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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53期

第３四半期
連結累計期間

第54期
第３四半期
連結累計期間

第53期

会計期間
自平成28年４月１日
至平成28年12月31日

自平成29年４月１日
至平成29年12月31日

自平成28年４月１日
至平成29年３月31日

売上高 （千円） 1,724,282 2,164,300 2,392,996

経常利益 （千円） 62,077 169,743 106,164

親会社株主に帰属する四半期

（当期）純利益
（千円） 35,889 168,891 74,436

四半期包括利益又は包括利益 （千円） △35,941 210,136 50,743

純資産額 （千円） 4,187,421 4,444,652 4,274,106

総資産額 （千円） 5,316,313 5,586,826 5,242,863

１株当たり四半期（当期）

純利益金額
（円） 27.24 128.20 56.50

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 （％） 78.5 79.3 81.3

 

回次
第53期

第３四半期
連結会計期間

第54期
第３四半期
連結会計期間

会計期間
自平成28年10月１日
至平成28年12月31日

自平成29年10月１日
至平成29年12月31日

１株当たり四半期純利益金額又は

１株当たり四半期純損失金額（△）
（円） △7.67 26.44

（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３四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。なお、平成29年７月18日にユニカー工業株式会社の株式を取得し、新たに連結の範囲に含

めております。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

当第３四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、又は、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３四半期連結累計期間における我が国経済は、米国新政権の政策や欧州の政治リスク、東アジアの地政学的リ

スクなどによる国内景気への影響が懸念されるなか、大規模な金融緩和をはじめ政府の各種経済対策、製造業におけ

る生産設備の高度化・自動化を背景とした旺盛な需要もあり景気は緩やかな回復基調で推移しました。

このような経済状況のもとで、当社グループは「接着・樹脂加工を基盤とし、拠点相互のネットワークを最大限活

かした成長事業、新規事業とグローバル展開」を基本方針として、「ソリューションビジネスの展開」「グローバル

展開の推進」「成長事業・新規事業推進」を目標に取り組んでまいりました。

当第３四半期連結累計期間においては、鉄鋼・食品業界向けのベルトの販売が堅調に推移したほかウレタンタイミ

ングベルト、ディスプレイガラス向け部材の販売が堅調に推移しました。

以上の結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は2,164百万円（前年同期比25.5％増）、営業利益は154百万円

（前年同期比92.2％増）、経常利益は169百万円（前年同期比173.4％増）、親会社株主に帰属する四半期純利益は

168百万円（前年同期比370.6％増）となりました。

 

当社グループは、「総合接着・樹脂加工事業」の単一セグメントでしたが、株式会社日新製作所の連結子会社化に

伴い、報告セグメントを「総合接着・樹脂加工事業」と「特殊設計機械事業」に変更しております。

セグメントの業績は、次のとおりであります。

 

総合接着・樹脂加工

総合接着・樹脂加工につきましては、鉄鋼・食品業界向けのベルトの販売が堅調に推移したほかウレタンタイミン

グベルト、ディスプレイガラス向け部材の販売が堅調に推移しました。以上の結果、売上高は1,889百万円となりま

した。

 

特殊設計機械

特殊設計機械につきましては、食品向け機械の販売が堅調に推移しました。以上の結果、売上高は274百万円とな

りました。

 

(2) 財政状態の状況

（資産）

当第３四半期連結会計期間末の資産につきましては、前連結会計年度末に比べて343百万円増加し、5,586百万円

となりました。このうち、流動資産につきましては、前連結会計年度末に比べて108百万円増加し、2,446百万円と

なりました。これは主に、現金及び預金が240百万円減少したものの、受取手形及び売掛金が229百万円、仕掛品が

65百万円、原材料及び貯蔵品が34百万円増加したことによるものであります。また、固定資産につきましては、前

連結会計年度末に比べて235百万円増加し、3,140百万円となりました。これは主に、建設仮勘定が123百万円、土地

が65百万円増加したことによるものであります。

 

（負債）

当第３四半期連結会計期間末の負債につきましては、前連結会計年度末に比べて173百万円増加し、1,142百万円

となりました。このうち、流動負債につきましては、前連結会計年度末に比べて205百万円増加し、817百万円とな

りました。これは主に、支払手形及び買掛金が166百万円増加したことによるものであります。また、固定負債につ

きましては、前連結会計年度末に比べて31百万円減少し、324百万円となりました。これは主に役員退職慰労引当金

が14百万円減少したことによるものであります。

 

（純資産）
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当第３四半期連結会計期間末の純資産につきましては、前連結会計年度末に比べて170百万円増加し、4,444百万

円となりました。これは主に、利益剰余金が129百万円増加したこと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３四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３四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、18百万円であります。なお、当第３

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 3,680,000

計 3,680,000

 

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12月31日）

提出日現在発行数（株）
(平成30年２月13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 1,317,400 1,317,400
名古屋証券取引所

市場第二部

単元株式数は100株

であります。

計 1,317,400 1,317,400 － －

 

（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10月1日～

平成29年12月31日
－ 1,317,400 － 179,605 － 321,531

 

（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29年９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） 　－ － －

完全議決権株式（その他） 普通株式　　1,316,900 13,169 －

単元未満株式 普通株式　　　　　500 － －

発行済株式総数 1,317,400 － －

総株主の議決権 － 13,169 －

 

②【自己株式等】

   該当事項はありません。

 

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３四半期連結会計期間（平成29年10月１日から平

成29年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成29年４月１日から平成29年12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 あずさ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：千円）

 
前連結会計年度

(平成29年３月31日)
当第３四半期連結会計期間

(平成29年12月31日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 914,251 674,078

受取手形及び売掛金 721,277 ※ 950,827

商品及び製品 32,624 45,948

仕掛品 399,711 465,315

原材料及び貯蔵品 178,891 213,805

その他 91,603 98,281

貸倒引当金 △411 △1,909

流動資産合計 2,337,948 2,446,347

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 1,405,522 1,532,277

減価償却累計額 △914,479 △983,033

建物及び構築物（純額） 491,043 549,243

機械装置及び運搬具 1,267,933 1,312,570

減価償却累計額 △1,023,272 △1,067,021

機械装置及び運搬具（純額） 244,661 245,549

土地 1,333,482 1,399,399

建設仮勘定 3,052 126,286

その他 190,225 203,775

減価償却累計額 △168,487 △178,350

その他（純額） 21,738 25,425

有形固定資産合計 2,093,978 2,345,904

無形固定資産   

のれん 24,517 69,129

その他 4,577 5,968

無形固定資産合計 29,095 75,097

投資その他の資産   

投資有価証券 656,037 639,372

その他 126,935 81,214

貸倒引当金 △1,130 △1,110

投資その他の資産合計 781,842 719,476

固定資産合計 2,904,915 3,140,478

資産合計 5,242,863 5,586,826
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  （単位：千円）

 
前連結会計年度

(平成29年３月31日)
当第３四半期連結会計期間

(平成29年12月31日)

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 252,425 419,188

短期借入金 118,036 40,000

未払法人税等 37,799 28,852

賞与引当金 61,416 40,608

その他 142,946 289,301

流動負債合計 612,624 817,951

固定負債   

役員退職慰労引当金 209,221 195,097

退職給付に係る負債 107,008 117,458

その他 39,902 11,665

固定負債合計 356,132 324,221

負債合計 968,757 1,142,173

純資産の部   

株主資本   

資本金 179,605 179,605

資本剰余金 275,336 275,336

利益剰余金 3,626,363 3,755,732

自己株式 － △68

株主資本合計 4,081,304 4,210,605

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 135,988 143,688

為替換算調整勘定 42,919 74,003

その他の包括利益累計額合計 178,907 217,692

非支配株主持分 13,894 16,354

純資産合計 4,274,106 4,444,652

負債純資産合計 5,242,863 5,586,826
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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３四半期連結累計期間】

  （単位：千円）

 
前第３四半期連結累計期間
(自　平成28年４月１日
　至　平成28年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成29年４月１日
　至　平成29年12月31日)

売上高 1,724,282 2,164,300

売上原価 1,011,430 1,320,641

売上総利益 712,851 843,659

販売費及び一般管理費 632,632 689,447

営業利益 80,218 154,211

営業外収益   

受取利息 809 561

受取配当金 9,884 10,955

補助金収入 － 4,117

その他 3,023 4,114

営業外収益合計 13,717 19,748

営業外費用   

支払利息 362 1,156

支払手数料 240 －

為替差損 31,161 2,995

その他 94 64

営業外費用合計 31,858 4,216

経常利益 62,077 169,743

特別利益   

投資有価証券売却益 17,510 －

固定資産売却益 － 1,974

匿名組合投資利益 － 30,928

保険解約返戻金 － 27,432

特別利益合計 17,510 60,335

特別損失   

固定資産除却損 1,013 1,077

投資有価証券売却損 545 －

特別損失合計 1,558 1,077

税金等調整前四半期純利益 78,029 229,001

法人税等 41,128 57,882

四半期純利益 36,901 171,118

非支配株主に帰属する四半期純利益 1,012 2,227

親会社株主に帰属する四半期純利益 35,889 168,891
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【四半期連結包括利益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

  （単位：千円）

 
前第３四半期連結累計期間
(自　平成28年４月１日
　至　平成28年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成29年４月１日
　至　平成29年12月31日)

四半期純利益 36,901 171,118

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 121 7,700

為替換算調整勘定 △72,964 31,316

その他の包括利益合計 △72,842 39,017

四半期包括利益 △35,941 210,136

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △33,992 207,675

非支配株主に係る四半期包括利益 △1,949 2,460
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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）

連結の範囲の重要な変更

第２四半期連結会計期間において、ユニカー工業株式会社の株式を取得したことにより、連結の範囲に含めて

おります。

なお、みなし取得日を平成29年８月31日としているため、同社の平成29年９月１日以降の四半期損益計算書を

連結しております。

 

（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３四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。

 

（四半期連結貸借対照表関係）

※　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処理しております。

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３四半期連結会計期間
（平成29年12月31日）

受取手形及び売掛金 －千円 24,194千円

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当第３四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３四半

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３四半期連結累計期間
（自 平成28年４月１日
至 平成28年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自 平成29年４月１日
至 平成29年12月31日）

減価償却費 84,172千円 90,943千円

のれんの償却額 －千円 6,422千円
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（株主資本等関係）

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自　平成28年４月１日　至　平成28年12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６月28日

定時株主総会
普通株式 39,522 30 平成28年３月31日 平成28年６月29日 利益剰余金

 

2．基準日が当第３四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３四半期連結会計期間

の末日後となるもの

該当事項はありません。

 

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自　平成29年４月１日　至　平成29年12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６月28日

定時株主総会
普通株式 39,522 30 平成29年３月31日 平成29年６月29日 利益剰余金

 

2．基準日が当第３四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３四半期連結会計期間

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】

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自　平成28年４月１日　至　平成28年12月31日）

当社グループには、総合接着・樹脂加工事業以外の重要なセグメントがないため、記載を省略しておりま

す。

 

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自　平成29年４月１日　至　平成29年12月31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：千円）

 報告セグメント

調整額

四半期連結

損益計算書

計上額 
総合接着・

樹脂加工

特殊設計

機械
計

売上高      

外部顧客への売上高 1,889,555 274,745 2,164,300 － 2,164,300

セグメント間の内部

売上高又は振替高
149 11,763 11,913 △11,913 －

計 1,889,704 286,509 2,176,214 △11,913 2,164,300

セグメント利益又は

損失（△）
230,562 △4,130 226,431 △72,220 154,211

 

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：千円）

利益 金額

報告セグメント計 226,431

セグメント間取引消去 △114

全社費用（注） △72,106

四半期連結損益計算書の営業利益 154,211

（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であります。

 

３．報告セグメントごとの資産に関する情報

特殊設計機械事業において、第２四半期連結会計期間にユニカー工業株式会社の株式を取得したこと

により、セグメント資産が289,365千円増加しております。

 

４．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

（のれんの金額の重要な変動）

第２四半期連結会計期間より、ユニカー工業株式会社の株式を取得し、連結の範囲に含めておりま

す。

なお、当該事象によるのれんの増加額は、特殊設計機械事業において51,035千円であります。

 

５．報告セグメントの変更等に関する事項

当社グループの報告セグメントは、従来より総合接着・樹脂加工事業の単一セグメントでしたが、前

第３四半期連結会計期間より、株式会社日新製作所が連結子会社になったことに伴い、報告セグメント

に特殊設計機械事業を追加しております。

なお、前第３四半期連結累計期間においては、貸借対照表のみを連結しております。
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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３四半期連結累計期間
（自　平成28年４月１日
至　平成28年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成29年４月１日
至　平成29年12月31日）

１株当たり四半期純利益金額 27円24銭 128円20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） 35,889 168,891

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）
35,889 168,891

普通株式の期中平均株式数（株） 1,317,400 1,317,385

（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30年２月９日

ポバール興業株式会社

取締役会　御中

有限責任 あずさ監査法人

指定有限責任社員

業務執行社員
公認会計士 石崎　勝夫

指定有限責任社員

業務執行社員
公認会計士 山田　昌紀

 

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

るポバール興業株式会社の平成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３四半期連

結会計期間（平成29年10月１日から平成29年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成29年４

月１日から平成29年12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、ポバール興業株式会社及び連結子

会社の平成29年12月31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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