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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64期

第３四半期
累計期間

第65期
第３四半期
累計期間

第64期

会計期間

自平成27年
　６月１日
至平成28年
　２月29日

自平成28年
　６月１日
至平成29年
　２月28日

自平成27年
　６月１日
至平成28年
　５月31日

売上高 （千円） 18,769,154 17,926,919 24,903,123

経常利益 （千円） 482,133 387,564 590,976

四半期（当期）純利益 （千円） 314,155 259,076 374,357

持分法を適用した場合の投資利益 （千円） － － －

資本金 （千円） 1,312,207 1,312,207 1,312,207

発行済株式総数 （株） 4,284,500 4,284,500 4,284,500

純資産額 （千円） 10,444,893 11,012,495 10,555,926

総資産額 （千円） 16,609,170 16,818,029 16,379,016

１株当たり四半期（当期）純利益

金額
（円） 77.99 64.32 92.94

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額
（円） － － －

１株当たり配当額 （円） － － 23.00

自己資本比率 （％） 62.9 65.5 64.4

 

回次
第64期

第３四半期
会計期間

第65期
第３四半期
会計期間

会計期間

自平成27年
　12月１日
至平成28年
　２月29日

自平成28年
　12月１日
至平成29年
　２月28日

１株当たり四半期純利益金額 （円） 25.62 12.12

　（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、消費税等は含んでおりません。

３．持分法を適用した場合の投資利益については、当社は関連会社がありませんので記載しておりません。

４．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３四半期累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）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３四半期累計期間において、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。

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、当四半期会計期間の末日現在において当社が判断したものであります。

(1) 業績の状況

　当第３四半期累計期間におけるわが国経済は、個人消費の伸び悩みがみられるものの為替の円安、株高等、比較

的堅調に推移しました。しかしながら米国における新政権の政策運営やユーロ圏での不安定要素等、先行きは不透

明要因があります。

　当管材業界におきましては、製造業による国内設備投資は依然として盛り上がりを欠くものの建築設備部門につ

いては回復傾向が見られました。

　このような状況のもとで、当社は新規取引先の開拓や既存取引先でのシェアアップ、新規商品の販売促進等、営

業基盤の拡充に努めてまいりましたが、当中部地区においては大規模な設備投資案件や地域再開発案件が無く、受

注状況は低調に推移しました。

　この結果、当第３四半期累計期間における売上高は179億26百万円（前年同期比4.5％減）となりました。利益に

つきましては、売上高の減少による売上総利益額の減少により営業利益が３億９百万円（前年同期比23.5％減）、

経常利益は３億87百万円（前年同期比19.6％減）となり、四半期純利益につきましては２億59百万円（前年同期比

17.5％減）となりました。

 

(2)財政状態の分析

　当第３四半期会計期間末の総資産は168億18百万円となり、前事業年度末と比べ４億39百万円増加しました。こ

の主な要因は、受取手形及び売掛金が５億75百万円、繰延税金資産（流動資産）が31百万円、繰延税金資産（固定

資産）が45百万円減少しましたが、現金及び預金が４億26百万円、電子記録債権が１億98百万円、無形固定資産が

55百万円、投資有価証券が４億18百万円増加したこと等によります。

　負債合計は58億５百万円となり、前事業年度末と比べ17百万円減少しました。この主な要因は、支払手形及び買

掛金が69百万円、繰延税金負債が65百万円、退職給付引当金が14百万円増加しましたが、未払消費税等が32百万

円、未払法人税等が68百万円、賞与引当金が66百万円減少したこと等によります。

　純資産額は110億12百万円となり、前事業年度末と比べ４億56百万円増加しました。この主な要因は、利益剰余

金が１億70百万円、その他有価証券評価差額金が２億86百万円増加したこと等によります。以上により、自己資本

比率は65.5％となりました。

 

(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。

(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 13,000,000

計 13,000,000

 

②【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間末
現在発行数(株)
（平成29年２月28日）

提出日現在
発行数(株)

（平成29年４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 4,284,500 4,284,500

東京証券取引所

ＪＡＳＤＡＱ

（スタンダード）

単元株式数

100株

計 4,284,500 4,284,500 ― ―

 

（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12月１日～

平成29年２月28日
― 4,284,500 ― 1,312,207 ― 1,315,697

 

（６）【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。
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（７）【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、直前の基準日（平成28年11月30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29年２月28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   256,500 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 4,027,500 40,275 －

単元未満株式 普通株式       500 － －

発行済株式総数 4,284,500 － －

総株主の議決権 － 40,275 －

 

②【自己株式等】

平成29年２月28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(%)

株式会社オータケ  名古屋市中村区名駅3-9-11 256,500 ― 256,500 5.99

計 － 256,500 ― 256,500 5.99

（注）当第３四半期会計期間末における所有自己株式数は256,500株です。

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（平成28年12月１日から平成29

年２月28日まで）及び第３四半期累計期間（平成28年６月１日から平成29年２月28日まで）に係る四半期財務諸表に

ついて、有限責任監査法人トーマツ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

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）第５条第２項により、当

社では、子会社の資産、売上高、損益、利益剰余金及びキャッシュ・フローその他の項目から見て、当企業集団の財

政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいものとし

て、四半期連結財務諸表は作成しておりません。

なお、資産基準、売上高基準、利益基準及び利益剰余金基準による割合は次のとおりであります。

資産基準　　　　 　0.93％

売上高基準　　　 　0.64％

利益基準　　　 　　0.53％

利益剰余金基準　 　1.02％
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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

(平成28年５月31日)
当第３四半期会計期間
(平成29年２月28日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,285,806 1,712,568

受取手形及び売掛金 7,629,986 7,054,380

電子記録債権 1,122,469 1,321,144

商品 1,494,534 1,523,588

繰延税金資産 61,129 29,659

その他 28,509 18,870

貸倒引当金 △17,577 △13,851

流動資産合計 11,604,858 11,646,360

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 620,061 592,992

土地 2,504,226 2,504,226

その他（純額） 66,665 65,240

有形固定資産合計 3,190,953 3,162,459

無形固定資産 94,893 150,814

投資その他の資産   

投資有価証券 1,317,369 1,735,468

関係会社株式 23,000 23,000

繰延税金資産 45,873 -

その他 148,410 146,184

貸倒引当金 △46,343 △46,257

投資その他の資産合計 1,488,310 1,858,395

固定資産合計 4,774,158 5,171,669

資産合計 16,379,016 16,818,029

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,659,931 4,729,155

未払法人税等 84,374 15,964

賞与引当金 130,755 64,500

その他 169,669 135,961

流動負債合計 5,044,730 4,945,582

固定負債   

繰延税金負債 - 65,477

再評価に係る繰延税金負債 134,380 134,380

退職給付引当金 592,184 606,452

資産除去債務 12,017 12,164

その他 39,778 41,478

固定負債合計 778,359 859,951

負債合計 5,823,089 5,805,534
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  （単位：千円）

 
前事業年度

(平成28年５月31日)
当第３四半期会計期間
(平成29年２月28日)

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,312,207 1,312,207

資本剰余金 1,315,697 1,315,697

利益剰余金 8,353,016 8,523,334

自己株式 △449,404 △449,404

株主資本合計 10,531,516 10,701,834

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 367,364 653,614

土地再評価差額金 △342,954 △342,954

評価・換算差額等合計 24,410 310,660

純資産合計 10,555,926 11,012,495

負債純資産合計 16,379,016 16,818,029
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（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　平成27年６月１日
　至　平成28年２月29日)

当第３四半期累計期間
(自　平成28年６月１日
　至　平成29年２月28日)

売上高 18,769,154 17,926,919

売上原価 16,512,525 15,738,541

売上総利益 2,256,628 2,188,378

販売費及び一般管理費 1,851,896 1,878,822

営業利益 404,732 309,556

営業外収益   

受取利息 152 76

受取配当金 30,553 31,371

仕入割引 73,740 71,472

その他 11,276 13,374

営業外収益合計 115,722 116,294

営業外費用   

支払利息 3,578 2,881

売上割引 33,850 34,457

その他 891 946

営業外費用合計 38,320 38,285

経常利益 482,133 387,564

税引前四半期純利益 482,133 387,564

法人税、住民税及び事業税 127,000 99,750

法人税等調整額 40,978 28,738

法人税等合計 167,978 128,488

四半期純利益 314,155 259,076
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【注記事項】

（会計方針の変更）

１．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１四半期会計期間に適用し、平成28年４月１日以降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、この変更による四半期財務諸表に与える影響は軽微であります。

 

２．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）を第１四半期

会計期間から適用し、繰延税金資産の回収可能性に関する会計処理の一部を見直しております。

　なお、この変更による四半期財務諸表に与える影響は軽微であります。

 

（四半期貸借対照表関係）

　１．受取手形裏書譲渡高

 
前事業年度

（平成28年５月31日）
当第３四半期会計期間
（平成29年２月28日）

受取手形裏書譲渡高 1,432,448千円 1,436,884千円

 

（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　平成27年６月１日

　　至　平成28年２月29日）

当第３四半期累計期間

（自　平成28年６月１日

　　至　平成29年２月28日）

減価償却費 49,780千円 56,458千円

 

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第３四半期累計期間（自平成27年６月１日　至平成28年２月29日）

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８月27日

定時株主総会
普通株式 100,698千円 25円 平成27年５月31日 平成27年８月28日 利益剰余金

 

Ⅱ　当第３四半期累計期間（自平成28年６月１日　至平成29年２月28日）

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８月26日

定時株主総会
普通株式 92,642千円 23円 平成28年５月31日 平成28年８月29日 利益剰余金

 

 

（セグメント情報等）

前第３四半期累計期間（自平成27年６月１日　至平成28年２月29日）及び当第３四半期累計期間（自平成28年６

月１日　至平成29年２月28日）

【セグメント情報】

当社は、管工機材の卸業者として、バルブ、継手、冷暖房機器、衛生・給排水機器及びパイプ類等の仕入・

販売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金額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　平成27年６月１日
至　平成28年２月29日）

当第３四半期累計期間
（自　平成28年６月１日
至　平成29年２月28日）

１株当たり四半期純利益金額 77円99銭 64円32銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益金額（千円） 314,155 259,076

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金額（千円） 314,155 259,076

普通株式の期中平均株式数（千株） 4,027 4,027

 　(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29年４月14日

株 式 会 社 オ ー タ ケ   

取 締　役 会　御　中   

 

 有限責任監査法人トーマツ  

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 　大　中　康　宏　　印

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 　伊　藤　達　治　　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オータ

ケの平成28年６月１日から平成29年５月31日までの第65期事業年度の第３四半期会計期間（平成28年12月１日から平成29

年２月28日まで）及び第３四半期累計期間（平成28年６月１日から平成29年２月28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、株式会社オータケの平成29年２月28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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