
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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 50,000,000

計 50,000,000

 

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 21,244,830 同左

株式会社東京証券取引所

（市場第一部）

証券会員制法人福岡証券

取引所

単元株式数

100株

計 21,244,830 同左 － －

 

（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
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金
増減額
（百万円）

資本準備金残
高（百万円）

平成28年４月１日～

平成28年６月30日
－ 21,244,830 － 3,780 － 3,494

 

（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】

　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） 普通株式      519,100 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式   20,720,000 207,200 －

単元未満株式 普通株式        5,730 － －

発行済株式総数 21,244,830 － －

総株主の議決権 － 207,200 －

（注）「単元未満株式」には、当社所有の自己株式63株が含まれております。

 

②【自己株式等】

平成28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

（％）

小野建株式会社
大分県大分市大字鶴

崎1995番地の１
519,100 － 519,100 2.44

計 － 519,100 － 519,100 2.44

（注）　平成28年７月１日から本店所在地を福岡県北九州市小倉北区西港町12番地の１に移転しております。

 

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、新日本有限責任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：百万円）

 
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 2,646 2,191

受取手形及び売掛金 53,833 48,364

商品及び製品 14,206 12,398

原材料及び貯蔵品 1,206 1,153

その他 4,358 7,296

貸倒引当金 △50 △48

流動資産合計 76,200 71,357

固定資産   

有形固定資産   

土地 26,736 26,398

その他（純額） 23,619 23,173

有形固定資産合計 50,356 49,571

無形固定資産   

のれん 4 3

その他 132 131

無形固定資産合計 136 135

投資その他の資産   

その他 1,587 1,537

貸倒引当金 △134 △153

投資その他の資産合計 1,452 1,383

固定資産合計 51,945 51,090

資産合計 128,146 122,448

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 27,346 27,532

短期借入金 30,264 24,720

1年内返済予定の長期借入金 294 294

未払法人税等 888 337

賞与引当金 779 925

その他 3,891 3,928

流動負債合計 63,463 57,738

固定負債   

社債 5,014 5,012

長期借入金 1,170 1,096

役員退職慰労引当金 482 481

退職給付に係る負債 641 643

資産除去債務 174 175

その他 405 379

固定負債合計 7,889 7,790

負債合計 71,353 65,529
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  （単位：百万円）

 
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 3,780 3,780

資本剰余金 3,509 3,509

利益剰余金 49,829 50,012

自己株式 △602 △602

株主資本合計 56,516 56,699

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 271 220

繰延ヘッジ損益 △22 △22

退職給付に係る調整累計額 28 21

その他の包括利益累計額合計 276 219

非支配株主持分 0 0

純資産合計 56,793 56,919

負債純資産合計 128,146 122,448
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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：百万円）

 
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 44,716 38,006

売上原価 41,427 34,332

売上総利益 3,289 3,674

販売費及び一般管理費 2,582 2,756

営業利益 706 917

営業外収益   

受取利息 1 2

仕入割引 29 23

違約金収入 － 22

その他 57 46

営業外収益合計 88 94

営業外費用   

支払利息 16 6

売上割引 13 12

為替差損 － 6

その他 0 0

営業外費用合計 30 25

経常利益 765 986

特別利益   

固定資産売却益 － 78

投資有価証券売却益 － 41

特別利益合計 － 119

特別損失   

固定資産除却損 2 59

固定資産売却損 － 81

特別損失合計 2 141

税金等調整前四半期純利益 762 964

法人税等 263 304

四半期純利益 499 659

非支配株主に帰属する四半期純利益 0 △0

親会社株主に帰属する四半期純利益 499 659
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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：百万円）

 
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 499 659

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 27 △50

繰延ヘッジ損益 15 0

退職給付に係る調整額 △3 △7

その他の包括利益合計 38 △56

四半期包括利益 538 602

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 538 602

非支配株主に係る四半期包括利益 0 △0
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【注記事項】

（会計方針の変更）

（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の適用）

　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。

　これによる損益に与える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）

（税金費用の計算）

　税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む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しております。

 

（追加情報）

（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。

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

 当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半

期連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）及びのれんの償却額は、次

のとおりであります。

 
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）

減価償却費 298百万円 428百万円

のれんの償却額 2 0
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（株主資本等関係）

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）

配当金支払額

平成27年５月15日の取締役会において、次のとおり決議しております。

・普通株式の配当に関する事項

　①配当金の総額　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 414百万円

　②１株当たり配当額　・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20.00円

　③基準日　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　平成27年３月31日

　④効力発生日　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　平成27年６月29日

　⑤配当の原資　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　利益剰余金

 

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）

配当金支払額

平成28年５月16日の取締役会において、次のとおり決議しております。

・普通株式の配当に関する事項

　①配当金の総額　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 476百万円

　②１株当たり配当額　・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 23.00円

　③基準日　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　平成28年３月31日

　④効力発生日　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　平成28年６月27日

　⑤配当の原資　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　利益剰余金
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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：百万円）

 九州・中国 関西・中京 関東・東北 合計

売上高     

外部顧客への売上高 22,047 12,236 10,432 44,716

セグメント間の内部売上
高又は振替高

1,858 1,590 304 3,753

計 23,906 13,827 10,736 48,470

セグメント利益又は損失

（△）
507 △19 203 691

 

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：百万円）
 

利益 金額

報告セグメント計 691

セグメント間取引消去等 2

棚卸資産の調整額 15

のれんの償却額 △2

四半期連結損益計算書の営業利益 706

 

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：百万円）

 九州・中国 関西・中京 関東・東北 合計

売上高     

外部顧客への売上高 20,345 9,974 7,686 38,006

セグメント間の内部売上
高又は振替高

1,558 599 94 2,251

計 21,903 10,573 7,780 40,258

セグメント利益 634 114 162 912

 

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：百万円）
 

利益 金額

報告セグメント計 912

セグメント間取引消去等 0

棚卸資産の調整額 5

のれんの償却額 △0

四半期連結損益計算書の営業利益 917
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（金融商品関係）

　前連結会計年度の末日に比べて著しい変動が認められないため、注記を省略しております。

 

（有価証券関係）

　前連結会計年度の末日に比べて著しい変動が認められないため、注記を省略しております。

 

（デリバティブ取引関係）

　前連結会計年度の末日に比べて著しい変動が認められないため、注記を省略しております。

 

（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）１株当たり四半期純利益金額 24円11銭 31円81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

（百万円）
499 659

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

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（百万円）
499 659

普通株式の期中平均株式数（千株） 20,725 20,725

(2）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 21円06銭 27円80銭

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する四半期純利益調整額

（百万円）
△0 △0

　（うち支払利息（税額相当額控除後）

　（百万円））
(△0) (△0)

普通株式増加数（千株） 2,960 2,960

　（うち転換社債型新株予約権付社債

　（千株））
(2,960) (2,960)

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

式で、前連結会計年度末から重要な変動があったも

のの概要

－

 

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。

 

２【その他】

　平成28年５月16日開催の取締役会において、次のとおり剰余金の配当を行うことを決議いたしました。

　(イ）配当金の総額………………………………………476百万円

　(ロ）１株当たりの金額…………………………………23円00銭

　(ハ）支払請求の効力発生日及び支払開始日…………平成28年６月27日

　　（注）　平成28年３月31日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行います。
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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

小野建株式会社

取締役会　御中

 

新日本有限責任監査法人

 

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 森　　行一　　印

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 渋田　博之　　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」に掲げられている小野建株式会社
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、小野建株式会社及び連結子会社の平成28年６月30日現在の財政状態及
び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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