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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65期

第２四半期連結
累計期間

第66期
第２四半期連結

累計期間
第65期

会計期間
自平成29年４月１日
至平成29年９月30日

自平成30年４月１日
至平成30年９月30日

自平成29年４月１日
至平成30年３月31日

売上高 （百万円） 53,085 49,882 107,386

経常利益又は経常損失（△） （百万円） 626 △1,095 418

親会社株主に帰属する四半期

（当期）純利益又は親会社株主

に帰属する四半期純損失（△）

（百万円） 316 △1,286 49

四半期包括利益又は包括利益 （百万円） 758 △1,131 466

純資産額 （百万円） 53,005 50,846 52,346

総資産額 （百万円） 86,348 82,107 83,374

１株当たり四半期（当期）純利

益又は１株当たり四半期純損失

（△）

（円） 8.64 △35.16 1.34

潜在株式調整後１株当たり四半

期（当期）純利益
（円） － － －

自己資本比率 （％） 61.4 61.9 62.8

営業活動によるキャッシュ・フ

ロー
（百万円） 1,317 1,079 2,935

投資活動によるキャッシュ・フ

ロー
（百万円） △1,763 △1,636 △2,338

財務活動によるキャッシュ・フ

ロー
（百万円） △463 △1,648 △2,307

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高
（百万円） 20,973 17,978 20,206

 

回次
第65期

第２四半期連結
会計期間

第66期
第２四半期連結

会計期間

会計期間
自平成29年７月１日
至平成29年９月30日

自平成30年７月１日
至平成30年９月30日

１株当たり四半期純利益又は１

株当たり四半期純損失（△）
（円） 3.65 △30.14

（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（消費税及び地方消費税をいう。以下同じ。）は含まれておりません。

３．「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年２月16日）等を第１四半期

連結会計期間の期首から適用しており、前第２四半期連結累計期間及び前連結会計年度に係る主要な経営指

標等については、当該会計基準等を遡って適用した後の指標等となっております。

４．第65期第２四半期連結累計期間及び第65期の潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益については、

潜在株式が存在しないため記載しておりません。

５．第66期第２四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、１株当たり四半期純

損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
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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をいう。）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、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【経営者による財政状態、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判断したものであります。

なお、「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年２月16日）等を第１四半期

連結会計期間の期首から適用しており、財政状態については遡及処理後の前連結会計年度末の数値で比較を行ってお

ります。

 

(1) 財政状態及び経営成績の状況

当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、企業収益や雇用環境の改善により景気は穏やかな回復基調にあ

るものの、米中貿易摩擦やアジア諸国の景気減速等もあり、先行き不透明な状況で推移いたしました。

住宅設備機器業界におきましては、新設住宅着工戸数が前年割れとなり、リフォーム市場も活性化するに至らず、

依然として厳しい状況が継続いたしました。

このような中、当社グループ（当社及び連結子会社をいう。以下同じ。）は、平成30年９月に、ベストセラー商品

「クリンレディ」の思いと実績を引継ぎつつ機能やデザインを磨き上げたシステムキッチン「ＳＴＥＤＩＡ（ステ

ディア）」を新発売するなど、付加価値の高い商品を市場に提供してまいりました。

販売面では、大切な顧客接点であるショールームでの価値提供強化を図るため、全国103ヶ所のショールームにて

イベントを開催し、当社の会員登録制組織「水まわり工房」加盟店をはじめとした流通パートナーとの連携も深めな

がら、需要の拡大、獲得に努めてまいりました。

生産面では、東西の生産拠点での生産性向上、ＶＥ活動を推進し、原価低減に努めてまいりました。

以上の結果、当第２四半期連結累計期間の売上高を部門別にみますと、厨房部門では、システムキッチン「Ｓ．

Ｓ．／ＣＥＮＴＲＯ（セントロ）」は数量減、金額増、「クリンレディ」は数量、金額とも減、「ラクエラ」は数

量、金額とも減となりました。この結果、厨房部門の売上高は前年同期比7.0％減の382億４千６百万円となりまし

た。

浴槽・洗面部門では、システムバスルーム「アクリアバス」は数量、金額とも減、「ユアシス」は数量、金額とも

増、洗面化粧台においては数量、金額とも減となりました。この結果、浴槽・洗面部門の売上高は前年同期比3.7％

減の84億円となりました。

以上の結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は、前年同期比6.0％減の498億８千２百万円となりました。利益

面では営業損失11億５千９百万円（前年同期は６億１百万円の営業利益）、経常損失10億９千５百万円（同６億２千

６百万円の経常利益）、親会社株主に帰属する四半期純損失12億８千６百万円（同３億１千６百万円の純利益）とな

りました。

 

当第２四半期連結会計期間末の総資産は821億７百万円となり、前連結会計年度末に比べ12億６千６百万円減少い

たしました。流動資産は482億４千４百万円となり、21億６千１百万円減少いたしました。これは商品及び製品が12

億８千７百万円増加した一方、現金及び預金が22億２千８百万円、受取手形及び売掛金が11億４千８百万円減少した

こと等によります。固定資産は338億６千３百万円となり、前連結会計年度末に比べ８億９千５百万円増加いたしま

した。これは有形固定資産が１億６百万円増加、無形固定資産が８千９百万円増加、投資その他の資産が６億９千９

百万円増加したことによります。

当第２四半期連結会計期間末の負債合計は312億６千万円となり、前連結会計年度末に比べ２億３千３百万円の増

加となりました。流動負債は主に、短期借入金が16億９百万円減少した一方、電子記録債務が11億５千８百万円増加

したこと等により１億２千４百万円減少し、242億１千５百万円となりました。固定負債は主に長期借入金の増加４

億３千３百万円等により３億５千７百万円増加し、70億４千５百万円となりました。

当第２四半期連結会計期間末の純資産合計は508億４千６百万円となり、前連結会計年度末に比べ15億円減少いた

しました。これは親会社株主に帰属する四半期純損失12億８千６百万円、配当金の支払い３億６千８百万円等により

ます。この結果、自己資本比率は、前連結会計年度末の62.8％から61.9％になりました。
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(2) キャッシュ・フローの状況

当第２四半期連結会計期間末の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22億２

千８百万円（11.0％）減少して179億７千８百万円となりました。

（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において、営業活動の結果得られた資金は10億７千９百万円（前年同期比18.1％減）と

なりました。これは減価償却費が18億１千６百万円、売上債権の減少19億１千８百万円があった一方、税金等調整前

四半期純損失が11億８千５百万円、たな卸資産の増加17億５千５百万円があったこと等によるものです。

（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において、投資活動の結果使用した資金は16億３千６百万円（前年同期比7.2％減）と

なりました。これは生産設備の改修、ショールーム移転・改装等により有形固定資産の取得による支出が７億２千２

百万円、情報システム構築に伴う無形固定資産の取得による支出が５億７千８百万円あったこと等によるものです。

（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において、財務活動の結果使用した資金は16億４千８百万円（前年同期比255.7％増）

となりました。これは長期借入金による純増が７億３千３百万円あった一方、短期借入金の返済による支出が19億１

千万円、配当金の支払いが３億６千８百万円あったこと等によるものです。

 

(3）経営方針・経営戦略等

当第２四半期連結累計期間において、当社グループが定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はあり

ません。

 

(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。

 

(5) 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、５億５千７百万円であります。

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。

 

(6) 経営成績に重要な影響を与える要因

当社グループの連結売上高に占める厨房部門の売上高割合は、当第２四半期連結累計期間76.7％、前連結会計年度

78.1％となっております。新設住宅着工戸数の伸びは鈍化し、力強さを欠く個人消費の影響により、リフォーム市場

も厳しい状況が続き、不透明感を払拭できない経済環境の中、競合他社との競争が一層激化するものと思われます。

このような状況下において、消費者ニーズに適宜対応できなかった場合、厨房部門のシステムキッチンの販売動向に

影響し、当社グループの経営成績に影響を与えることが考えられます。

 

(7) 資本の財源及び資金の流動性についての分析

当社グループの資金状況につきましては、営業活動の結果得られた資金は、前年同期に比べ２億３千７百万円減少

し、10億７千９百万円となりました。

投資活動の結果使用した資金は、前年同期に比べ１億２千７百万円減少し、16億３千６百万円となりました。

財務活動の結果使用した資金は、前年同期に比べ11億８千４百万円増加し、16億４千８百万円となりました。

なお、詳細につきましては、第２［事業の状況］２［経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの

状況の分析］(2)キャッシュ・フローの状況に記載しておりますので、ご参照ください。

以上の結果、当第２四半期連結会計期間末の資金は、前連結会計年度末より22億２千８百万円減少し、179億７千

８百万円となりました。

当社グループは、現在、運転資金及び設備投資資金について、内部留保資金又は借入により調達することとしてお

ります。

 

３【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。
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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 130,000,000

計 130,000,000

 

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30年９月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成30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 37,442,374 37,442,374
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 37,442,374 37,442,374 － －

 

(2)【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

 

②【その他の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)【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30年７月１日～

平成30年９月30日
－ 37,442,374 － 13,267 － 12,351
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(5)【大株主の状況】

  平成30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（自己
株式を除く。）の
総数に対する所有
株式数の割合
（％）

 株式会社井上  東京都荒川区荒川１丁目50番18号 8,609 23.33

 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１丁目８番11号 2,631 7.13

 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 2,142 5.80

 クリナップ真栄会  東京都荒川区西日暮里６丁目22番22号 1,993 5.40

 株式会社タカヤス  東京都荒川区荒川１丁目50番18号 1,829 4.95

 クリナップ共進会  東京都荒川区西日暮里６丁目22番22号 1,673 4.53

クリナップ社員持株会  東京都荒川区西日暮里６丁目22番22号 1,591 4.31

株式会社三菱ＵＦＪ銀行  東京都千代田区丸の内２丁目７番１号 757 2.05

 STATE STREET BANK AND TRUST 

 COMPANY

 （常任代理人　株式会社みずほ銀

 行）

 P.O. BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS

02101 U.S.A.

 （常任代理人住所　東京都港区港南２

丁目15番１号）

726 1.96

 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社  東京都千代田区丸の内１丁目４番５号 693 1.87

計 － 22,650 61.39

（注）上記の所有株式数のうち、信託銀行の信託業務に係る株式数は、次の通りであります。

(1) 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社

信託口　　　　　　　　1,018千株

信託口　　　　　　　　　376千株

信託口　　　　　　　　　308千株

信託口　　　　　　　　　299千株

信託口　　　　　　　　　292千株

信託口　　　　　　　　　176千株

信託口　　　　　　　　　159千株

(2) 日本マスタートラスト信託銀行株式会社

信託口　　　　　　　　1,802千株

株式付与ＥＳＯＰ信託口　294千株

退職給付信託口　　　　　 46千株
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(6)【議決権の状況】

①【発行済株式】

平成30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） 普通株式    550,600 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 36,878,200 368,782 －

単元未満株式 普通株式     13,574 － －

発行済株式総数 37,442,374 － －

総株主の議決権 － 368,782 －

（注）１．「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には、日本マスタートラスト信託銀行㈱（株式付与ＥＳＯＰ信

託口）が所有する当社株式294,400株（議決権の数2,944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77株、日本マスタートラスト信託銀行㈱（株式付

与ＥＳＯＰ信託口）が所有する当社株式40株が含まれております。

 

②【自己株式等】

平成30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

（％）

クリナップ株式会社
東京都荒川区西日暮

里６丁目22番22号
550,600 － 550,600 1.47

計 － 550,600 － 550,600 1.47

（注）株式付与ＥＳＯＰ信託の信託財産（所有者名義「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）」）294,400株は、連結財務諸表において自己株式として表示しておりますが、当該株式は、信託管理人

の指図に従い議決権行使されるため上記に含めておりません。

 

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、次の通りであります。

　役職の異動

新役名 新職名 旧役名 旧職名 氏名 異動年月日

取締役兼
専務執行役員

生産本部長
取締役兼
常務執行役員

生産本部長 山田　雅二 平成30年７月１日
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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（自平成30年７月１日至平

成30年９月30日）及び第２四半期連結累計期間（自平成30年４月１日至平成30年９月30日）に係る四半期連結財務諸

表について、仰星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30年３月31日)
当第２四半期連結会計期間

(平成30年９月30日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 19,706 17,478

受取手形及び売掛金 ※３ 14,988 ※３ 13,839

電子記録債権 ※３ 11,480 ※３ 11,428

有価証券 1,000 998

商品及び製品 979 2,267

仕掛品 158 173

原材料及び貯蔵品 968 1,002

その他 1,123 1,057

流動資産合計 50,405 48,244

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 8,561 8,375

その他（純額） 13,535 13,827

有形固定資産合計 22,096 22,202

無形固定資産 2,679 2,768

投資その他の資産   

投資有価証券 5,223 5,814

その他 3,023 3,130

貸倒引当金 △54 △53

投資その他の資産合計 8,192 8,891

固定資産合計 32,968 33,863

資産合計 83,374 82,107
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  （単位：百万円）

 
前連結会計年度

(平成30年３月31日)
当第２四半期連結会計期間

(平成30年９月30日)

負債の部   

流動負債   

買掛金 6,373 6,012

電子記録債務 6,219 7,377

短期借入金 4,659 3,049

未払金 4,570 4,560

未払法人税等 226 220

賞与引当金 1,116 1,160

資産除去債務 13 8

その他 1,159 1,825

流動負債合計 24,339 24,215

固定負債   

長期借入金 1,292 1,726

退職給付に係る負債 915 738

役員退職慰労引当金 416 416

株式給付引当金 211 238

資産除去債務 386 388

その他 3,464 3,537

固定負債合計 6,687 7,045

負債合計 31,027 31,260

純資産の部   

株主資本   

資本金 13,267 13,267

資本剰余金 12,351 12,351

利益剰余金 25,276 23,620

自己株式 △683 △683

株主資本合計 50,211 48,555

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 1,716 1,905

為替換算調整勘定 55 28

退職給付に係る調整累計額 363 356

その他の包括利益累計額合計 2,135 2,290

純資産合計 52,346 50,846

負債純資産合計 83,374 82,107
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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29年４月１日
　至　平成29年９月30日)

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

売上高 53,085 49,882

売上原価 35,164 33,376

売上総利益 17,921 16,506

販売費及び一般管理費 ※ 17,320 ※ 17,666

営業利益又は営業損失（△） 601 △1,159

営業外収益   

受取利息 6 8

受取配当金 64 68

仕入割引 137 134

その他 88 93

営業外収益合計 296 305

営業外費用   

支払利息 18 13

売上割引 230 204

その他 21 22

営業外費用合計 271 240

経常利益又は経常損失（△） 626 △1,095

特別利益   

固定資産売却益 － 0

補助金収入 171 －

その他 － 0

特別利益合計 171 0

特別損失   

固定資産除売却損 18 71

投資有価証券評価損 35 －

退職特別加算金 － 6

固定資産圧縮損 125 －

減損損失 16 1

その他 － 11

特別損失合計 196 90

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期

純損失（△）
601 △1,185

法人税等 285 101

四半期純利益又は四半期純損失（△） 316 △1,286

親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主

に帰属する四半期純損失（△）
316 △1,286
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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29年４月１日
　至　平成29年９月30日)

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

四半期純利益又は四半期純損失（△） 316 △1,286

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 429 188

為替換算調整勘定 △12 △26

退職給付に係る調整額 26 △6

その他の包括利益合計 442 155

四半期包括利益 758 △1,131

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 758 △1,131

非支配株主に係る四半期包括利益 － －
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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29年４月１日
　至　平成29年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成30年４月１日
　至　平成30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又は税金等調整前四半

期純損失（△）
601 △1,185

減価償却費 1,703 1,816

賞与引当金の増減額（△は減少） 28 44

売上債権の増減額（△は増加） △94 1,918

たな卸資産の増減額（△は増加） △945 △1,755

仕入債務の増減額（△は減少） 582 798

未払金の増減額（△は減少） 177 △77

固定資産圧縮損 125 －

補助金収入 △171 －

その他 △399 △442

小計 1,608 1,116

利息及び配当金の受取額 70 76

利息の支払額 △16 △15

法人税等の支払額 △354 △161

法人税等の還付額 9 63

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,317 1,079

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △869 △722

有形固定資産の売却による収入 0 0

無形固定資産の取得による支出 △435 △578

投資有価証券の取得による支出 △502 △323

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による

収入
33 －

その他 9 △11

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,763 △1,636

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） 1,800 △1,910

長期借入れによる収入 － 2,500

長期借入金の返済による支出 △1,799 △1,766

自己株式の取得による支出 △0 △0

自己株式の売却による収入 0 0

配当金の支払額 △368 △368

その他 △95 △103

財務活動によるキャッシュ・フロー △463 △1,648

現金及び現金同等物に係る換算差額 △13 △23

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △922 △2,228

現金及び現金同等物の期首残高 21,896 20,206

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※ 20,973 ※ 17,978
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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）

（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、税引前四半期純損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。

なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。

 

（追加情報）

（「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用）

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年２月16日）等を第１四半期連

結会計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負

債の区分に表示しております。

 

（四半期連結貸借対照表関係）

　１ 保証債務

 従業員の金融機関からの借入金に対する保証債務は、次の通りであります。

前連結会計年度
（平成30年３月31日）

当第２四半期連結会計期間
（平成30年９月30日）

従業員 26百万円 従業員 21百万円

 

　２ 受取手形裏書譲渡高

 
前連結会計年度

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

受取手形裏書譲渡高 1,280百万円 1,115百万円

 

※３　四半期連結会計期間末日満期手形等

　四半期連結会計期間末日満期手形等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

形等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30年３月31日）
当第２四半期連結会計期間
（平成30年９月30日）

受取手形 193百万円 104百万円

電子記録債権 513 391
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（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、次の通りであります。

 
　前第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）

　当第２四半期連結累計期間
（自 平成30年４月１日

　　至 平成30年９月30日）

運賃荷造費・倉庫料 3,263百万円 3,174百万円

広告宣伝費及び販売促進費 884 1,463

給与手当・賞与 4,847 4,832

賞与引当金繰入額 732 723

退職給付費用 255 225

減価償却費 906 930

貸倒引当金繰入額 △6 －

株式給付引当金繰入額 17 15
  
 

 

 

（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、次の

通りであります。

 
前第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）

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

現金及び預金勘定 20,473百万円 17,478百万円

有価証券勘定 1,498 998

償還までの期間が３か月を超える債券等 △998 △498

現金及び現金同等物 20,973 17,978
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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 368 10  平成29年３月31日  平成29年６月29日 利益剰余金

（注）平成29年６月28日定時株主総会決議による配当金の総額には、「株式付与ＥＳＯＰ信託口」が所有する

当社株式に対する配当金２百万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

末後となるもの

（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11月７日　

取締役会
普通株式 368 10  平成29年９月30日  平成29年12月１日 利益剰余金

（注）平成29年11月７日取締役会決議による配当金の総額には、「株式付与ＥＳＯＰ信託口」が所有する当社

株式に対する配当金２百万円が含まれております。

 

３．株主資本の金額の著しい変動

当社は、平成29年５月９日開催の取締役会決議に基づき、平成29年５月31日付で、自己株式4,500,000株の

消却を実施いたしました。この結果、当第２四半期連結累計期間において利益剰余金及び自己株式がそれぞれ

3,426百万円減少しております。

 

Ⅱ　当第２四半期連結累計期間（自平成30年４月１日至平成30年９月30日）

１．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30年６月27日

定時株主総会
普通株式 368 10  平成30年３月31日  平成30年６月28日 利益剰余金

（注）平成30年６月27日定時株主総会決議による配当金の総額には、「株式付与ＥＳＯＰ信託口」が所有する

当社株式に対する配当金２百万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

末後となるもの

（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30年11月６日　

取締役会
普通株式 368 10  平成30年９月30日  平成30年12月３日 利益剰余金

（注）平成30年11月６日取締役会決議による配当金の総額には、「株式付与ＥＳＯＰ信託口」が所有する当社

株式に対する配当金２百万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】

当社グループは、住宅及び店舗・事業所用設備機器関連事業とその他事業を行っておりますが、報告セグメン

トは単一セグメントであり、重要性が乏しいため、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又は１株当たり四半期純損失及び算定上の基礎は、以下の通りであります。

 
前第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）

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

１株当たり四半期純利益又は１株当たり四半期純損

失（△）
８円64銭 △35円16銭

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株

主に帰属する四半期純損失（△）（百万円）
316 △1,286

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

益又は親会社株主に帰属する四半期純損失（△）

（百万円）

316 △1,286

普通株式の期中平均株式数（千株） 36,593 36,597

（注）１．前第２四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないた

め記載しておりません。

２．当第２四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、１株当たり四半期純損失

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。

３．普通株式の期中平均株式数については、自己名義所有株式分を控除する他、「株式付与ＥＳＯＰ信託口」が

所有する当社株式（前第２四半期連結累計期間　298千株、当第２四半期連結累計期間　294千株）を控除し

て算定しております。

 

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

 

２【その他】

平成30年11月６日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次の通り決議いたしました。

(イ）配当金の総額………………………………………368百万円

(ロ）１株当たりの金額…………………………………10円00銭

(ハ）支払請求の効力発生日及び支払開始日…………平成30年12月３日

（注）１．平成30年９月30日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行います。

２．配当金の総額には、「株式付与ＥＳＯＰ信託口」が所有する当社株式に対する配当金２百万円が含まれて

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30年11月14日

クリナップ株式会社

取締役会　御中

 

仰星監査法人

 

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 川﨑　浩　　　印

 

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 小川　聡　　　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」に掲げられているクリナップ株式

会社の平成30年４月１日から平成31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30年７月１日から平

成30年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成30年４月１日から平成30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、クリナップ株式会社及び連結子会社の平成30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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