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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91期

第２四半期
連結累計期間

第92期
第２四半期
連結累計期間

第91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 （百万円） 4,652 4,262 9,277

経常利益 （百万円） 457 300 969

親会社株主に帰属する四半期

（当期）純利益
（百万円） 308 209 626

四半期包括利益又は包括利益 （百万円） 320 7 523

純資産額 （百万円） 7,110 7,164 7,241

総資産額 （百万円） 10,657 10,137 10,518

１株当たり四半期（当期）純利

益金額
（円） 25.73 17.51 52.33

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 （％） 64.2 68.0 66.3

営業活動によるキャッシュ・フ

ロー
（百万円） 125 461 487

投資活動によるキャッシュ・フ

ロー
（百万円） △196 △112 △311

財務活動によるキャッシュ・フ

ロー
（百万円） △179 △178 △456

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高
（百万円） 2,576 2,617 2,521

 

回次
第91期

第２四半期
連結会計期間

第92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） 17.05 12.10

　（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（消費税及び地方消費税をいう。以下同じ。）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（当社及び連結子会社）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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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】

(1）業績の状況

当第２四半期連結累計期間における世界経済の動向としては、米国では、引き続き個人消費主体に堅調が続いて

おり、生産、投資にやや減速傾向がみられるものの、経済は緩やかに拡大し、欧州では、消費、投資など景気は低

位ながら回復基調は続いております。また、中国をはじめとする新興国の景気は、引き続き緩やかに減速傾向にあ

ります。その他、南米のブラジル、ベネズエラあるいはロシアなどは引き続き経済の低迷が続いております。

一方、日本経済の動向は、円高や輸出の伸び悩み、原油の動向などが懸念材料ながら全体としては、景気持ち直

しの傾向となっております。

こうした中、当社グループにおいては、国内市場のオートモティブ部門で新製品の全自動フロンガス交換機の販

売が好調を維持したものの、海外部門では主力製品であるダイアフラムポンプが伸び悩み、円高の影響等もあり低

調な推移となりました。

この結果、当第２四半期連結累計期間の連結売上高は4,262百万円（前年同期比△389百万円、8.4％減）となり

ました。売上高を部門別にみますと、オートモティブ部門は1,228百万円（前年同期比39百万円、3.3％増）、イン

ダストリアル部門は2,433百万円（前年同期比△370百万円、13.2％減）となり、上記部門に属さないサービス部品

や修理売上などのその他の部門の売上高は601百万円（前年同期比△58百万円、8.8％減）となりました。

利益面では、売上総利益は1,633百万円（前年同期比△206百万円、11.2％減）となり、営業利益は304百万円

（前年同期比△103百万円、25.3％減）、経常利益は300百万円（前年同期比△157百万円、34.4％減）となり、親

会社株主に帰属する四半期純利益は209百万円（前年同期比△98百万円、32.0％減）となりました。

当第２四半期連結累計期間における報告セグメントの業績は次のとおりであります。

日本における外部顧客に対する売上高は2,545百万円（前年同期比△72百万円、2.8％減）、営業利益は87百万円

（前年同期比△27百万円、24.1％減）となりました。米国における外部顧客に対する売上高は1,140百万円（前年

同期比△279百万円、19.7％減）、営業利益は137百万円（前年同期比△52百万円、27.5％減）となりました。オラ

ンダにおける外部顧客に対する売上高は436百万円（前年同期比△32百万円、6.9％減）、営業利益は54百万円（前

年同期比△17百万円、24.0％減）となりました。中国における外部顧客に対する売上高は139百万円（前年同期比

△5百万円、3.5％減）、営業利益は9百万円（前年同期比△3百万円、26.0％減）となりました。なお、平成28年７

月に、海外子会社 YAMADA (THAILAND) CO.,LTD.をタイ王国に設立しましたが、現在のところ業務を開始しており

ません。

また、当第２四半期連結累計期間の連結売上高に占める海外売上高は2,022百万円（前年同期比△306百万円、

13.2％減）で、その割合は47.5％となりました。

当第２四半期連結会計期間末における資産合計は10,137百万円となり、前連結会計年度末に比べ381百万円の減

少となりました。これは主に受取手形及び売掛金の減少（△191百万円）、有価証券の減少（△50百万円）、原材

料及び貯蔵品の減少（△33百万円）、有形固定資産の減少（△116百万円）等によるものであります。

負債合計は2,972百万円となり、前連結会計年度末に比べ304百万円の減少となりました。これは主に支払手形及

び買掛金の減少（△158百万円）、長短借入金の減少（△81百万円）、退職給付に係る負債の減少（△10百万円）

等によるものであります。

純資産合計は7,164百万円となり、前連結会計年度末に比べ77百万円の減少となりました。これは主に利益剰余

金の増加（125百万円）、為替換算調整勘定の減少（△192百万円）等によるものであります。

この結果、自己資本比率は68.0％となりました。

 

(2）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2,617百万円となり、前連結会計年度末に比べ95百

万円の増加となりました。

当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

営業活動によるキャッシュ・フローは461百万円の純収入（前年同期は125百万円の純収入）となりました。これ

は主に税金等調整前四半期純利益300百万円、売上債権の減少による145百万円等の収入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・フローは112百万円の純支出（前年同期は196百万円の純支出）となりました。これ

は主に有形固定資産の取得による125百万円等の支出要因があったことによるものであります。

財務活動によるキャッシュ・フローは178百万円の純支出（前年同期は179百万円の純支出）となりました。これ

は主に長期借入金の返済による76百万円、配当金の支払による83百万円等の支出要因があったことによるものであ

ります。

 

(3）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

当第２四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は17,205千円であります。

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。
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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 48,000,000

計 48,000,000

 

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 12,000,000 12,000,000
東京証券取引所

（市場第二部）

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、単

元株式数は

1,000株であり

ます。

計 12,000,000 12,000,000 － －

 

（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
－ 12,000,000 － 600,000 － 53,746
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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
（千株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合
（％）

山田　昌太郎 東京都大田区 958 7.98

㈱豊和 東京都大田区中央５丁目７番14号 865 7.20

㈱埼玉りそな銀行 埼玉県さいたま市浦和区常盤７丁目４番１号 588 4.90

山田　幸太郎 東京都大田区 563 4.69

㈱バンザイ 東京都港区芝２丁目31番19号 434 3.62

山田　和正 千葉県浦安市 382 3.18

不二サッシ㈱ 神奈川県川崎市幸区鹿島田１丁目１番２号 300 2.50

山田　三千子 東京都大田区 249 2.07

東京海上日動火災保険㈱ 東京都千代田区丸の内１丁目２番１号 223 1.86

大栄不動産㈱ 東京都中央区日本橋室町１丁目１番８号 150 1.25

計 － 4,714 39.28
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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） 普通株式　　　26,000 －

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　11,937,000 11,937 同上

単元未満株式 普通株式　　　37,000 － 同上

発行済株式総数 12,000,000 － －

総株主の議決権 － 11,937 －

　（注）　１．上記「完全議決権株式（その他）」の中には、証券保管振替機構名義の株式が6,000株（議決権の数6個）

含まれております。

２．上記「単元未満株式」の中には、当社所有の自己株式747株が含まれております。

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

（％）

㈱ヤマダコーポレーショ

ン

東京都大田区南馬込　

1-1-3
26,000 － 26,000 0.21

計 － 26,000 － 26,000 0.21

 

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、青南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 2,501,786 2,648,503

受取手形及び売掛金 1,685,406 1,494,112

有価証券 50,840 －

商品及び製品 1,362,364 1,334,727

仕掛品 304,657 314,120

原材料及び貯蔵品 525,628 492,007

繰延税金資産 132,505 119,749

その他 187,108 102,480

貸倒引当金 △8,320 △7,099

流動資産合計 6,741,976 6,498,603

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,568,866 1,508,552

土地 1,190,257 1,178,779

その他（純額） 593,623 549,016

有形固定資産合計 3,352,746 3,236,347

無形固定資産 49,705 38,938

投資その他の資産 ※１ 374,438 ※１ 363,542

固定資産合計 3,776,890 3,638,828

資産合計 10,518,867 10,137,431

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,370,549 1,212,055

短期借入金 120,000 115,000

1年内返済予定の長期借入金 192,484 176,852

未払法人税等 36,539 33,600

賞与引当金 123,050 125,586

未払費用 138,461 130,767

その他 106,493 70,152

流動負債合計 2,087,577 1,864,014

固定負債   

長期借入金 453,397 392,575

繰延税金負債 228,663 222,576

退職給付に係る負債 393,965 383,457

資産除去債務 20,349 20,349

長期未払金 32,270 32,270

その他 61,079 57,691

固定負債合計 1,189,726 1,108,919

負債合計 3,277,303 2,972,934
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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 600,000 600,000

資本剰余金 58,187 58,187

利益剰余金 6,157,108 6,282,921

自己株式 △5,435 △5,929

株主資本合計 6,809,860 6,935,179

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 80,781 71,087

為替換算調整勘定 83,124 △109,832

その他の包括利益累計額合計 163,905 △38,744

非支配株主持分 267,797 268,061

純資産合計 7,241,563 7,164,496

負債純資産合計 10,518,867 10,137,431
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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 4,652,147 4,262,451

売上原価 2,811,312 2,628,528

売上総利益 1,840,834 1,633,922

販売費及び一般管理費 ※１ 1,433,161 ※１ 1,329,338

営業利益 407,673 304,584

営業外収益   

受取利息 893 559

受取配当金 8,614 8,574

負ののれん償却額 2,445 2,445

為替差益 27,557 －

不動産賃貸料 3,681 16,622

その他 23,679 3,722

営業外収益合計 66,872 31,924

営業外費用   

支払利息 7,149 2,612

売上割引 6,640 6,347

為替差損 － 25,063

その他 3,058 2,443

営業外費用合計 16,848 36,466

経常利益 457,697 300,041

特別利益   

固定資産売却益 331 －

特別利益合計 331 －

特別損失   

固定資産処分損 2,030 －

特別損失合計 2,030 －

税金等調整前四半期純利益 455,997 300,041

法人税、住民税及び事業税 139,154 84,365

法人税等調整額 7,741 5,774

法人税等合計 146,895 90,140

四半期純利益 309,102 209,901

非支配株主に帰属する四半期純利益 1,034 264

親会社株主に帰属する四半期純利益 308,068 209,637
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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 309,102 209,901

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △3,638 △9,693

為替換算調整勘定 14,881 △192,956

その他の包括利益合計 11,243 △202,650

四半期包括利益 320,346 7,251

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 319,311 6,987

非支配株主に係る四半期包括利益 1,034 264
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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 455,997 300,041

減価償却費 154,815 173,046

負ののれん償却額 △2,445 △2,445

受取利息及び受取配当金 △9,508 △9,133

支払利息 7,149 2,612

売上債権の増減額（△は増加） 37,682 145,133

たな卸資産の増減額（△は増加） △111,254 △58,239

仕入債務の増減額（△は減少） △81,438 △91,318

その他 △58,287 27,072

小計 392,710 486,769

利息及び配当金の受取額 9,508 9,133

利息の支払額 △7,135 △2,588

法人税等の支払額 △269,950 △31,776

営業活動によるキャッシュ・フロー 125,132 461,538

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 △5,504 △505

定期預金の払戻による収入 500 500

有形固定資産の取得による支出 △199,402 △125,881

有形固定資産の売却による収入 9,910 －

投資有価証券の取得による支出 △1,307 △1,541

その他 △218 14,786

投資活動によるキャッシュ・フロー △196,022 △112,641

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 127,000 169,000

短期借入金の返済による支出 △115,000 △174,000

長期借入金の返済による支出 △93,102 △76,454

配当金の支払額 △81,292 △83,465

その他 △16,636 △13,427

財務活動によるキャッシュ・フロー △179,031 △178,347

現金及び現金同等物に係る換算差額 3,591 △74,677

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △246,330 95,871

現金及び現金同等物の期首残高 2,822,639 2,521,907

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※１ 2,576,308 ※１ 2,617,778
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【注記事項】

（連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更）

該当事項はありません。

 

（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、この変更による損益に与える影響は軽微であります。

 

（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）

　該当事項はありません。

 

（四半期連結貸借対照表関係）

※１　資産の金額から直接控除している貸倒引当金の額

 
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）

投資その他の資産 4,376千円 4,376千円

 

（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）

荷造・運賃 58,796千円 58,737千円

広告宣伝費 43,307 29,068

役員・従業員給与手当 570,698 560,458

賞与手当 39,199 40,323

法定福利費及び福利厚生費 121,969 115,090

賞与引当金繰入額 68,025 65,135

退職給付費用 28,900 21,461

減価償却費 75,408 53,505

支払賃借料 33,809 31,726
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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

 
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）

現金及び預金勘定 2,551,194千円 2,648,503千円

有価証券勘定（マネー・マネージメント・

ファンド）
50,833 －

預入期間が３か月を超える定期預金 △25,719 △30,725

現金及び現金同等物 2,576,308 2,617,778

 

（株主資本等関係）

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．配当金支払額

（決 議） 株式の種類 配当金の総額
１株当たり
配当額

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 83,829千円 7.00円  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

末日後となるもの

（決 議） 株式の種類 配当金の総額
１株当たり
配当額

基準日 効力発生日 配当の原資

平成27年11月10日
取締役会

普通株式 71,849千円 6.00円  平成27年９月30日  平成27年12月７日 利益剰余金

 

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．配当金支払額

（決 議） 株式の種類 配当金の総額
１株当たり
配当額

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 83,824千円 7.00円  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

末日後となるもの

（決 議） 株式の種類 配当金の総額
１株当たり
配当額

基準日 効力発生日 配当の原資

平成28年11月11日
取締役会

普通株式 71,839千円 6.00円  平成28年９月30日  平成28年12月６日 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
合計

 日本 米国 オランダ 中国

売上高      

外部顧客への売上高 2,618,703 1,420,331 468,874 144,237 4,652,147

セグメント間の内部売上高又は振替高 982,208 31,322 4,193 － 1,017,724

計 3,600,912 1,451,653 473,068 144,237 5,669,871

セグメント利益 115,772 190,248 71,560 13,213 390,794

 

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：千円）

利益 金額

報告セグメント計 390,794

セグメント間取引消去 △1,859

棚卸資産の調整額 18,737

四半期連結損益計算書の営業利益 407,673
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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
合計

 日本 米国 オランダ 中国 タイ

売上高       

外部顧客への売上高 2,545,926 1,140,851 436,520 139,153 － 4,262,451

セグメント間の内部売上高又は振替高 927,955 30,084 3,889 － － 961,929

計 3,473,881 1,170,935 440,409 139,153 － 5,224,381

セグメント利益又は損失（△） 87,845 137,893 54,381 9,772 △3,095 286,796

 

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：千円）

利益 金額

報告セグメント計 286,796

セグメント間取引消去 △37,306

棚卸資産の調整額 55,093

四半期連結損益計算書の営業利益 304,584

 

３．報告セグメントの変更等に関する事項

第２四半期連結会計期間に YAMADA (THAILAND) CO.,LTD.を設立し、連結子会社としたことから、新た

な報告セグメントとして、「タイ」を追加しております。
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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）

　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　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 25円73銭 17円51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

（千円）
308,068 209,637

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（千円）
308,068 209,637

普通株式の期中平均株式数（千株） 11,975 11,973

 （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】

平成28年11月11日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。

(イ）配当金の総額………………………………………71,839千円

(ロ）１株当たりの金額…………………………………６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12月６日

（注） 平成28年９月30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11月11日

株式会社ヤマダコーポレーション

取締役会　御中

 

青南監査法人

 

 
代表社員
業務執行社員

 公認会計士 齋藤　敏雄　　印

 

 
代表社員
業務執行社員

 公認会計士 松本　次夫　　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ヤマダ

コーポレーションの平成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、株式会社ヤマダコーポレーション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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