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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23期

第１四半期
連結累計期間

第24期
第１四半期
連結累計期間

第23期

会計期間
自 平成28年１月１日
至 平成28年３月31日

自 平成29年１月１日
至 平成29年３月31日

自 平成28年１月１日
至 平成28年12月31日

売上高 (千円) 2,762,031 2,757,541 10,494,651

経常利益 (千円) 488,705 484,412 1,583,126

親会社株主に帰属する
四半期(当期)純利益

(千円) 335,002 342,009 1,079,625

四半期包括利益又は包括利益 (千円) 289,473 302,779 1,027,758

純資産額 (千円) 6,500,972 7,149,114 7,042,796

総資産額 (千円) 14,677,725 14,633,664 14,819,896

１株当たり四半期(当期)
純利益金額

(円) 25.58 26.11 82.43

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 (％) 44.3 48.9 47.5
 

(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

 
前第１四半期連結累計期間
（自　平成28年１月１日
　至　平成28年３月31日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成29年１月１日
　至　平成29年３月31日）

増減額（増減率）

売上高（千円） 2,762,031 2,757,541 △4,489 (△0.2％)

営業利益（千円） 543,677 504,566 △39,111 (△7.2％)

経常利益（千円） 488,705 484,412 △4,293 (△0.9％)

親会社株主に帰属する
四半期純利益（千円）

335,002 342,009 7,006 (2.1％)

保有基数（３月末時点） 6,193本 6,753本 560本 (9.0％)

稼働率（３ヶ月平均） 73.1％ 72.4％ △0.7％  
 

　

当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、資源価格の上昇を受けて化学や石油・石炭製品などの採算が

改善し、製造業の生産活動は持ち直しが持続したものとなりました。また、非製造業においては人件費の増加が重

石となったものの、売り上げ増加が利益の押し上げに寄与いたしました。

一方、世界経済に目を向けますと、米国では、失業者数や就業を望む非労働力人口の割合が低下し、雇用・所得

環境の底堅さと財政政策への期待が消費の下支えとなっております。欧州では、製造業とサービス業のPMIは共に大

きく改善する一方で、実質所得は伸び悩みが継続しております。中国においては、固定資産投資と輸出が下げ止ま

り、景気減速は一服したものとなりました。

このような状況のもと、当社グループは、活発な営業活動を推進し、日本を起点とする輸出・輸入・国内輸送の

取扱い及び日本を介さない三国間輸送の取扱いのいずれにおいても、前年同期を上回る実績をあげ、当第１四半期

連結累計期間における売上高は2,757百万円となり、ほぼ予算通りとなりました。

利益面につきましては、将来を見据えた積極的な国内設備投資に伴い減価償却費が増加しているうえ、保有基数

の増大に伴いタンクコンテナの調達コストが増加したものの、営業利益は504百万円を確保しました。経常利益は、

昨年度に実施したリファイナンスにより支払利息が16百万円に減少したうえ、為替差損も8百万円に留まったことか

ら484百万円を計上し、親会社株主に帰属する四半期純利益は342百万円となり、いずれも予算を上回る実績を上げ

ております。

　

(2) 財政状態の分析

当第１四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ186百万円減少（1.3％減）し、14,633百万円

となりました。

流動資産は、前連結会計年度末に比べ89百万円減少（2.3％減）し、3,832百万円となりました。その他流動資産

が103百万円増加したものの、現金及び預金が175百万円、売掛金が17百万円減少したことが主な要因です。

固定資産は、前連結会計年度末に比べ96百万円減少（0.9％減）し、10,801百万円となりました。２月に京葉臨海

支店が完成したことに伴い、その他（純額）に含まれる建設仮勘定が210百万円減少する一方、建物及び構築物（純

額）が253百万円増加したものの、減価償却等によりタンクコンテナ（純額）が172百万円減少し、有形固定資産が

96百万円減少したことが主な要因です。

流動負債は、前連結会計年度末に比べ32百万円増加(1.1％増)し、2,917百万円となりました。買掛金が40百万

円、１年内返済予定の長期借入金が83百万円、未払法人税等が4百万円、その他流動負債が13百万円減少したもの

の、短期借入金が187百万円増加したことが主な要因です。
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固定負債は、前連結会計年度末に比べ325百万円減少(6.7％減)し、4,567百万円となりました。長期借入金が253

百万円、リース債務が67百万円減少したことが主な要因です。

純資産は、前連結会計年度末に比べ106百万円増加（1.5％増）し、7,149百万円となりました。為替換算調整勘定

が39百万円減少したものの、利益剰余金が145百万円増加したことが主な要因です。

 

(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。

 

(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 46,992,000

計 46,992,000
 

 

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29年３月31日)

提出日現在発行数(株)
(平成29年５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 13,098,000 13,098,000
東京証券取引所
(市場第二部)

完全議決権株式であり、
株主としての権利内容に
何ら限定のない当社にお
ける標準となる株式であ
ります。
また、１単元の株式数は
100株となっておりま
す。

計 13,098,000 13,098,000 ― ―
 

 

(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29年３月31日 ― 13,098,000 ― 600,440 ― 503,440
 

 

(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12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29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)
普通株式

500
― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式

13,095,800
130,958

完全議決権株式であり、株主として
の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ます。
また、１単元の株式数は100株と
なっております。

単元未満株式
普通株式

1,700
― １単元（100株）に満たない株式

発行済株式総数 13,098,000 ― ―

総株主の議決権 ― 130,958 ―
 

（注）「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式 37株が含まれております。

 

② 【自己株式等】

    平成29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)
日本コンセプト株式会社

東京都千代田区内幸町
二丁目２番２号

500 ― 500 0.00

計 ― 500 ― 500 0.00
 

 

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29年１月１日から平成

29年３月31日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成29年１月１日から平成29年３月31日まで)に係る四半期連結財務

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。
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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12月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成29年３月31日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 2,569,728 2,394,550

  売掛金 1,177,271 1,159,396

  その他 176,206 279,413

  貸倒引当金 △742 △824

  流動資産合計 3,922,464 3,832,535

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物及び構築物（純額） 883,663 1,136,725

   タンクコンテナ（純額） 7,098,977 6,926,164

   土地 2,195,963 2,195,963

   その他（純額） 458,783 282,255

   有形固定資産合計 10,637,388 10,541,109

  無形固定資産 138,088 137,772

  投資その他の資産 121,878 122,247

  固定資産合計 10,897,355 10,801,129

 繰延資産 76 －

 資産合計 14,819,896 14,633,664

負債の部   

 流動負債   

  買掛金 772,906 732,186

  短期借入金 120,000 307,000

  1年内返済予定の長期借入金 1,191,660 1,107,870

  1年内償還予定の社債 30,000 －

  リース債務 267,913 268,482

  未払法人税等 167,785 162,999

  賞与引当金 24,834 42,548

  その他 309,575 296,400

  流動負債合計 2,884,675 2,917,487

 固定負債   

  長期借入金 3,258,560 3,004,905

  リース債務 1,473,819 1,406,716

  退職給付に係る負債 92,752 94,485

  その他 67,293 60,955

  固定負債合計 4,892,424 4,567,062

 負債合計 7,777,099 7,484,550
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           (単位：千円)

          
前連結会計年度

(平成28年12月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成29年３月31日)

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 600,440 600,440

  資本剰余金 526,599 526,599

  利益剰余金 5,896,007 6,041,554

  自己株式 △384 △384

  株主資本合計 7,022,662 7,168,210

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 △980 △875

  為替換算調整勘定 21,113 △18,220

  その他の包括利益累計額合計 20,133 △19,096

 純資産合計 7,042,796 7,149,114

負債純資産合計 14,819,896 14,633,664
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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28年１月１日
　至 平成28年３月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成29年１月１日
　至 平成29年３月31日)

売上高 2,762,031 2,757,541

売上原価 1,910,458 1,927,206

売上総利益 851,572 830,335

販売費及び一般管理費 307,895 325,769

営業利益 543,677 504,566

営業外収益   

 受取利息 131 1,200

 受取家賃 1,457 1,829

 受取保険金 1,118 1,044

 受取補償金 249 －

 補助金収入 3,012 949

 その他 839 105

 営業外収益合計 6,809 5,129

営業外費用   

 支払利息 30,970 16,561

 為替差損 29,882 8,535

 その他 929 186

 営業外費用合計 61,782 25,283

経常利益 488,705 484,412

特別損失   

 固定資産除却損 1,776 2,911

 特別損失合計 1,776 2,911

税金等調整前四半期純利益 486,928 481,500

法人税等 151,925 139,491

四半期純利益 335,002 342,009

親会社株主に帰属する四半期純利益 335,002 342,009
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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28年１月１日
　至 平成28年３月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成29年１月１日
　至 平成29年３月31日)

四半期純利益 335,002 342,009

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 △161 104

 為替換算調整勘定 △45,367 △39,334

 その他の包括利益合計 △45,529 △39,229

四半期包括利益 289,473 302,779

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 289,473 302,779

 非支配株主に係る四半期包括利益 － －
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【注記事項】

(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29年１月１日 至 平成29年３月31日)

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)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成29年１月１日 至 平成29年３月31日)

「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（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１四半期連結累計期間
(自 平成28年１月１日
至 平成28年３月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成29年１月１日
至 平成29年３月31日)

減価償却費 212,188千円 217,442千円
 

　

 

(株主資本等関係)

前第１四半期連結累計期間(自 平成28年１月１日 至 平成28年３月31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３月30日
定時株主総会

普通株式 144,072 11.00 平成27年12月31日 平成28年３月31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。

　
　

当第１四半期連結累計期間(自 平成29年１月１日 至 平成29年３月31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29年３月30日
定時株主総会

普通株式 196,461 15.00 平成28年12月31日 平成29年３月31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。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

当社グループの事業は、タンクコンテナを使用した国際複合一貫輸送及び附帯業務の単一事業であるため、記載を

省略しております。

 

(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１四半期連結累計期間
(自 平成28年１月１日
至 平成28年３月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成29年１月１日
至 平成29年３月31日)

１株当たり四半期純利益金額 25円58銭 26円11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) 335,002 342,009

 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)

335,002 342,009

 普通株式の期中平均株式数(株) 13,097,463 13,097,463
 

(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29年５月９日
 

日 本 コ ン セ プ ト 株 式 会 社

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   向　　　　　眞　　生   印

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士   鎌   田   竜   彦   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」に掲げられている日本コンセプト

株式会社の平成29年１月１日から平成29年12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29年１月１日か

ら平成29年３月31日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成29年１月１日から平成29年３月31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、日本コンセプト株式会社及び連結子会社の平成29年３月31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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