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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179期

第２四半期連結
累計期間

第180期
第２四半期連結

累計期間
第179期

会計期間
自平成28年４月１日
至平成28年９月30日

自平成29年４月１日
至平成29年９月30日

自平成28年４月１日
至平成29年３月31日

売上高 （百万円） 8,959 9,199 18,500

経常損失（△） （百万円） △232 △101 △388

親会社株主に帰属する四半期

（当期）純損失（△）
（百万円） △313 △201 △624

四半期包括利益又は包括利益 （百万円） △373 △19 △106

純資産額 （百万円） 14,953 14,950 15,220

総資産額 （百万円） 23,408 23,458 24,078

１株当たり四半期（当期）純損

失金額（△）
（円） △25.08 △16.13 △49.90

自己資本比率 （％） 63.8 63.7 63.2

営業活動によるキャッシュ・フ

ロー
（百万円） 14 △689 1,695

投資活動によるキャッシュ・フ

ロー
（百万円） △237 △140 △474

財務活動によるキャッシュ・フ

ロー
（百万円） △281 △456 △491

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高
（百万円） 2,545 2,497 3,784

 

回次
第179期

第２四半期連結
会計期間

第180期
第２四半期連結

会計期間

会計期間
自平成28年７月１日
至平成28年９月30日

自平成29年７月１日
至平成29年９月30日

１株当たり四半期純損失金額

（△）
（円） △11.60 △10.74

 （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、消費税等は含んでおりません。

　     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、１株当たり四半期（当期）純損失金額で

あり、また、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）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（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２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府の経済対策や日銀の金融政策などの効果により、緩や

かな回復基調で推移いたしましたが、海外経済の不確実性の高まりや金融資本市場の変動への懸念などから、先

行き不透明な状況で推移いたしました。

　このような状況の下で、当社グループは、積極的な受注活動の展開、収益性の向上を目指した改善活動、効率

的な生産体制の構築を進めてまいりました結果、当第２四半期の連結売上高は、火器、特装車両は減少したもの

の、建材、工作機械が増加したことにより、前年同四半期に比べ2.7％増の9,199百万円となりました。

　利益については、工作機械関連は赤字が拡大し、特装車両は減収などにより減益となりましたが、建材は増収

により赤字が減少したため、140百万円の営業損失（前年同四半期は162百万円の営業損失）となりました。営業

外収益に受取配当金などを計上した結果、101百万円の経常損失（前年同四半期は232百万円の経常損失）とな

り、また、稲沢貸与地の商業施設再開発工事に伴い、掘削物処理費用61百万円を環境対策費として特別損失に計

上したことなどにより、201百万円の親会社株主に帰属する四半期純損失（前年同四半期は313百万円の親会社株

主に帰属する四半期純損失）となりました。

　セグメント別の業績は次のとおりであります。

 

①工作機械関連

　売上高は、電子機械は減少したものの、工作機械、空油圧機器が共に増加したため、工作機械関連全体では、

4,116百万円（前年同四半期比3.0％増）となりました。営業損益については、工作機械の採算の悪化により赤字

が拡大し、297百万円の営業損失（前年同四半期は200百万円の営業損失）となりました。

②火器

　売上高は、国内向けが減少したため、火器全体では、1,365百万円（前年同四半期比11.3％減）となりました。

営業損益については、為替が円安に推移したことなどにより赤字が減少し、110百万円の営業損失（前年同四半期

は166百万円の営業損失）となりました。

③特装車両

　売上高は、清掃車両が減少したため、887百万円（前年同四半期比5.6％減）となりました。営業損益について

は、減収などにより、21百万円の営業利益（前年同四半期比77.3％減）となりました。

④建材

　売上高は、一般サッシは減少したものの、防音サッシが増加したため、1,134百万円（前年同四半期比41.3％増

）となりました。営業損益については、増収により赤字が減少し、14百万円の営業損失（前年同四半期は149百万

円の営業損失）となりました。

⑤不動産賃貸

　売上高は、前年同四半期とほぼ横這いの222百万円となりました。営業損益も、前年同四半期とほぼ横這いの

188百万円の営業利益となりました。

⑥国内販売子会社

　売上高は、991百万円（前年同四半期比1.6％増）となりました。営業損益は、23百万円の営業利益（前年同四

半期比5.1％減）となりました。

⑦その他

　売上高は、前年同四半期とほぼ横這いの481百万円となりました。営業損益については、46百万円の営業利益

（前年同四半期比20.6％増）となりました。
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　（2）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」という。）の期末残高は、2,497百万円

（前年同四半期比1.9％減）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の営業活動による資金の減少は、689百万円（前年同四半期は14百万円の増加）とな

りました。これは、主として減価償却費317百万円による資金の増加要因と、税金等調整前四半期純損失177百万

円、売上債権の増加額598百万円、未払消費税等の減少額235百万円による資金の減少要因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の投資活動による資金の減少は、140百万円（前年同四半期比41.0％減）となりまし

た。これは、主として有形固定資産の取得による支出98百万円、定期預金の預入による支出52百万円によるもの

であります。

　（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　当第２四半期連結累計期間の財務活動による資金の減少は、456百万円（前年同四半期比62.0％増）となりまし

た。これは、主として配当金の支払いによる支出249百万円、長期借入金の返済による支出156百万円によるもの

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新たに発生した事業上及び財務上の対処すべき課題はありません。

　（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、103百万円であります。

　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。
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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 40,000,000

計 40,000,000

 

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29年９月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成29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 12,548,134 12,548,134
東京・名古屋各証券取引

所市場第一部

単元株式数

100株

計 12,548,134 12,548,134 － －

 

（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
（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７月１日～
平成29年９月30日

－ 12,548,134 － 9,019 － －
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（６）【大株主の状況】

  平成29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（％）

日本トラスティ・サービス信託銀

行株式会社
東京都中央区晴海一丁目８の１１ 1,460 11.63

日本生命保険相互会社 大阪府大阪市中央区今橋三丁目５の１２ 524 4.18

BNY FOR GCM CLIENT ACCOUNTS 

(E) BD

（常任代理人　株式会社三菱東京

ＵＦＪ銀行）

TAUNUSANLAGE 12, 60262 FRANKFURT,

GERMANY

（東京都千代田区丸の内二丁目７の１）

381 3.03

株式会社みずほ銀行 東京都千代田区大手町一丁目５の５ 376 2.99

豊和工業協力グループ持株会 愛知県清須市須ケ口１９００の１ 340 2.71

豊和工業従業員持株会 愛知県清須市須ケ口１９００の１ 308 2.45

損害保険ジャパン日本興亜株式会

社
東京都新宿区西新宿一丁目２６の１ 256 2.04

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内二丁目７の１ 243 1.94

日本マスタートラスト信託銀行株

式会社
東京都港区浜松町二丁目１１の３ 233 1.86

三井住友信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目４の１ 217 1.73

計 － 4,341 34.59

（注）１．所有株式数は千株未満を切り捨てて表示しております。

　　　２．上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は次のとおりであります。

　　　　　　日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社　　1,460千株

　　　　　　日本マスタートラスト信託銀行株式会社　　　　　233千株

　　　３．平成29年10月５日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、ブラックロック・ジャパン株式会

社が平成29年９月29日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として当第２四半期

会計期間末現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。

なお、その大量保有報告書の内容は次のとおりであります。

大量保有者           ブラックロック・ジャパン株式会社

住所               東京都千代田区丸の内一丁目８番３号

保有株券等の数                          株式 829千株

株券等保有割合                                 6.61％
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（７）【議決権の状況】

①【発行済株式】

平成29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      31,600
－ 単元株式数 100株

完全議決権株式（その他）
普通株式  12,470,500

 
124,705 同上

単元未満株式
普通株式      46,034

 
－ －

発行済株式総数 12,548,134 － －

総株主の議決権 － 124,705 －

　（注）1.「単元未満株式」欄の普通株式には、㈱永井鉄工所所有の相互保有株式50株、当社所有の自己株式56株が含ま

れております。

　　　　2.「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が200株（議決権２個）含ま

れております。

 

②【自己株式等】

平成29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）

豊和工業株式会社

愛知県清須市須ケ口

1900番地１
31,600 － 31,600 0.25

計 － 31,600 － 31,600 0.25

 

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は次のとおりであります。

役職の異動

新役名 新職名 旧役名 旧職名 氏名 異動年月日

常務取締役
総務部門長兼総務部長兼

法務室長
常務取締役 総務部門長兼総務部長 石原啓充 平成29年７月１日

取締役
建材事業部長兼事業部門

技術開発統轄
取締役

事業部門設計統轄兼技術

部管掌
吉田匡宏 平成29年７月１日

 

EDINET提出書類

豊和工業株式会社(E01515)

四半期報告書

 7/19



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29年７月１日から平

成29年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成29年４月１日から平成29年９月30日まで）に係る四半期連

結財務諸表について、栄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２四半期連結会計期間

(平成29年９月30日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,867 2,584

受取手形及び売掛金 4,648 ※３ 5,318

電子記録債権 1,477 1,405

有価証券 20 40

商品及び製品 369 250

仕掛品 3,452 3,588

原材料及び貯蔵品 275 284

繰延税金資産 22 22

その他 293 281

貸倒引当金 △5 △14

流動資産合計 14,421 13,761

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,468 2,404

その他（純額） 1,875 1,735

有形固定資産合計 4,343 4,140

無形固定資産 97 82

投資その他の資産   

投資有価証券 4,654 4,921

その他 625 617

貸倒引当金 △65 △65

投資その他の資産合計 5,215 5,473

固定資産合計 9,656 9,696

資産合計 24,078 23,458

負債の部   

流動負債   

買掛金 2,527 2,569

短期借入金 443 443

1年内償還予定の社債 60 30

未払金 119 121

未払費用 785 796

未払法人税等 63 59

未払消費税等 254 19

繰延税金負債 1 －

賞与引当金 291 290

工事損失引当金 50 82

その他 216 185

流動負債合計 4,814 4,598
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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２四半期連結会計期間

(平成29年９月30日)

固定負債   

長期借入金 837 680

繰延税金負債 679 760

環境安全対策引当金 43 43

退職給付に係る負債 1,953 1,935

資産除去債務 85 85

その他 444 403

固定負債合計 4,042 3,908

負債合計 8,857 8,507

純資産の部   

株主資本   

資本金 9,019 9,019

利益剰余金 4,407 3,954

自己株式 △27 △28

株主資本合計 13,398 12,946

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 1,570 1,757

繰延ヘッジ損益 2 △1

為替換算調整勘定 106 104

退職給付に係る調整累計額 131 132

その他の包括利益累計額合計 1,810 1,992

非支配株主持分 10 12

純資産合計 15,220 14,950

負債純資産合計 24,078 23,458
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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：百万円）

 
前第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)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成29年４月１日
　至　平成29年９月30日)

売上高 8,959 9,199

売上原価 7,605 7,796

売上総利益 1,353 1,402

販売費及び一般管理費 ※ 1,516 ※ 1,543

営業損失（△） △162 △140

営業外収益   

受取利息 1 1

受取配当金 58 59

雑収入 26 31

営業外収益合計 87 92

営業外費用   

支払利息 2 2

保険料 12 12

遊休資産維持管理費用 10 11

為替差損 108 6

雑損失 23 21

営業外費用合計 157 53

経常損失（△） △232 △101

特別利益   

固定資産売却益 1 1

その他 0 0

特別利益合計 1 1

特別損失   

減損損失 68 －

製品安全対策費用 － 15

環境対策費 － 61

その他 0 0

特別損失合計 69 77

税金等調整前四半期純損失（△） △299 △177

法人税等 15 22

四半期純損失（△） △315 △200

非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主

に帰属する四半期純損失（△）
△1 1

親会社株主に帰属する四半期純損失（△） △313 △201
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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：百万円）

 
前第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)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成29年４月１日
　至　平成29年９月30日)

四半期純損失（△） △315 △200

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △47 187

繰延ヘッジ損益 0 △4

為替換算調整勘定 △10 △2

退職給付に係る調整額 △0 0

その他の包括利益合計 △58 181

四半期包括利益 △373 △19

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △372 △20

非支配株主に係る四半期包括利益 △1 1
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

  （単位：百万円）

 
前第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)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成29年４月１日
　至　平成29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損失（△） △299 △177

減価償却費 390 317

減損損失 68 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △0 8

賞与引当金の増減額（△は減少） △9 △1

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △23 △17

工事損失引当金の増減額（△は減少） 20 31

受取利息及び受取配当金 △60 △60

支払利息 2 2

為替差損益（△は益） 69 0

有形固定資産売却損益（△は益） △1 △1

有形固定資産処分損益（△は益） △0 0

売上債権の増減額（△は増加） 1,449 △598

たな卸資産の増減額（△は増加） △536 △27

仕入債務の増減額（△は減少） △962 43

未払消費税等の増減額（△は減少） 159 △235

その他の流動資産の増減額（△は増加） 2 38

その他の流動負債の増減額（△は減少） △299 △19

その他 12 △23

小計 △17 △722

利息及び配当金の受取額 61 59

利息の支払額 △2 △2

法人税等の支払額 △25 △25

営業活動によるキャッシュ・フロー 14 △689

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 △51 △52

定期預金の払戻による収入 46 48

有価証券の取得による支出 － △20

有形固定資産の取得による支出 △200 △98

有形固定資産の売却による収入 3 3

無形固定資産の取得による支出 △0 △1

投資有価証券の取得による支出 △303 △3

投資有価証券の売却及び償還による収入 259 4

貸付けによる支出 △6 △29

貸付金の回収による収入 10 －

その他 5 8

投資活動によるキャッシュ・フロー △237 △140

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） △300 －

長期借入れによる収入 500 －

長期借入金の返済による支出 △137 △156

社債の償還による支出 △70 △30

配当金の支払額 △250 △249

リース債務の返済による支出 △23 △20

その他 △0 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △281 △456

現金及び現金同等物に係る換算差額 △55 0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △560 △1,286

現金及び現金同等物の期首残高 2,963 3,784

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 142 －

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※ 2,545 ※ 2,497
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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。

 

（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）

（税金費用の計算）

　税金費用については、当第２四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。

　ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効税

率を使用する方法によっております。

 

（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29年３月31日）
当第２四半期連結会計期間
（平成29年９月30日）

受取手形裏書譲渡高 424百万円 425百万円

 

　２.　電子記録債権譲渡高

 
前連結会計年度

（平成29年３月31日）
当第２四半期連結会計期間
（平成29年９月30日）

電子記録債権譲渡高 109百万円 76百万円

 

※３.四半期連結会計期間末日満期手形

　四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。な

お、当四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末日満期手形が四半

期連結会計期間末日残高に含まれております。

 
前連結会計年度

（平成29年３月31日）
当第２四半期連結会計期間
（平成29年９月30日）

受取手形 －百万円 39百万円

受取手形裏書譲渡高 － 79

計 － 118

 

　４.偶発債務

　稲沢貸与地の商業施設再開発工事において発生した掘削物処理費用の第１期工事分61百万円を当第２四半期

連結会計期間において環境対策費として特別損失に費用計上しておりますが、第２期工事分については現在調

査中であり、現時点では合理的に見積もることが困難なため、当第２四半期連結会計期間において費用計上は

しておりません。

 

（四半期連結損益計算書関係）

※　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28年４月１日

　　至 平成28年９月30日）

　当第２四半期連結累計期間
（自 平成29年４月１日

　　至 平成29年９月30日）

賃金給料 462百万円 454百万円

賞与引当金繰入額 96 86

退職給付費用 28 34
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（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※ 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下記のと

おりであります。

 
前第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）

当第２四半期連結累計期間
（自 平成29年４月１日
至 平成29年９月30日）

現金及び預金勘定 2,639百万円 2,584百万円

預入期間が３か月を超える定期預金 △94 △86

現金及び現金同等物 2,545 2,497

 

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第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）

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 250 20  平成28年３月31日  平成28年６月29日 利益剰余金

 

Ⅱ　当第２四半期連結累計期間（自　平成29年４月１日　至　平成29年９月30日）

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28日

定時株主総会
普通株式 250 20  平成29年３月31日  平成29年６月29日 利益剰余金

 

EDINET提出書類

豊和工業株式会社(E01515)

四半期報告書

15/19



（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：百万円）

 報告セグメント
その他
（注）１

合計
調整額
（注）２

四半期連
結損益計
算書
計上額
（注）３

 
工作機械
関連

火器 特装車両 建材
不動産
賃貸

国内販売
子会社

計

売上高            

外部顧客への

売上高
3,994 1,540 939 802 223 975 8,475 483 8,959 － 8,959

セグメント間
の内部売上高
又は振替高

175 1 6 － 4 107 296 272 568 △568 －

計 4,170 1,541 946 802 227 1,082 8,772 756 9,528 △568 8,959

セグメント利益

又は損失（△）
△200 △166 96 △149 188 24 △206 38 △168 5 △162

（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、連結子会社中日運送㈱等を含

んでおります。

２．セグメント利益又は損失（△）の調整額は、セグメント間取引消去等５百万円であります。

３．セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。
 

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

　（固定資産に係る重要な減損損失）

　「工作機械関連」セグメントにおいて、収益性が低下し投資額の回収が見込めなくなった連結子会社の事業用資

産の帳簿価額を減額し、当該減少額を減損損失として計上しております。なお、減損損失の計上額は、当第２四半

期連結累計期間においては68百万円であります。

 

Ⅱ　当第２四半期連結累計期間（自平成29年４月１日 至平成29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：百万円）

 報告セグメント
その他
（注）１

合計
調整額
（注）２

四半期連
結損益計
算書
計上額
（注）３

 
工作機械
関連

火器 特装車両 建材
不動産
賃貸

国内販売
子会社

計

売上高            

外部顧客への

売上高
4,116 1,365 887 1,134 222 991 8,717 481 9,199 － 9,199

セグメント間
の内部売上高
又は振替高

195 1 5 － 4 107 315 265 581 △581 －

計 4,312 1,366 892 1,134 227 1,099 9,033 747 9,781 △581 9,199

セグメント利益

又は損失（△）
△297 △110 21 △14 188 23 △187 46 △141 1 △140

（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、連結子会社中日運送㈱等を含

んでおります。

２．セグメント利益又は損失（△）の調整額は、セグメント間取引消去等１百万円であります。

３．セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。
 

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。
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（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純損失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28年４月１日
至　平成28年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成29年４月１日
至　平成29年９月30日）

１株当たり四半期純損失金額（△） △25円8銭 △16円13銭

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する四半期純損失金額（△）

（百万円）
△313 △201

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

損失金額（△）（百万円）
△313 △201

普通株式の期中平均株式数（千株） 12,517 12,516

（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、１株当たり四半期純損失金額であり、また、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11月13日

豊和工業株式会社

取締役会　御中

 

栄監査法人

 

 
代表社員
業務執行社員

 公認会計士 玉置 浩一　　印

 

 
代表社員
業務執行社員

 公認会計士 横井 陽子　　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」に掲げられている豊和工業株式会

社の平成29年４月１日から平成30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29年７月１日から平成

29年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成29年４月１日から平成29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、豊和工業株式会社及び連結子会社の平成29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

 

※　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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