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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35期

第２四半期
連結累計期間

第36期
第２四半期
連結累計期間

第35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) 17,912 19,045 36,985

経常利益 (百万円) 1,411 2,079 3,525

親会社株主に帰属する
四半期(当期)純利益

(百万円) 988 1,047 2,137

四半期包括利益又は包括利益 (百万円) 385 1,385 2,108

純資産額 (百万円) 23,073 25,914 24,615

総資産額 (百万円) 33,831 48,331 37,246

１株当たり四半期(当期)純利益金
額

(円) 56.16 59.51 121.43

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額

(円) 56.01 58.73 120.53

自己資本比率 (％) 67.4 52.5 65.2

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 3,113 450 6,520

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △525 △10,938 △1,692

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △478 9,784 240

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(百万円) 7,513 9,840 10,558
 

 

回次
第35期

第２四半期
連結会計期間

第36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株当たり四半期純利益金額 (円) 34.75 17.06
 

(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 株主資本において自己株式として計上されている株式給付信託に残存する自社の株式は、１株当たり四半期

(当期)純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)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。

３ 平成29年４月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。これに伴い、第35期の

期首に当該株式分割が行われたと仮定して１株当たり四半期(当期)純利益金額及び潜在株式調整後１株当た

り四半期(当期)純利益金額を算定しております。

４ 売上高には、消費税等は含まれておりません。

 

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重

要な変更はありません。また、主要な関係会社についても異動はありません。
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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また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】

(1) 経営成績の分析

当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府による経済対策や金融政策等を背景に緩やかな回復基調

で推移しておりますが、海外経済・政策の不確実性、金融資本市場の変動や地政学的リスクの増大等、先行き不透

明な状況が続いております。

当グループの属する日用品業界におきましては、雇用環境は改善しているものの、所得の伸び悩みや社会保険料

の負担増加等により実質購買力は伸び悩んでいること及び物価上昇への懸念や将来に対する不安感等から消費者マ

インドは足踏み状況にあり、日用品等生活必需品に対する低価格・節約志向は依然として強く、経営環境は厳しい

状況で推移いたしました。

このような環境の中、当グループでは、引続きキャラクター製品、低価格で高品質な製品やアイデアに富んだ製

品等お客様に選んでいただける差別化された製品の開発に注力するとともに、激落ち洗たく槽クリーナーのＴＶＣ

Ｍをはじめとする積極的な広告宣伝や販売促進策を展開し、シェアの拡大及び新規顧客の獲得等に努めるととも

に、生産性の向上や徹底的なコスト削減を推し進めてまいりました。

以上の結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は190億45百万円(前年同期比6.3％増)となり、営業利益は20億

72百万円(前年同期比27.4％増)、経常利益は20億79百万円(前年同期比47.3％増)、減損損失が発生したこと等から

親会社株主に帰属する四半期純利益は10億47百万円(前年同期比6.0％増)となりました。

当グループの事業は、「日用雑貨衣料品事業」の単一セグメントであるため、セグメントごとの業績の記載を省

略しております。

 

(2) 財政状態の分析

当第２四半期連結会計期間末における総資産は前連結会計年度末に比べ110億84百万円増加し、483億31百万円と

なりました。

流動資産は、前連結会計年度末に比べ108億33百万円増加し、353億66百万円となりました。これは主に、現金及

び預金の増加92億82百万円、受取手形及び売掛金の増加16億69百万円によるものであります。

固定資産は、前連結会計年度末に比べ2億51百万円増加し、129億65百万円となりました。これは主に、投資有価

証券の増加等による投資その他の資産の増加4億12百万円によるものであります。

負債は、前連結会計年度末に比べ97億85百万円増加し、224億16百万円となりました。

流動負債は、前連結会計年度末に比べ3億62百万円減少し、32億46百万円となりました。これは主に、未払消費税

等の減少等によるその他の減少5億97百万円によるものであります。

固定負債は、前連結会計年度末に比べ101億47百万円増加し、191億70百万円となりました。これは主に、長期借

入金の増加99億94百万円によるものであります。

純資産は、前連結会計年度末に比べ12億99百万円増加し、259億14百万円となりました。これは主に、利益剰余金

の増加7億84百万円及びその他有価証券評価差額金の増加3億28百万円によるものであります。
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(3) キャッシュ・フローの状況の分析

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(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比

べ7億17百万円減少し、98億40百万円となりました。

 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）

営業活動により増加した資金は4億50百万円となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益17億37百

万円、減価償却費7億61百万円及び減損損失3億21百万円による増加と、売上債権の増加額16億62百万円、その

他の流動負債の減少額6億22百万円及び法人税等の支払額4億70百万円による減少であります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動により減少した資金は109億38百万円となりました。これは主に、定期預金の純増加額100億円及び

有形固定資産の取得による支出8億45百万円による減少であります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動により増加した資金は97億84百万円となりました。これは主に、長期借入金の純増加額99億73百万

円による増加であります。

 

(4) 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。

なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等(会

社法施行規則第118条第３号に掲げる事項)は次のとおりであります。

① 基本方針

当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社の企業価値の源泉を理解し、当社が企業価値

ひいては株主共同の利益を継続的かつ持続的に確保、向上していくことを可能とする者である必要があると考え

ております。

当社は、当社株式について大量買付がなされる場合、これが当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資する

ものであれば、これを一概に否定するものではなく、株式会社の支配権の移転を伴う買付提案についての判断

は、最終的には株主全体の意思に基づき行われるべきものと考えております。しかしながら、株式の大量買付の

中には、その目的、態様等から見て企業価値・株主共同の利益に資さないものも少なくありません。

当社の企業価値の源泉としては、「商品企画開発力」があり多くの知的所有権を保有しておりますが、当社株

式の買付を行う者がこれら当社の企業価値の源泉を理解し、これらを中長期的に確保し、向上させられるもので

なければ、当社の企業価値ひいては株主共同の利益は毀損されることになります。このような濫用的な買収に対

しては、当社は必要かつ相当な抵抗をすることにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保する必要

があると考えます。
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② 具体的な取組み

当社は、平成18年５月２日開催の取締役会決議にて、「当社株式等の大規模買付行為に関する対応方針」を導

入し、その後、内容を一部変更の上継続してまいりましたが、平成27年６月開催の定時株主総会終結の時をもっ

て有効期間が満了することから、企業価値の向上、株主共同の利益の保護といった観点から、延長の是非も含め

そのあり方について検討した結果、平成27年６月26日開催の第33回定時株主総会において「当社株式等の大規模

買付行為に関する対応方針」(以下、「本プラン」という。)の継続を決定しております。

本プランは、当社株式等に対する大規模買付行為が行われる場合に、当社取締役会が、大規模買付行為を行お

うとする者または大規模買付行為の提案を行う者(以下、併せて「大規模買付者等」という。)に対して、当該大

規模買付者等及び大規模買付行為に関する情報の提供を求め、第三者委員会による勧告等を最大限尊重して、当

該大規模買付行為について評価・検討し、大規模買付者等との買付条件に関する交渉や株主の皆様への代替案等

の提示を行い、一定の場合には対抗措置を発動するための手続きであります。

本プランは、当社が発行する株式等について、(a)保有者及びその共同保有者の株式等保有割合が20％以上とな

る買付、または(b)公開買付後の公開買付者の株式等所有割合及びその特別関係者の株式等所有割合の合計が20％

以上となる公開買付を対象としております。また、大規模買付者等に対し、事前に大規模買付者等の概要、買付

目的、経営方針等に関する必要かつ十分な情報及び本プランに定められた手続きを遵守する旨の誓約を明示した

書面等を当社取締役会に提出することを求め、当社取締役会が必要かつ十分な情報を入手後、当該大規模買付行

為に対する評価・検討等を適切に行うための一定の期間を設定(以下、「取締役会評価期間」という。)し、取締

役会評価期間終了日までに当社取締役会としての意見を公表するものとしております。なお、大規模買付者等

は、取締役会評価期間が経過した後においてのみ大規模買付行為を開始することができるものとしております。

本プランの手続きが遵守されない場合には、当社取締役会は、当社の企業価値及び株主共同の利益を守ること

を目的として新株予約権の発行等の対抗措置を講じる可能性があることといたしました。また、大規模買付行為

に対して当社取締役会が発動する対抗措置の合理性・公正性を担保するため第三者委員会を設置しております。

③ 具体的取組みに対する当社取締役会の判断及びその理由

本プランは、前記②記載のとおり、その内容において公正性・客観性が担保される工夫がなされ、かつ、企業

価値・株主共同の利益を確保・向上させる目的をもって導入されたものであり、いずれも基本方針に沿うもので

あります。

なお、本プランにおいては、当社取締役会の恣意的な判断によって対抗措置が発動されることを防止するた

め、対抗措置を発動する場合には必ず第三者委員会の判断を経ることが定められており、当社の会社役員の地位

の維持を目的とするものではありません。

 

(5) 研究開発活動

当第２四半期連結累計期間における当グループの研究開発費の総額は4億13百万円となりました。

なお、当第２四半期連結累計期間において、当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 57,782,680

計 57,782,680
 

 

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 19,082,670 19,082,670
 東京証券取引所
 市場第一部

単元株式数は100株であり
ます。

計 19,082,670 19,082,670 ― ―
 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

当第２四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。

 

レック株式会社2017年新株予約権

決議年月日 平成29年８月３日

新株予約権の数  350個(注)１

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ―

新株予約権の目的となる株式の種類 当社普通株式

新株予約権の目的となる株式の数 70,000株(注)１

新株予約権の行使時の払込金額 1円

新株予約権の行使期間 平成29年８月23日から平成59年８月22日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額

       発行価格   2,527円
       資本組入額 1,263円(注)２

新株予約権の行使の条件 (注)３

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議に

よる承認を要するものとする。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 (注)４
 

 

(注) １ 新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という)は200株とする。ただし、当社取締役会にお

いて新株予約権の募集を決議する日(以下、「決議日」という)以降、当社が当社普通株式の株式分割(当社普

通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ)又は株式併合を行う場合には、次の算式

により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨てる。

調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 株式分割又は株式併合の比率

調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときはその効力発

生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本

金又は準備金を増加する議案が株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、

当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主

総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。

また、決議日以降、当社が合併又は会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必

要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。
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２ 新株予約権の行使により株券を発行する場合の当該株券の発行価格のうちの資本組入額

(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１項

に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これ

を切り上げる。

(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金

等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
 

３ 新株予約権の行使の条件

(1) 新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日以降、新株予約権を行使することができる。

(2) 上記(1)は、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。

(3) 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができない。
 

４ 組織再編における再編対象会社の新株予約権の交付の内容に関する決定方針

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社

となる場合に限る)又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総

称して以下、「組織再編行為」という)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合

併がその効力を生じる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がそ

の効力を生じる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力

を生じる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存す

る新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、

会社法第236条第１項第８号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権を

それぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸

収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定める

ことを条件とする。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、上記１に準じて決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に上

記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額と

する。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編

対象会社の株式１株当たり1円とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為

の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使する

ことができる期間の満了日までとする。

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上記２に準じて決定する。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。

(8) 新株予約権の取得条項

以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合

は、当社の取締役会決議又は取締役会の委任を受けた業務執行取締役の決定がなされた場合)は、当社取

締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。

① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

② 当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案

③ 当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案

④ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することに

ついての定めを設ける定款の変更承認の議案

⑤ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認

を要すること若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得すること

についての定めを設ける定款の変更承認の議案

(9) その他の新株予約権の行使の条件

上記３に準じて決定する。
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(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７月１日～
平成29年９月30日

─ 19,082 ─ 5,491 ─ 6,949
 

 

(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(信託口)

東京都中央区晴海１丁目８－11 1,766 9.25

青 木 光 男 東京都中央区 1,082 5.67

永 守 貴 樹 京都市西京区 1,000 5.24

株式会社エスエヌ興産 京都市中京区烏丸通二条下る秋野々町518 1,000 5.24

レック株式会社 東京都中央区日本橋浜町３丁目15－１ 960 5.03

福山通運株式会社 広島県福山市東深津町４丁目20－１ 948 4.96

渡 邉 憲 一 静岡県藤枝市 804 4.21

GOLDMAN, SACHS & CO.REG
(常任代理人 ゴールドマン・
サックス証券株式会社)

200 WEST STREET NEW YORK, NY, USA
(東京都港区六本木６丁目10番１号六本木ヒ
ルズ森タワー)

721 3.78

高 林     滋 静岡県周智郡森町 600 3.14

資産管理サービス信託銀行株式
会社(信託Ｅ口)

東京都中央区晴海１丁目８―12
晴海アイランドトリトンスクエア
オフィスタワーＺ棟

522 2.73

計 ― 9,405 49.29
 

(注) １ 株式給付信託の導入に伴い、資産管理サービス信託銀行㈱(信託Ｅ口)が信託財産として当社株式522千株を

所有しております。

２ 平成29年５月26日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、ダルトン・インベ

ストメンツ・エルエルシーが平成29年５月23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(変更報告書)の内容は以下のとおりであります。

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(％)

ダルトン・インベスト
メンツ・エルエルシー

1601 Cloverfield Blvd., Suite 5050N,
Santa Monica, CA 90404, USA

2,246 11.77
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３ 平成29年９月25日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、レオス・キャピタ

ルワークス株式会社が平成29年９月15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(変更報告書)の内容は以下のとおりであります。

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(％)

レオス・キャピタル
ワークス株式会社

東京都千代田区丸の内一丁目11番１号 1,088 5.70
 

 

(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 960,700

完全議決権株式(その他) 普通株式 18,118,900 181,189 ―

単元未満株式 普通株式 3,070 ― １単元(100株)未満の株式

発行済株式総数
 

19,082,670 ― ―

総株主の議決権 ― 181,189 ―
 

(注) １ 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、株式給付信託の導入に伴い、信託財産として資産管理サー

ビス信託銀行㈱(信託Ｅ口)が所有する当社株式522,600株(議決権5,226個)が含まれております。

２ 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式94株が含まれております。

 

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)
レック株式会社

東京都中央区日本橋浜町
三丁目15番１号

960,700 ― 960,700 5.03

計 ― 960,700 ― 960,700 5.03
 

(注) 株式給付信託の導入に伴い、信託財産として資産管理サービス信託銀行㈱(信託Ｅ口)が所有する当社株式

522,600株は上記自己名義所有株式数には含まれておりません。

 

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、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：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 11,288 20,570

  受取手形及び売掛金 5,847 7,516

  商品及び製品 5,106 4,990

  仕掛品 234 219

  原材料及び貯蔵品 1,043 1,104

  その他 1,012 978

  貸倒引当金 △1 △15

  流動資産合計 24,532 35,366

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物及び構築物（純額） 3,618 3,546

   その他（純額） 4,863 4,781

   有形固定資産合計 8,482 8,327

  無形固定資産   

   その他 378 371

   無形固定資産合計 378 371

  投資その他の資産   

   投資有価証券 3,084 3,558

   その他 769 707

   貸倒引当金 △0 △0

   投資その他の資産合計 3,853 4,266

  固定資産合計 12,714 12,965

 資産合計 37,246 48,331
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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)

負債の部   

 流動負債   

  支払手形及び買掛金 962 1,007

  短期借入金 82 155

  1年内返済予定の長期借入金 53 31

  未払法人税等 562 685

  賞与引当金 263 278

  その他 1,684 1,086

  流動負債合計 3,609 3,246

 固定負債   

  長期借入金 6,955 16,950

  株式給付引当金 95 127

  退職給付に係る負債 380 372

  資産除去債務 35 34

  その他 1,556 1,684

  固定負債合計 9,022 19,170

 負債合計 12,631 22,416

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 5,491 5,491

  資本剰余金 7,033 7,033

  利益剰余金 10,833 11,618

  自己株式 △1,043 △1,043

  株主資本合計 22,314 23,099

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 1,258 1,586

  繰延ヘッジ損益 4 ―

  為替換算調整勘定 732 684

  退職給付に係る調整累計額 △15 △10

  その他の包括利益累計額合計 1,979 2,260

 新株予約権 173 350

 非支配株主持分 146 203

 純資産合計 24,615 25,914

負債純資産合計 37,246 48,331
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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 17,912 19,045

売上原価 12,064 12,428

売上総利益 5,847 6,617

販売費及び一般管理費 ※１  4,221 ※１  4,544

営業利益 1,626 2,072

営業外収益   

 受取利息 12 1

 受取配当金 21 27

 為替差益 9 ―

 その他 22 40

 営業外収益合計 66 69

営業外費用   

 支払利息 34 32

 デリバティブ評価損 191 12

 為替差損 ― 9

 その他 55 6

 営業外費用合計 281 61

経常利益 1,411 2,079

特別利益   

 為替換算調整勘定取崩益 169 ―

 特別利益合計 169 ―

特別損失   

 減損損失 ― 321

 固定資産除却損 0 21

 特別損失合計 0 342

税金等調整前四半期純利益 1,580 1,737

法人税、住民税及び事業税 90 608

法人税等調整額 486 22

法人税等合計 577 631

四半期純利益 1,003 1,106

非支配株主に帰属する四半期純利益 14 58

親会社株主に帰属する四半期純利益 988 1,047
 

 

EDINET提出書類

レック株式会社(E02444)

四半期報告書

13/21



【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)

四半期純利益 1,003 1,106

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 128 328

 繰延ヘッジ損益 △4 △6

 為替換算調整勘定 △746 △48

 退職給付に係る調整額 4 4

 その他の包括利益合計 △617 278

四半期包括利益 385 1,385

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 371 1,327

 非支配株主に係る四半期包括利益 13 57
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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利益 1,580 1,737

 減価償却費 697 761

 減損損失 ― 321

 のれん償却額 25 25

 株式報酬費用 173 176

 貸倒引当金の増減額（△は減少） 0 14

 賞与引当金の増減額（△は減少） 8 15

 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △7 △7

 株式給付引当金の増減額（△は減少） 32 32

 受取利息及び受取配当金 △33 △28

 支払利息 34 32

 為替差損益（△は益） 103 △10

 デリバティブ評価損益（△は益） 191 12

 為替換算調整勘定取崩益 △169 ―

 売上債権の増減額（△は増加） △167 △1,662

 たな卸資産の増減額（△は増加） 475 55

 その他の流動資産の増減額（△は増加） 167 △56

 仕入債務の増減額（△は減少） △109 60

 その他の流動負債の増減額（△は減少） 121 △622

 その他 59 55

 小計 3,183 913

 利息及び配当金の受取額 24 44

 利息の支払額 △29 △47

 法人税等の支払額 △64 △470

 その他 0 10

 営業活動によるキャッシュ・フロー 3,113 450

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 △227 △10,227

 定期預金の払戻による収入 227 227

 有価証券の売却及び償還による収入 113 ―

 有形固定資産の取得による支出 △598 △845

 無形固定資産の取得による支出 △20 △59

 投資有価証券の取得による支出 △0 △5

 その他 △18 △28

 投資活動によるキャッシュ・フロー △525 △10,938
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           (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)

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 1,284 789

 短期借入金の返済による支出 △1,885 △695

 長期借入れによる収入 850 10,000

 長期借入金の返済による支出 △526 △26

 ファイナンス・リース債務の返済による支出 △20 △20

 配当金の支払額 △181 △262

 財務活動によるキャッシュ・フロー △478 9,784

現金及び現金同等物に係る換算差額 △245 △14

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,863 △717

現金及び現金同等物の期首残高 5,649 10,558

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※１  7,513 ※１  9,840
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【注記事項】

(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について)

当社は、従業員への福利厚生を目的として、従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引を行っており

ます。

 ① 取引の概要

当社は、平成25年８月29日開催の取締役会において、従業員に対する新しい報酬制度として退職時に

当社株式に交換可能なポイントを付与し、株価や業績との連動性をより高め、社員の意欲や士気を高め

ることを目的に、株式給付信託を導入することを決議いたしました。

この導入に伴い、平成25年９月17日付で資産管理サービス信託銀行㈱(信託Ｅ口)が当社株式262千株

(株式分割後524千株)を取得しております。

 ② 信託に残存する自社の株式

信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額(付随費用の金額を除く。)により、純資産の部に

自己株式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、前連結会計年度310百万円、

522千株、当第２四半期連結会計期間末310百万円、522千株であります。

なお、平成29年４月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。これに伴

い、前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して株式数を算定しております。

 
(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)

賞与引当金繰入額 206百万円 208百万円

退職給付費用 105百万円 40百万円

株式給付引当金繰入額 32百万円 32百万円

貸倒引当金繰入額 0百万円 14百万円

給料及び手当 1,124百万円 1,175百万円

荷造運搬費 867百万円 966百万円
 

 

(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)

現金及び預金 7,741百万円 20,570百万円

預入期間が３ヶ月を超える
定期預金

△227百万円 △10,730百万円

現金及び現金同等物 7,513百万円 9,840百万円
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(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)

１ 配当金支払額

 

決議 株式の種類 配当の原資
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

平成28年５月13日
取締役会

普通株式 利益剰余金 181 20 平成28年３月31日 平成28年６月８日
 

(注) 平成28年５月13日取締役会決議による配当金の総額には、株式給付信託が保有する自社の株式に対する配当金5

百万円が含まれております。

 

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の末日

後となるもの

 

決議 株式の種類 配当の原資
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

平成28年11月４日
取締役会

普通株式 利益剰余金 181 20 平成28年９月30日 平成28年12月５日
 

(注) 平成28年11月４日取締役会決議による配当金の総額には、株式給付信託が保有する自社の株式に対する配当金5

百万円が含まれております。

 

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 配当金支払額

 

決議 株式の種類 配当の原資
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

平成29年５月８日
取締役会

普通株式 利益剰余金 262 29 平成29年３月31日 平成29年６月８日
 

(注) １ 平成29年５月８日取締役会決議による配当金の総額には、株式給付信託が保有する自社の株式に対する配当

金7百万円が含まれております。

２ 平成29年４月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っておりますが、１株当たり配当額は

株式分割前の配当額を記載しております。

 

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の末日

後となるもの

 

決議 株式の種類 配当の原資
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

平成29年11月９日
取締役会

普通株式 利益剰余金 244 13.5 平成29年９月30日 平成29年12月５日
 

(注) 平成29年11月９日取締役会決議による配当金の総額には、株式給付信託が保有する自社の株式に対する配当金7

百万円が含まれております。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

当グループは、日用品の企画・製造・販売を主な内容として事業活動を展開しており、「日用雑貨衣料品事業」の

単一セグメントであるため、セグメント情報の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) １株当たり四半期純利益金額 56円16銭 59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(百万円) 988 1,047

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)

988 1,047

普通株式の期中平均株式数(千株) 17,599 17,599

(2) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 56円01銭 58円73銭

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する四半期純利益調整額(百万円) ― ―

普通株式増加数(千株) 47 233

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当た
り四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式
で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの
概要

― ―

 

(注) １ 平成29年４月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。これに伴い、前連結会

計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して１株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益金額を算定しております。

２ 株主資本において自己株式として計上されている株式給付信託に残存する自社の株式は、１株当たり四半期

純利益金額及び潜在株式調整後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。

１株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定上、控除した当該自己

株式の期中平均株式数は前第２四半期連結累計期間は522千株であり、当第２四半期連結累計期間は522千株

であります。

 

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

 

２ 【その他】

平成29年11月９日開催の取締役会において、平成29年９月30日の最終の株主名簿に記載または記録された株主に対

し、次のとおり中間配当を行うことを決議いたしました。

(1) 配当金の総額 244百万円

(2) １株当たりの金額 13.5円

(3) 支払請求権の効力発生日及び支払開始日 平成29年12月５日
 

(注) 配当金の総額には、株式給付信託が保有する当社株式に対する配当金7百万円が含まれております。
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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29年11月14日

レック株式会社

 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   水   野   雅   史   印

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員    
 
公認会計士   谷   津   良   明   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」に掲げられているレック株式会社

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、レック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

 
 

(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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