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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
平成28年４月１日から

平成28年６月30日まで

平成29年４月１日から

平成29年６月30日まで

平成28年４月１日から

平成29年３月31日まで

売上高 （百万円） 65,903 69,041 266,121

経常利益 （百万円） 3,961 6,418 20,796

親会社株主に帰属する四半期

（当期）純利益
（百万円） 2,684 4,162 13,855

四半期包括利益又は包括利益 （百万円） △1,774 4,019 10,416

純資産額 （百万円） 170,083 183,156 180,069

総資産額 （百万円） 264,865 281,992 280,072

１株当たり四半期（当期）純利

益金額
（円） 55.89 86.64 288.44

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 （％） 59.8 60.8 60.1

 
（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）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、当四半期報告書の提出日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）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きましては、国内でのＡＴ製品の堅調な受注増加により、売上高は増加いたしま

した。利益面におきましては、売上高の増加及びコスト低減活動により、営業利益は増加いたしました。当第１四

半期連結累計期間の業績は、売上高 ６９０億円（前年同期比 ４．８％増）、営業利益 ６０億円（前年同期比 １

２．８％増）、経常利益 ６４億円（前年同期比 ６２．０％増）、親会社株主に帰属する四半期純利益 ４１億円

（前年同期比 ５５．１％増）となりました。

 

①セグメント情報

　報告セグメントの概況は下記のとおりであります。

〔ＭＴ（手動変速装置関連事業）〕

　円高影響により、売上高は １７４億円（前年同期比 ０．７％減）となりました。セグメント利益は、売上高の

減少により ２２億円（前年同期比 ２１．０％減）となりました。

 

〔ＡＴ（自動変速装置関連事業）〕

　堅調な受注増加により、売上高は ４３１億円（前年同期比 ５．０％増）となりました。セグメント利益は、売

上の増加及びコスト低減活動により ３２億円（前年同期比 ２０．６％増）となりました。

 

〔その他〕

　２輪製品の受注増加により、売上高は ８５億円（前年同期比 １６．６％増）となりました。セグメント利益

は、 ６億円（前年同期は １５百万円のセグメント損失）となりました。

 

②所在地別の情報

　所在地別の概況は下記のとおりであります。

〔日本〕

　トランスミッションメーカーからのＡＴ製品の受注増加により、売上高は ３２１億円（前年同期比 ７．８％

増）となりました。営業利益は、売上の増加及びコスト低減活動により ４２億円（前年同期比 ６８．９％増）と

なりました。

 

〔北中米〕

　自動車メーカー向けのＡＴ製品の受注減少により、売上高は １３１億円（前年同期比 ３．９％減）、営業利益

は売上減少により ２３百万円（前年同期比 ９６．４％減）となりました。

 

〔アジア・オセアニア〕

　インドネシア国内市場の回復による受注増加により、売上高は ２２１億円（前年同期比 ５．０％増）となりま

した。営業利益は、中国での鋼材市況の変動による材料費の増加により １６億円（前年同期比 ２８．０％減）と

なりました。

 

〔その他〕

　欧州での自動車メーカー向けのＡＴ製品の受注増加により、売上高は １６億円（前年同期比 ２１．１％増）、

売上高の増加により、営業利益は ９４百万円（前年同期は １億円の営業損失）となりました。
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（2）財政状態

　当第１四半期連結会計期間末の総資産は ２,８１９億円となり、前連結会計年度末に比べ １９億円増加いたし

ました。主な内容は、有形固定資産の増加 ３２億円、棚卸資産の増加 ８億円、現金及び預金の減少 ２１億円で

あります。負債は ９８８億円となり、前連結会計年度末に比べ １１億円減少いたしました。主な内容は、短期借

入金の減少 １５億円、未払法人税等の減少 ８億円、長期借入金の減少 ５億円、未払費用の増加 １８億円であり

ます。純資産は １,８３１億円となり、前連結会計年度末に比べ ３０億円増加いたしました。主な内容は、利益

剰余金の増加 ３５億円（親会社株主に帰属する四半期純利益による増加 ４１億円、剰余金の処分（配当金）によ

る減少 ２１億円、連結子会社の決算期変更に伴う増加 １５億円）、為替換算調整勘定の変動による減少 ２億

円、非支配株主持分の減少 ２億円であります。

 

（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事業上及び財務上の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１四半期連結累計期間における当社グループの研究開発活動の総額は １，４４４百万円であります。

　なお、当第１四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。

（5）資本の財源及び資金の流動性についての分析

　当社グループの運転資金及び設備投資資金は、主として自己資金により充当し、必要に応じて借入もしくは社

債の発行による資金調達を実施することを基本方針としています。

　当第１四半期連結累計期間における設備投資等の資金については、主として自己資金及び借入金により充当し

ました。

　今後の資金需要の主なものは、環境性能の高い新製品の開発投資やさらなるグローバル化に対応するための海

外投資等であります。これらの資金需要に対しては、主に自己資金で充当する予定ではありますが、資金の不足

時に備え、直接金融においては格付機関による企業格付の向上を図ること、また、間接金融では金融機関との関

係を強化することにより有利な調達条件の維持に努め、負債と資本のバランスに配慮しつつ、適切で柔軟な資金

調達体制を構築してまいります。

　従い、当社グループは、その健全な財務状態、営業活動によるキャッシュ・フローを生み出す能力、当社グ

ループの成長を維持するために将来必要な運転資金及び設備投資資金を調達することが可能と考えております。
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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 168,000,000

計 168,000,000

 

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29年６月30日）

提出日現在発行数(株)
（平成29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
48,593,736   同左

東京証券取引所

（市場第一部）
単元株式数 100株

計 48,593,736   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
（千株）

発行済株式
総数残高
（千株）

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29年４月１日～

平成29年６月30日
－ 48,593 － 8,284 － 7,540

 

（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29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29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 553,800
 

1,248 －

完全議決権株式（その他）
 

普通株式 48,016,700
 

480,167 －

単元未満株式
 

普通株式 23,236
 

－ １単元（100株）未満の株式

発行済株式総数 48,593,736 － －

総株主の議決権 － 481,415 －

（注）１．「完全議決権株式（自己株式等）」の欄には、当社所有の自己株式が 429,000株、日本マスタートラスト信

託銀行株式会社（株式付与ＥＳＯＰ信託口）が所有する当社株式 55,800株及び日本マスタートラスト信託銀

行株式会社（役員報酬ＢＩＰ信託口）が所有する当社株式 69,000株が含まれております。

２．「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が 600株、議決権の数が６個含まれ

ております。

②【自己株式等】

平成29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（数）

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（％）

株式会社エクセディ
大阪府寝屋川市木田

元宮１丁目１番１号
429,000 124,800 553,800 1.14

計 － 429,000 124,800 553,800 1.14

（注）　他人名義で所有している理由等

　株式付与ＥＳＯＰ制度及び役員報酬ＢＩＰ制度の信託財産として、日本マスタートラスト信託銀行株式会社

（東京都港区浜松町２丁目11番３号）が所有しております。

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
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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４月１日から平

成29年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成29年４月１日から平成29年６月30日まで）に係る四半期連

結財務諸表について ＰｗＣあらた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29年３月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成29年６月30日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 45,523 43,368

受取手形及び売掛金 49,195 49,692

商品及び製品 13,840 14,455

仕掛品 5,330 5,476

原材料及び貯蔵品 11,616 11,705

繰延税金資産 4,290 5,016

短期貸付金 181 32

その他 5,317 4,437

貸倒引当金 △153 △153

流動資産合計 135,142 134,030

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 39,876 40,611

機械装置及び運搬具（純額） 60,898 61,384

工具、器具及び備品（純額） 7,160 7,291

土地 11,925 11,973

建設仮勘定 13,999 15,856

有形固定資産合計 133,860 137,117

無形固定資産 3,692 3,545

投資その他の資産   

投資有価証券 3,775 3,758

長期貸付金 118 266

退職給付に係る資産 1,064 1,078

繰延税金資産 722 681

その他 1,744 1,558

貸倒引当金 △47 △43

投資その他の資産合計 7,377 7,299

固定資産合計 144,929 147,962

資産合計 280,072 281,992
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  （単位：百万円）

 
前連結会計年度

(平成29年３月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成29年６月30日)

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 19,892 20,494

短期借入金 11,609 10,044

未払費用 9,838 11,729

未払法人税等 3,506 2,671

製品保証引当金 2,880 2,825

その他 7,895 7,337

流動負債合計 55,624 55,102

固定負債   

社債 10,000 10,000

長期借入金 25,326 24,760

長期未払金 218 184

繰延税金負債 2,800 2,587

退職給付に係る負債 5,195 5,226

資産除去債務 28 29

その他 808 945

固定負債合計 44,378 43,733

負債合計 100,002 98,836

純資産の部   

株主資本   

資本金 8,284 8,284

資本剰余金 7,559 7,559

利益剰余金 150,807 154,371

自己株式 △1,400 △1,400

株主資本合計 165,250 168,815

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 1,164 1,170

為替換算調整勘定 1,736 1,518

退職給付に係る調整累計額 45 33

その他の包括利益累計額合計 2,945 2,723

非支配株主持分 11,872 11,618

純資産合計 180,069 183,156

負債純資産合計 280,072 281,992
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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
(平成28年４月１日から
　平成28年６月30日まで)

当第１四半期連結累計期間
(平成29年４月１日から
　平成29年６月30日まで)

売上高 65,903 69,041

売上原価 52,135 54,765

売上総利益 13,767 14,275

販売費及び一般管理費   

荷造運搬費 1,509 1,495

製品保証引当金繰入額 495 57

役員報酬及び給料手当 2,071 2,207

退職給付費用 47 34

研究開発費 1,373 1,444

その他 2,893 2,972

販売費及び一般管理費合計 8,391 8,212

営業利益 5,375 6,062

営業外収益   

受取利息 38 40

受取配当金 26 14

持分法による投資利益 162 22

為替差益 - 321

その他 321 395

営業外収益合計 548 795

営業外費用   

支払利息 252 229

社債利息 9 9

固定資産除売却損 29 38

為替差損 1,451 -

その他 219 161

営業外費用合計 1,963 439

経常利益 3,961 6,418

税金等調整前四半期純利益 3,961 6,418

法人税、住民税及び事業税 1,680 2,730

法人税等調整額 △774 △693

法人税等合計 905 2,036

四半期純利益 3,055 4,382

非支配株主に帰属する四半期純利益 371 219

親会社株主に帰属する四半期純利益 2,684 4,162
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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
(平成28年４月１日から
　平成28年６月30日まで)

当第１四半期連結累計期間
(平成29年４月１日から
　平成29年６月30日まで)

四半期純利益 3,055 4,382

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △204 6

為替換算調整勘定 △4,661 △343

退職給付に係る調整額 33 △11

持分法適用会社に対する持分相当額 2 △14

その他の包括利益合計 △4,830 △362

四半期包括利益 △1,774 4,019

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △1,552 3,939

非支配株主に係る四半期包括利益 △222 79

 

EDINET提出書類

株式会社エクセディ(E02203)

四半期報告書

11/18



【注記事項】

（連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更）

（連結子会社の事業年度等に関する事項の変更）

従来、連結子会社のうち決算日が12月31日であった、エクセディアメリカ他16社は同日現在の財務諸表を利用

し、連結決算日との間に生じた重要な取引について必要な調整を行っておりましたが、当第１四半期連結会計期間よ

り決算日を３月31日に変更しております。この決算期変更により、当第１四半期連結累計期間は、平成29年４月１日

から平成29年６月30日までの３か月間を連結しております。

また、従来、連結子会社のうち決算日が12月31日である、エクセディダイナックス上海他６社は同日現在の財務

諸表を利用し、連結決算日との間に生じた重要な取引について必要な調整を行っておりましたが、より適切な経営情

報の把握及び四半期連結財務諸表の開示を行うため、当第１四半期連結会計期間より連結決算日である３月31日に仮

決算を行う方法に変更しております。この変更により、当第１四半期連結累計期間は、平成29年４月１日から平成29

年６月30日までの３か月間を連結しております。

なお、当該連結子会社の平成29年１月１日から平成29年３月31日までの損益については、利益剰余金の増減とし

て調整しております。

 

（会計方針の変更）

（有形固定資産の減価償却方法の変更）

　当社及び国内連結子会社は、有形固定資産（リース資産を除く）の減価償却の方法について、従来、定率法（ただ

し、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）については、定額法）を採用しておりましたが、

当第１四半期連結会計期間より定額法に変更しております。

　この変更については、当連結会計年度における国内新工場の本格稼働及び基幹システムの国内外主要拠点への展開

によるグローバル生産管理体制の一元化に伴い、償却方法の統一及び期間損益の適正化の観点から有形固定資産の減

価償却の方法について再度検討した結果、当社及び国内連結子会社の有形固定資産は使用期間にわたり安定的に稼働

することが見込まれることから、使用期間にわたり費用を均等に負担させることが、より適切に事業の実態を反映す

る合理的な方法であると判断し、実施したものであります。

　この変更により、従来の方法によった場合に比べ、当第１四半期連結累計期間の営業利益は 317百万円増加し、　

経常利益及び税金等調整前四半期純利益はそれぞれ 318百万円増加しております。
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（追加情報）

（従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引）

　当社は、従業員への福利厚生を目的として、従業員に信託を通じて自社の株式を交付する「株式付与ＥＳＯＰ」制度

を導入しております。
 
（1）取引の概要

　当社が当社従業員のうち一定の要件を充足する者を受益者として、当社株式の取得資金を拠出することにより信託を

設定します。三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社（株式付与ＥＳＯＰ信託口）は、株式付与規程に基づき当社従業員に交付す

ると見込まれる数の当社株式を、当社からの第三者割当によって取得しております。本信託は株式付与規程に従い、

信託期間中の従業員の資格昇格や役職登用に応じた当社株式を、在職時に無償で従業員に交付します。
 

（2）「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い」（実務対応報告第30号 平成27年３

月26日）を適用しておりますが、従来採用していた方法により会計処理を行っております。
 
（3）信託が保有する自社の株式に関する事項

① 信託における帳簿価額は前連結会計年度 139百万円、当第１四半期連結会計期間 139百万円であります。

② 当該自社の株式は、株主資本において自己株式として計上しております。

③ 期末株式数は前連結会計年度 55,800株、当第１四半期連結会計期間 55,800株であり、期中平均株式数は前第１四

半期連結累計期間 63,525株、当第１四半期連結累計期間 55,800株であります。

④ ③の株式数は１株当たり情報の算出上、控除する自己株式に含めております。

 

（業績連動型株式報酬制度）

　当社は、取締役（社外取締役及び非常勤取締役を除く。）及び執行役員（海外駐在者を除く。以下「取締役等」とい

う。）を対象に、これまで以上に当社の業績向上と企業価値の増大への貢献意識を高めることを目的とし、会社業績と

の連動性が高い役員報酬制度として、業績連動型株式報酬制度（以下「本制度」という。）を導入しております。株式

報酬制度としては、役員報酬ＢＩＰ信託（以下「本信託」という。）と称される仕組みを採用しております。
 

（1）取引の概要

　本制度では、取締役等のうち一定の要件を充足する者を受益者として、当社が当社株式の取得資金を拠出することに

より信託を設定します。日本マスタートラスト信託銀行株式会社（役員報酬ＢＩＰ信託口）は、予め定める株式交付規

程に基づき当社取締役等に交付すると見込まれる数の当社株式を、当社からの第三者割当によって取得します。

　本信託は株式交付規程に従い、取締役等の退任時に、一定の受益者要件を満たす取締役等に対して、毎事業年度にお

ける業績指標等に応じて決定される株数の当社株式を交付します。

　なお、本信託の信託財産に属する当社株式に係る議決権行使については、信託期間を通じ、議決権を行使しないもの

とします。
 
（2）信託が所有する当社の株式

① 信託における帳簿価額は前連結会計年度 178百万円、当第１四半期連結会計期間 178百万円であります。

② 当該自社の株式は、株主資本において自己株式として計上しております。

③ 期末株式数は前連結会計年度 69,081株、当第１四半期連結会計期間 69,081株であり、期中平均株式数は前第１四

半期連結累計期間 38,899株、当第１四半期連結累計期間 69,081株であります。

④ ③の株式数は１株当たり情報の算出上、控除する自己株式に含めております。
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（四半期連結貸借対照表関係）

　受取手形割引高

 
前連結会計年度

（平成29年３月31日）
当第１四半期連結会計期間
（平成29年６月30日）

受取手形割引高 596百万円 864百万円

 

 

（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
（平成28年４月１日から
平成28年６月30日まで）

当第１四半期連結累計期間
（平成29年４月１日から
平成29年６月30日まで）

減価償却費 4,126百万円 4,201百万円

のれんの償却額 29 29

 

（株主資本等関係）

１．前第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）

配当金支払額

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

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28日

定時株主総会
普通株式 1,684 35.0 平成28年３月31日 平成28年６月29日 利益剰余金

（注）　平成28年６月28日定時株主総会の決議に基づく配当金の総額には、日本マスタートラスト信託銀行株式会社

（株式付与ＥＳＯＰ信託口）に対する配当２百万円及び日本マスタートラスト信託銀行株式会社（役員報酬

ＢＩＰ信託口）に対する配当金１百万円を含んでおります。

 

 

２．当第１四半期連結累計期間（平成29年４月１日から平成29年６月30日まで）

配当金支払額

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

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６月27日

定時株主総会
普通株式 2,167 45.0 平成29年３月31日 平成29年６月28日 利益剰余金

（注）　平成29年６月27日定時株主総会の決議に基づく配当金の総額には、日本マスタートラスト信託銀行株式会社

（株式付与ＥＳＯＰ信託口）に対する配当２百万円及び日本マスタートラスト信託銀行株式会社（役員報酬

ＢＩＰ信託口）に対する配当金３百万円を含んでおります。
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

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

　前第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）

    （単位：百万円）

 報告セグメント
その他

（注）
合計

 ＭＴ ＡＴ 計

売上高      

外部顧客への売上高 17,544 41,058 58,602 7,300 65,903

セグメント間の内部

売上高または振替高
30 471 502 1,544 2,046

計 17,574 41,530 59,104 8,845 67,949

セグメント利益又は

損失（△）
2,855 2,673 5,529 △15 5,514

（注）「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、産業機械用駆動伝導装置事

業、２輪用クラッチ事業、運送業等を含んでおります。

 

　当第１四半期連結累計期間（平成29年４月１日から平成29年６月30日まで）

    （単位：百万円）

 報告セグメント
その他

（注）
合計

 ＭＴ ＡＴ 計

売上高      

外部顧客への売上高 17,421 43,103 60,525 8,515 69,041

セグメント間の内部

売上高または振替高
39 474 513 1,591 2,105

計 17,461 43,577 61,039 10,107 71,146

セグメント利益 2,254 3,223 5,478 670 6,148

（注）「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、産業機械用駆動伝導装置事

業、２輪用クラッチ事業、運送業等を含んでおります。

 

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 前第１四半期連結累計期間 当第１四半期連結累計期間

報告セグメント計 5,529 5,478

「その他」の区分の利益又は損失(△) △15 670

セグメント間取引消去 262 415

のれんの償却額 △29 △29

全社費用（注） △393 △379

その他 21 △92

四半期連結損益計算書の営業利益 5,375 6,062

（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費及び新製品開発費であります。
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３．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

（固定資産に係る重要な減損損失）

各報告セグメントにおいて、該当事項はありません。

（のれんの金額の重要な変動）

各報告セグメントにおいて、該当事項はありません。

（重要な負ののれん発生益）

各報告セグメントにおいて、該当事項はありません。

４．報告セグメントの変更等に関する事項

（有形固定資産の減価償却方法の変更）

　「会計方針の変更」に記載のとおり、当社及び国内連結子会社の有形固定資産（リース資産を除く）の減価

償却の方法について、従来、定率法（ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）

については、定額法）を採用しておりましたが、当第１四半期連結会計期間より定額法に変更しております。

　この変更により、従来の方法によった場合に比べ、当第１四半期連結累計期間のセグメント利益はＭＴで75

百万円、ＡＴで193百万円、その他で48百万円それぞれ増加しております。

 

（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。

 
前第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）

当第１四半期連結累計期間
（平成29年４月１日から
平成29年６月30日まで）

１株当たり四半期純利益金額 55円89銭 86円64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）
2,684 4,162

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）
2,684 4,162

普通株式の期中平均株式数（千株） 48,026 48,039

（注）１．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．日本マスタートラスト信託銀行株式会社（株式付与ＥＳＯＰ信託口）が保有する当社株式を、「１株当

たり四半期純利益金額」の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております

（前第１四半期連結累計期間 63,525株、当第１四半期連結累計期間 55,800株）。

３．日本マスタートラスト信託銀行株式会社（役員報酬ＢＩＰ信託口）が保有する当社株式を、「１株当た

り四半期純利益金額」の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております

（前第１四半期連結累計期間 38,899株、当第１四半期連結累計期間 69,081株）。

 

（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８月10日

株式会社エクセディ

取締役会　御中

 

ＰｗＣあらた有限責任監査法人

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 友田　和彦　　印

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 山本　憲吾　　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エクセ

ディの平成29年４月１日から平成30年３月31日の連結会計年度の第１四半期連結会計期間（平成29年４月１日から平成29

年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成29年４月１日から平成29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、株式会社エクセディ及び連結子会社の平成29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。

強調事項

会計方針の変更に記載されているとおり、会社及び国内連結子会社は、有形固定資産（リース資産を除く）の減価償却

方法について、従来、定率法（ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）については定額

法）を採用していたが、当第１四半期連結会計期間より定額法に変更している。

　当該事項は、当監査法人の結論に影響を及ぼすものではない。

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おりません。
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