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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 平成27年４月１日
至 平成27年９月30日

自 平成28年４月１日
至 平成28年９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) 16,884,844 14,866,509 33,750,621

経常利益 (千円) 1,535,405 826,847 2,326,170

親会社株主に帰属する四半期
(当期)純利益

(千円) 1,136,847 585,304 1,802,083

四半期包括利益又は包括利益 (千円) 1,046,607 891,297 881,717

純資産額 (千円) 28,341,987 28,516,172 28,073,745

総資産額 (千円) 44,167,119 42,776,828 43,857,273

１株当たり
四半期(当期)純利益金額

(円) 43.76 23.01 69.89

自己資本比率 (％) 63.76 66.21 63.58

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 669,433 556,423 2,568,843

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △297,077 △360,848 △628,036

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △1,067,181 △463,569 △1,148,948

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(千円) 6,801,966 8,024,288 8,287,591
 

 

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 平成27年７月１日
至 平成27年９月30日

自 平成28年７月１日
至 平成28年９月30日

１株当たり四半期純利益金額 (円) 23.73 14.13
 

(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。

 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。

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２四半期連結累計期間における日本経済は、雇用情勢が改善しているなど、緩やかな回復基調が続いた一

方、中国をはじめとする新興国等の景気が下振れするなどのリスク要因もあり、先行き不透明な状況が続きまし

た。

このような状況下で当社グループは、平成27年度からの３カ年に亘る中期経営計画『Evolution All Japan』の基

本方針である安定的利益と持続的成長を目指して鋭意取り組んでおります。

当社関連のコンクリート製品業界においては、ヒューム管、パイル製品共に需要が前年同期を下回る水準で推移

しております。

当第２四半期連結累計期間の製品及び工事等の受注高は134億91百万円（前年同四半期比17.5％減）、製品、工事

及び不動産収入等を含む売上高は148億66百万円（同12.0％減）となりました。

損益につきましては、営業利益は５億86百万円（同44.5％減）、経常利益は為替の影響等により、８億26百万円

（同46.1％減）、親会社株主に帰属する四半期純利益は５億85百万円（同48.5％減）となりました。

セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。

 

①コンクリート製品事業

受注高は74億38百万円（前年同四半期比24.9％減）、需要低迷によりヒューム管製品及びプレキャスト製品が

減少し、パイル製品の価格競争が激化したこと等により、売上高は78億31百万円（同24.2％減）、セグメント利

益は１億90百万円（同61.0％減）となりました。

総売上高構成比は52.7％であります。

 

②工事事業

受注高は59億54百万円（前年同四半期比6.3％減）、売上高は62億49百万円（同8.5%増）となりましたが、セグ

メント利益はパイル工事の価格競争が激化したこと等により、１億25百万円（同52.8％減）となりました。

総売上高構成比は42.0％であります。
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③不動産開発事業

売上高はほぼ前年並みの４億81百万円（前年同四半期比1.3％減）、セグメント利益は賃貸用物件でリニューア

ル工事を実施したこと等により、１億89百万円（同11.9％減）となりました。

総売上高構成比は3.2％であります。

 

④その他

受注高は99百万円（前年同四半期比8.8％増）、売上高は３億３百万円（同0.2％増）、セグメント利益は80百

万円（同8.1％減）となりました。

総売上高構成比は2.1％であります。

 

　 (2) 財政状態の分析

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と比べ10億80百万円減少し、427億76百万円となりまし

た。これは、流動資産において受取手形及び売掛金が12億72百万円減少したこと等によるものであります。

また、負債の部は前連結会計年度末と比べ15億22百万円減少し、142億60百万円となりました。これは、流動負債

において支払手形及び買掛金が13億33百万円減少したこと等によるものであります。

純資産の部は前連結会計年度末と比べ４億42百万円増加し、285億16百万円となりました。これは、利益剰余金に

おいて親会社株主に帰属する四半期純利益が５億85百万円増加した一方、配当金の支払により４億19百万円減少し

たこと、その他有価証券評価差額金が１億29百万円、為替換算調整勘定が１億44百万円、ぞれぞれ増加したこと等

によるものであります。

　

 (3) キャッシュ・フローの状況

当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下、「資金」といい、現金及び預金から預入期間が

３ヶ月を超える定期預金を控除したものをいう。）は、前連結会計年度末と比べ２億63百万円減少の80億24百万円

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り得られた資金は、前第２四半期連結累計期間と比べ１億13百

万円減少の５億56百万円となりました。その主な内訳は、仕入債務の減少13億７百万円、持分法による投資損益３

億12百万円等による減少要因があった一方、売上債権の減少12億23百万円、税金等調整前四半期純利益８億28百万

円等による増加要因があったことによるものであります。

 
（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り使用された資金は、前第２四半期連結累計期間と比べ63百万

円増加の３億60百万円となりました。その主な内訳は、固定資産の取得による支出３億88百万円等であります。

 
（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り使用された資金は、前第２四半期連結累計期間と比べ６億３

百万円減少の４億63百万円となりました。その主な内訳は、配当金の支払による支出４億18百万円等であります。
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(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。

なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者のあ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）は次のとおりであります。

 

① 会社の支配に関する基本方針について

当社グループでは、「わが社は社会基盤の整備に参加し、豊かな人間環境づくりに貢献します。」を経営理念の

ひとつに掲げ、大正14（1925）年の創立以来、90年間一貫して下水道事業、道路整備事業、住宅建設事業等を推進

するため、これら社会基盤の整備に必要なヒューム管・既製コンクリート杭等の各種コンクリート製品を供給して

まいりました。

近年は主に中国や東南アジアにおいて国際事業を展開して新たな成長基盤の確立に注力するほか、下水道の診

断・リニューアル、不動産・環境関連事業等の新しい分野へ事業領域を広げており、着実に成果を挙げておりま

す。

こうして幾多の困難を乗り越えた、長年の歴史の中で培ってまいりました企業風土、技術力、さらに、取引先、

顧客、従業員等との強固な信頼関係こそが当社グループの企業価値の源であるとともに、中長期的な成長発展に必

要不可欠な強みであると考えております。

当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者とは、このような当社グループの企業価値の源である取

引先、顧客、従業員等との強固な信頼関係を今後も確保・向上させるとともに、人材育成・技術開発等の将来を見

据えた施策の潜在的効果、その他当社グループの企業価値を構成する事項を深く理解し、長期的に企業価値ひいて

は株主共同の利益を確保・向上させる者でなくてはならないと考えます。

言うまでもなく、上場会社である当社の株式は、市場を通じて投資家の皆様による自由な取引が認められている

以上、当社株式に対する大規模な買付行為や買付提案がなされた場合においても、当該大規模な買付等が当社の企

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、直ちに否定するものではなく、これに応じる

か否かは最終的に株主の皆様のご判断に委ねられるべきものと考えております。

しかしながら、近時、我が国の資本市場における株式の大規模な買付行為や買付提案の中には、その企図あるい

は目的等から見て企業価値ひいては株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすもの、株主の皆様に株式の売却

を事実上強要する恐れがあるもの、対象会社の取締役会や株主の皆様が買付の条件について検討し、あるいは対象

会社の取締役会が代替案を提案するための十分な時間や情報を提供しないもの、対象会社が買付者の提示した条件

よりも有利な条件をもたらすために買付者との交渉を必要とするもの等、対象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恐れのある、不適切な買付等を行う

者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として適当ではないと考えます。

 

② 会社の支配に関する基本方針の実現に資する取り組み

(a) 中期経営計画『Evolution All Japan』について

日本ヒュームグループは、第133期（平成27年度）を初年度とする中期経営計画『Evolution All Japan』の

基本戦略に「グループ成長戦略」、「競争力向上戦略」、「経営基盤強化戦略」を掲げ、これに基づいてグ

ループを挙げて全力で取り組んでまいります。

 株主資本経常利益率（ROE）を経営の目標数値とし、収益力と財務体質の強化に努め、企業価値を高める経営

に取り組んでまいります。

 

(b) コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社は将来に向かって継続的な成長・発展を目指すために、上場企業としての社会的責任を果たすことが重

要と考え、経営の透明性を確保すること及びコーポレート・ガバナンスが有効に機能するために、当社グルー

プを取り巻く環境の変化に迅速に対応できる組織体制と経営システムを構築し維持することを経営上の最も重

要な課題として位置付けております。
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③ 会社の支配の方針に関する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の決定が支配され

ることを防止するための取り組み

当社は、平成20年３月21日開催の取締役会において、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者のあり方

に関する基本方針（以下「会社の支配に関する基本方針」といいます。）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取り組みとして、「当社株式の大規模買付行為に関する対応

策（以下「本プラン」といいます。）」を決定し導入しました。

当社取締役会は、当社株式に対して大規模な買付行為等が行われた場合に、株主の皆様が適切な判断をするた

めに必要な情報や時間を確保し、買付者等との交渉等が一定の合理的なルールに従って行われることが、企業価

値ひいては株主共同の利益に合致すると考え、大規模買付時における情報提供と検討時間の確保等に関する一定

のルールを設定し、会社の支配に関する基本方針に照らし不適切な者によって大規模買付行為がなされた場合の

対抗措置を含めた買収防衛策として本プランを導入しました。

導入後も社会・経済情勢の変化、買収防衛策を巡る諸々の動向及び様々な議論の進展を踏まえ、当社の企業価

値ひいては株主共同の利益を確保・向上させるための取り組みのひとつとして、継続の是非を含め、そのあり方

について引き続き検討してまいりました。

当社取締役会は、平成26年６月27日開催の当社第131回定時株主総会において、本プランを一部変更した上で平

成29年６月開催予定の第134回定時株主総会終結時まで継続することを提案した結果、継続が承認されておりま

す。

本プランの概要は以下のとおりです。

 

(a) 当社株式の大規模買付行為等

本プランにおける当社株式の大規模買付行為とは、特定株主グループの議決権割合を２０％以上とすること

を目的とする当社株式等の買付行為、又は結果として特定株主グループの議決権割合が２０％以上になる買付

行為をいい、係る買付行為を行う者を大規模買付者といいます。

 

(b) 大規模買付ルールの概要

大規模買付ルールとは、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、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ものです。

 

(c) 大規模買付行為がなされた場合の対応

大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合には、取締役会は、仮に当該大規模買付行為に反対であっ

たとしても、当該大規模買付提案についての反対意見の表明や、代替案を提示することにより、株主の皆様を

説得するに留め、原則として当該大規模買付行為に対する対抗措置はとりません。

ただし、大規模買付ルールを遵守しない場合や、遵守されている場合であっても、当該大規模買付行為が会

社に回復しがたい損害をもたらす等、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なうと取締役会が判

断した場合には、対抗措置をとることがあります。

 

(d) 対抗措置の合理性及び公正性を担保するための制度及び手続

対抗措置を講じるか否かについては、取締役会が最終的な判断を行いますが、本プランを適正に運用し、取

締役会によって恣意的な判断がなされることを防止し、その判断の客観性及び合理性を担保するため、３名以

上の社外取締役、社外監査役又は社外有識者から構成される独立委員会を設置しております。

対抗措置をとる場合、その判断の合理性及び公正性を担保するために、取締役会は対抗措置の発動に先立

ち、独立委員会に対して対抗措置の発動の是非について諮問し、独立委員会は対抗措置の発動の是非につい

て、勧告を行うものとします。取締役会は、独立委員会の勧告を最大限尊重するものとし、勧告の内容は、概

要を適宜情報開示することとします。
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(e) 本プランの有効期間等

本プランの有効期間は３年間（平成29年６月に開催予定の定時株主総会終結時まで）とし、以降も本プラン

の継続（一部修正したうえでの継続を含む）については、３年ごとに定時株主総会の承認を得ることとしま

す。

ただし、有効期間中であっても、株主総会又は取締役会の決議により本プランは廃止されるものとします。

 

④ 本プランの合理性について（上記の取り組みが会社の支配に関する基本方針に沿い、当社の企業価値ひいては株

主共同の利益に合致し、当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）

会社の支配に関する基本方針の実現に資する取り組みは、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を向上させ

るための施策であり、まさに会社の支配に関する基本方針に沿うものであります。

また、本プランは、(a)買収防衛策に関する指針の要件を充足していること、(b)株主共同の利益の確保・向上

の目的をもって導入されていること、(c)株主意思を反映するものであること、(d)独立性の高い社外者の判断を

重視するものであること、(e)デッドハンド型の買収防衛策ではないこと等、会社の支配に関する基本方針に沿

い、当社の企業価値ひいては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

と考えております。

 

(5) 研究開発活動

当第２四半期連結累計期間における研究開発費の総額は１億60百万円であります。

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。

 

(6) 経営成績に重要な影響を与える要因及び経営戦略の現状と見通し

当社グループを取り巻く経営環境は、東日本大震災からの復興需要や公共事業への歳出増加が見込まれる一方、

熾烈な価格競争により、依然として厳しい状況が続くものと思われ、当社グループの業績並びに財政状況に影響を

及ぼす可能性があります。

当社グループは、事業の運営等に際し、建設業法・宅建業法等の関係法令等による規制を受けております。当社

グループはこれらの関係法令等を遵守した事業運営を行っており、現時点では事業運営に大きく支障をきたすよう

な法的規制はありませんが、これらの規制が強化された場合には、今後の事業戦略に影響する可能性があります。

当社グループの海外関係会社は、事業活動を主にアジアの新興国で展開しております。そのため、予期しない政

治状況の激変や法制度の変更、さらに地政学的なリスクが内在しております。

 

 (7) 経営者の問題認識と今後の方針について

当社グループの経営陣は、現在の事業環境及び入手可能な情報に基づき最善の経営方針を立案するよう努めてお

ります。

当社は会社創立90周年に当たる平成27年度からの３カ年に亘る中期経営計画『Evolution All Japan』を策定しま

した。

中期経営計画では、前中期経営計画『All Japan-90』をさらに進化させるべく、下記の基本方針と３つの基本戦

略を掲げ、会社創立100周年に向けた企業価値の向上に向けて取り組んでまいります。
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　『Evolution All Japan』の基本方針と基本戦略

① 基本方針

日本ヒュームグループは、企業理念であります「安全・安心な社会基盤の整備に参加し、豊かな環境づくりに貢

献する」ため、総合コンクリート二次製品製造会社として技術開発および品質向上に努めると共に、それら製品の

土木・建築工事会社として施工法開発および施工品質の向上に努め、社会や顧客の信頼を得て安定的な利益と持続

的成長を目指します。

　

② 基本戦略

当社を取り巻く経営環境は、依然として熾烈な受注・価格競争を強いられるなど厳しい状況が続くものと思われ

ますが、国内建設市場の抱える人手不足といった課題、安全・安心な社会基盤作りに当社の持てるコンクリートプ

レキャスト製品や施工技術は最適なソリューションをご提供できるものと考えており、以下に掲げる基本戦略に基

づいて積極的に取り組んでまいります。

　

(a) グループ成長戦略

日本ヒュームグループは、90年間培ったコンクリート二次製品に関する製品開発および工法開発を会社創立

100周年に向けてさらに進化させ、

・事業領域の拡大（規模の追求）

・営業による差別化

・コア技術開発による差別化

・将来に向けた収益源「環境・エネルギー事業」の開発・育成

をもって、社会や顧客の抱える課題に応えることで持続的成長を目指してまいります。

 
(b) 競争力向上戦略

日本ヒュームグループは、他社より競争力のある価格を実現し、かつ安定した利益を確保できる低コスト構

造を引き続き創出するため、

　　　　　・調達体制の強化

・生産・工事体制の効率化

・生産技術・工事技術開発によるコスト削減、環境への対応

・機構改革、業務改革による間接部門のコスト削減

・ホワイトカラーの生産性向上

を引き続き深化させ、社会や顧客の信頼という競争力の向上を目指してまいります。

 
(c) 経営基盤強化戦略

日本ヒュームグループは、安全・高品質・高付加価値製品や技術のご提供、環境への対応など、社会に信頼

されてはじめて安定した利益や持続的成長が実現できることを念頭に、

・リスクマネジメント体制の整備、強化

・人事制度と人材育成の基盤強化（現場力の強化）

・海外事業の経営基盤強化

・国内関係会社の経営基盤強化

・見える化による経営管理基盤強化

　　　　　・キャッシュフロー経営の強化

を進化させ、会社創立100周年という次の10年を見据えた当３カ年のガバナンス強化に取り組んでまいりま

す。
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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 80,000,000

計 80,000,000
 

 

② 【発行済株式】

 

種類
第２四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成28年９月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成28年11月11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 29,347,500 29,347,500
東京証券取引所
（市場第一部）

単元株式数は100株であります。

計 29,347,500 29,347,500 ― ―
 

 

(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７月１日～
平成28年９月30日

― 29,347,500 ― 5,251,400 ― 1,312,850
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(6) 【大株主の状況】

平成28年９月30日現在

氏名又は名称 住　　　　　所
所有株式数
(百株)

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合(％)

みずほ信託銀行株式会社退職給付信託太
平洋セメント口

東京都中央区晴海1丁目8番12号 24,000 8.18

日本トラスティ・サービス信託銀行株式
会社（信託口）

東京都中央区晴海1丁目8番11号 20,043 6.83

旭コンクリート工業株式会社 東京都中央区築地1丁目8番2号 14,684 5.00

株式会社みずほ銀行 東京都千代田区大手町1丁目5番5号 12,458 4.25

太平洋セメント株式会社 東京都港区台場2丁目3番5号 10,203 3.48

株式会社ＮＪＳ 東京都港区芝浦1丁目1番1号 10,095 3.44

日本マスタートラスト信託銀行株式会社
（信託口）

東京都港区浜松町2丁目11番3号 7,502 2.56

シービーエヌワイ デイエフエイ イン
ターナショナル スモール キャップ バ
リュー ポートフォリオ
（常任代理人　シティバンク銀行株式会
社）

388 GREENWICH STREET, NY, NY 10013,
USA
（東京都新宿区新宿6丁目27番30号）

6,019 2.05

シージーエムエル　ピービー　クライア
ント　アカウント／コラテラル  　
（常任代理人　シティバンク銀行株式会
社）

CITIGROUP CENTRE, CANADA SQUARE,
CANARY WHARF, LONDON E14 SLB    
（東京都新宿区新宿6丁目27番30号)

5,085 1.73

日工株式会社 兵庫県明石市大久保町江井島1013番地1 5,000 1.70

みずほ信託銀行株式会社 東京都中央区八重洲1丁目2番1号 5,000 1.70
 

計 ― 120,090 40.92
 

(注) １．旭コンクリート工業株式会社、及び株式会社ＮＪＳが所有している株式については、会社法施行規則第67条

の規定により、議決権の行使が制限されております。

２．上記のほか当社所有の自己株式 31,543百株(10.75％)があります。
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(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

   平成28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　3,154,300

―
株主としての権利内容に制限の
ない標準となる株式
単元株式数 100株

(相互保有株式)
　普通株式　2,477,900

― 同　　　上

完全議決権株式(その他) 　普通株式 23,669,700 236,697 同　　　上

単元未満株式 　普通株式　　 45,600 ― 一単元（100株）未満の株式

発行済株式総数 　　　　　 29,347,500 ― ―

総株主の議決権 ― 236,697 ―
 

(注) 「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及び相互保有株式が次のとおり含まれております。

　

自己保有株式   26株
 

相互保有株式 株式会社ＮＪＳ 2株

相互保有株式 旭コンクリート工業株式会社 13株
 

 

② 【自己株式等】

  平成28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)
日本ヒューム株式会社

東京都港区新橋5丁目33番11号 3,154,300 ― 3,154,300 10.75

(相互保有株式)
株式会社ＮＪＳ

東京都港区芝浦1丁目1番1号 1,009,500 ― 1,009,500 3.44

(相互保有株式)
旭コンクリート工業株式会社

東京都中央区築地1丁目8番2号 1,468,400 ― 1,468,400 5.00

計 ―  ― 5,632,200 19.19
 

 

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(平成28年７月１日から平成

28年９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成28年４月１日から平成28年９月30日まで)に係る四半期連結財務

諸表について、至誠清新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２四半期連結会計期間

(平成28年９月30日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 8,343,375 8,080,076

  受取手形及び売掛金 11,807,820 10,535,275

  商品及び製品 1,579,806 1,790,924

  原材料及び貯蔵品 411,776 410,791

  その他 421,259 336,452

  貸倒引当金 △13,903 △12,619

  流動資産合計 22,550,135 21,140,902

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物及び構築物（純額） 3,098,782 3,083,042

   土地 3,697,405 3,678,449

   その他（純額） 2,363,401 2,356,188

   有形固定資産合計 9,159,590 9,117,680

  無形固定資産 141,008 140,973

  投資その他の資産   

   投資有価証券 ※3  11,759,521 ※3  12,132,037

   その他 527,183 499,306

   貸倒引当金 △280,165 △254,070

   投資その他の資産合計 12,006,540 12,377,273

  固定資産合計 21,307,138 21,635,926

 資産合計 43,857,273 42,776,828

負債の部   

 流動負債   

  支払手形及び買掛金 9,612,889 8,279,709

  短期借入金 ※2  1,214,430 ※2  1,119,770

  未払法人税等 181,150 286,472

  賞与引当金 187,230 188,518

  環境対策引当金 1,334 4,569

  その他 996,282 754,314

  流動負債合計 12,193,318 10,633,356

 固定負債   

  役員退職慰労引当金 36,017 36,017

  環境対策引当金 21,584 17,014

  退職給付に係る負債 2,547,786 2,560,731

  その他 984,822 1,013,536

  固定負債合計 3,590,210 3,627,299

 負債合計 15,783,528 14,260,656
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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２四半期連結会計期間

(平成28年９月30日)

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 5,251,400 5,251,400

  資本剰余金 4,736,508 4,736,508

  利益剰余金 19,309,786 19,475,270

  自己株式 △1,317,293 △1,346,343

  株主資本合計 27,980,401 28,116,835

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 241,061 370,104

  為替換算調整勘定 77,730 222,234

  退職給付に係る調整累計額 △415,129 △388,588

  その他の包括利益累計額合計 △96,337 203,750

 非支配株主持分 189,681 195,586

 純資産合計 28,073,745 28,516,172

負債純資産合計 43,857,273 42,776,828
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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 平成27年４月１日
　至 平成27年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

売上高 16,884,844 14,866,509

売上原価 13,897,377 12,318,299

売上総利益 2,987,466 2,548,209

販売費及び一般管理費 ※1  1,930,051 ※1  1,961,652

営業利益 1,057,415 586,557

営業外収益   

 受取利息 390 192

 受取配当金 41,156 47,161

 持分法による投資利益 439,455 312,404

 その他 75,139 87,088

 営業外収益合計 556,143 446,847

営業外費用   

 支払利息 17,541 9,729

 為替差損 37,685 186,579

 その他 22,925 10,248

 営業外費用合計 78,152 206,557

経常利益 1,535,405 826,847

特別利益   

 国庫補助金 56,179 1,424

 特別利益合計 56,179 1,424

特別損失   

 固定資産除却損 2,236 0

 特別損失合計 2,236 0

税金等調整前四半期純利益 1,589,348 828,271

法人税、住民税及び事業税 446,797 272,864

法人税等調整額 1,412 △35,802

法人税等合計 448,209 237,061

四半期純利益 1,141,138 591,209

非支配株主に帰属する四半期純利益 4,291 5,904

親会社株主に帰属する四半期純利益 1,136,847 585,304
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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 平成27年４月１日
　至 平成27年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

四半期純利益 1,141,138 591,209

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 △81,716 139,232

 為替換算調整勘定 3,830 144,505

 退職給付に係る調整額 9,523 30,334

 持分法適用会社に対する持分相当額 △26,168 △13,984

 その他の包括利益合計 △94,530 300,088

四半期包括利益 1,046,607 891,297

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 1,042,316 885,392

 非支配株主に係る四半期包括利益 4,291 5,904
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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 平成27年４月１日
　至 平成27年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28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 1,589,348 828,271

 減価償却費 331,382 318,610

 貸倒引当金の増減額（△は減少） △26,176 △26,484

 賞与引当金の増減額（△は減少） △4,769 1,288

 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 40,483 56,083

 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △14,750 ―

 環境対策引当金の増減額（△は減少） ― △1,334

 受取利息及び受取配当金 △41,547 △47,354

 支払利息 17,541 9,729

 為替差損益（△は益） △21,879 123,250

 持分法による投資損益（△は益） △439,455 △312,404

 固定資産除却損 2,236 0

 国庫補助金 △56,179 △1,424

 売上債権の増減額（△は増加） 618,772 1,223,719

 たな卸資産の増減額（△は増加） 364,388 △233,963

 その他の流動資産の増減額（△は増加） 165,081 81,242

 仕入債務の増減額（△は減少） △1,540,455 △1,307,859

 未払消費税等の増減額（△は減少） 164,867 △220,828

 その他の流動負債の増減額（△は減少） △184,186 85,328

 その他の固定負債の増減額（△は減少） △4,195 △17,241

 小計 960,506 558,629

 利息及び配当金の受取額 169,137 175,044

 利息の支払額 △17,861 △9,708

 法人税等の支払額 △442,349 △167,542

 営業活動によるキャッシュ・フロー 669,433 556,423

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 △1,466 △3

 固定資産の取得による支出 △345,195 △388,824

 固定資産の売却による収入 600 ―

 固定資産の除却による支出 △37,342 ―

 国庫補助金による収入 56,179 1,424

 投資その他の資産の増減額（△は増加） 30,146 26,555

 投資活動によるキャッシュ・フロー △297,077 △360,848

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） △362,409 △15,692

 自己株式の取得による支出 △303,989 △29,049

 自己株式の売却による収入 75 ―

 配当金の支払額 △400,857 △418,827

 財務活動によるキャッシュ・フロー △1,067,181 △463,569

現金及び現金同等物に係る換算差額 420 4,692

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △694,405 △263,302

現金及び現金同等物の期首残高 7,496,372 8,287,591

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※１  6,801,966 ※１  8,024,288
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【注記事項】

(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２四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。

 
(追加情報)

　「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。

 

(四半期連結貸借対照表関係)

　１．受取手形裏書譲渡高

 
前連結会計年度

(平成28年３月31日)
当第２四半期連結会計期間

(平成28年９月30日)

受取手形裏書譲渡高 858 千円 8,925 千円
 

 

※２．運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行との間に当座貸越契約及び特定融資枠契約を締結しております。そ

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２四半期連結会計期間

(平成28年９月30日)

取引銀行数 ８行 ８行

当座貸越極度額及び特定融資枠の
総額

5,143,957千円 5,039,404千円

借入実行残高 1,214,430千円 1,119,770千円

差引額 3,929,526千円 3,919,633千円
 

 

※３．投資有価証券の一部を貸株に提供しております。その金額は、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２四半期連結会計期間

(平成28年９月30日)

投資有価証券の貸株 216,785千円 223,913千円
 

 

(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 平成27年４月１日
至 平成27年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
至 平成28年９月30日)

従業員給与賞与及び手当 716,161千円 736,258千円

賞与引当金繰入額 106,662千円 101,256千円

退職給付費用 52,720千円 64,663千円

貸倒引当金繰入額 △26,016千円 △26,484千円
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(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 平成27年４月１日
至 平成27年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
至 平成28年９月30日)

現金及び預金 6,856,293 千円 8,080,076千円

預入期間が３ヶ月を超える
定期預金

△54,326 千円 △55,787千円

現金及び現金同等物 6,801,966 千円 8,024,288千円
 

 

(株主資本等関係)

前第２四半期連結累計期間(自 平成27年４月１日 至 平成27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

平成27年６月26日
定時株主総会

普通株式 402,594 15.00 平成27年３月31日 平成27年６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

該当事項はありません。

 

当第２四半期連結累計期間(自 平成28年４月１日 至 平成28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

平成28年６月29日
定時株主総会

普通株式 419,820 16.00 平成28年３月31日 平成28年６月30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

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 平成27年４月１日 至 平成27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)１

合計 調整額

四半期連
結損益計
算書計上
額(注)２

コンクリー
ト製品事業

工事事業
不動産開発

事業
計

売上高         

  外部顧客への売上高 10,333,271 5,760,331 487,931 16,581,534 303,310 16,884,844 ― 16,884,844

  セグメント間の内部
  売上高又は振替高

4,228 ― 21,420 25,648 299 25,948 △25,948 ―

計 10,337,499 5,760,331 509,351 16,607,183 303,609 16,910,793 △25,948 16,884,844

セグメント利益 489,307 264,942 215,284 969,534 87,880 1,057,415 ― 1,057,415
 

(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、環境関連機器販売事業、スポーツ

施設運営事業、レンタル事業、太陽光発電事業等を含んでおります。

２．セグメント利益の合計額は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。

 

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２四半期連結累計期間(自 平成28年４月１日 至 平成28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)１

合計 調整額

四半期連
結損益計
算書計上
額(注)２

コンクリー
ト製品事業

工事事業
不動産開発

事業
計

売上高         

  外部顧客への売上高 7,831,352 6,249,583 481,696 14,562,631 303,877 14,866,509 ― 14,866,509

  セグメント間の内部
  売上高又は振替高

7,192 ― 21,765 28,958 379 29,337 △29,337 ―

計 7,838,545 6,249,583 503,461 14,591,590 304,256 14,895,846 △29,337 14,866,509

セグメント利益 190,959 125,146 189,731 505,838 80,719 586,557 ― 586,557
 

(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、環境関連機器販売事業、スポーツ

施設運営事業、レンタル事業、太陽光発電事業等を含んでおります。

２．セグメント利益の合計額は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。

 

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

　　(事業セグメントの利益又は損失の測定方法の変更)

　　　第１四半期連結累計期間より、各セグメントの業績をより適切に評価するため、販売費及び一般管理費の按分

　　方法を変更しております。

 　　なお、前第２四半期連結累計期間のセグメント情報については、変更後の方法で作成したものを開示しており

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 平成27年４月１日
至 平成27年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
至 平成28年９月30日)

１株当たり四半期純利益金額 43.76 円 23.01 円

(算定上の基礎)   

親会社株主に帰属する四半期純利益金額(千円) 1,136,847 585,304

普通株主に帰属しない金額 ― ―

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(千円)

1,136,847 585,304

普通株式の期中平均株式数(株) 25,980,741 25,440,899
 

(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。

 

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11月11日

日本ヒューム株式会社

取締役会  御中

 

至誠清新監査法人
 

 

代表社員

業務執行社員
 公認会計士　　吉　　村　　智　　明　　㊞

 

 

代表社員

業務執行社員
 公認会計士　　浅　　井　　清　　澄　　㊞

 

 

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ヒューム株

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２四半期連結会計期間(平成28年７月１日から

平成28年９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成28年４月１日から平成28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、日本ヒューム株式会社及び連結子会社の平成28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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