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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69期

第２四半期
連結累計期間

第70期
第２四半期
連結累計期間

第69期

会計期間
自2021年４月１日
至2021年９月30日

自2022年４月１日
至2022年９月30日

自2021年４月１日
至2022年３月31日

売上高 （百万円） 54,937 61,310 113,305

経常利益 （百万円） 2,410 2,032 4,261

親会社株主に帰属する四半期

（当期）純利益
（百万円） 1,552 1,334 3,155

四半期包括利益又は包括利益 （百万円） 1,706 1,361 2,665

純資産額 （百万円） 54,046 55,517 54,636

総資産額 （百万円） 85,023 87,713 85,289

１株当たり四半期（当期）純利

益
（円） 42.07 36.17 85.55

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 （％） 63.6 63.3 64.1

営業活動によるキャッシュ・フ

ロー
（百万円） 2,904 763 5,783

投資活動によるキャッシュ・フ

ロー
（百万円） △870 △1,406 △2,622

財務活動によるキャッシュ・フ

ロー
（百万円） △2,021 △1,103 △3,639

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高
（百万円） 22,436 20,359 21,986

 

回次
第69期

第２四半期
連結会計期間

第70期
第２四半期
連結会計期間

会計期間
自2021年７月１日
至2021年９月30日

自2022年７月１日
至2022年９月30日

１株当たり四半期純利益 （円） 21.67 22.94

（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．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。

 

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。

 

(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、新型コロナワクチン接種も進捗し、社会的抑制が徐々に緩和され

経済活動は正常化に向かうものと思われましたが、急激な為替変動や不安定な国際情勢などにより、依然として先行き

不透明な状況で推移しております。

住宅設備機器業界におきましては、巣篭もり需要による住環境の充実に対する意識の高まりから、リフォーム需要が

堅調に推移した一方、原材料／資材の供給不足や価格高騰の影響もあり、厳しい経営環境が続いております。

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、2021年中期経営計画（2021-2023年

度）の２年目にあたり「持続的な成長」に向けた企業価値向上に努めてまいりました。

商品面では、2022年２月に「理想の暮らしをがんばらずに」のコンセプトの下、モデルチェンジしました主力のシス

テムキッチン「ＳＴＥＤＩＡ（ステディア）」を中心に、付加価値の高い商品を市場に提供してまいりました。また、

商品価格におきましては、原材料／資材の高騰に対応するため2022年９月より改定を行いました。

販売面では、全国102ヶ所のショールームにおいて、事前来場予約の促進、感染防止策の徹底など、安心・安全に商

品を体感できるよう努めつつ、自宅などから直接相談できる「オンライン相談」やショールーム見学が疑似体験できる

「オンラインショールーム」などのＷＥＢコンテンツの提供に取り組んでまいりました。また、当社のホームページ上

で商品のカラーコーディネートを簡単にお試しできる「ＷＥＢカラーシミュレーション」サービスの認知拡大とブラン

ド力向上を目的に、2022年７月からＳＮＳ「Ｉｎｓｔａｇｒａｍ」による『夢のキッチン投稿キャンペーン』を行い、

需要の拡充、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。

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、厨房部門は前年同期比12.1％増の49,053百万円、浴槽・洗

面部門は前年同期比4.2％増の8,092百万円となりました。

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11.6％増の61,310百万円となりました。利益面で

は、原材料やエネルギーの価格高騰などの影響により売上原価が大幅に上昇し、営業利益は同18.9％減の1,757百万

円、経常利益は同15.7％減の2,032百万円、親会社株主に帰属する四半期純利益は同14.0％減の1,334百万円となりまし

た。

 

（資産の部）

当第２四半期連結会計期間末の資産合計は87,713百万円となり、前連結会計年度末に比べ2,423百万円増加いたしま

した。流動資産は56,693百万円となり、2,457百万円増加いたしました。これは受取手形、売掛金及び契約資産が

2,291百万円、電子記録債権が1,019百万円、商品及び製品が572百万円増加した一方、現金及び預金が1,627百万円減

少したこと等によります。固定資産は31,019百万円となり33百万円減少いたしました。これは有形固定資産が261百万

円減少した一方、無形固定資産が209百万円、投資その他の資産が18百万円増加したことによります。

（負債の部）

当第２四半期連結会計期間末の負債合計は32,196百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,542百万円増加いたしま

した。流動負債は28,216百万円となり、1,839百万円増加いたしました。これは買掛金が918百万円、電子記録債務が

976百万円増加したこと等によります。固定負債は3,979百万円となり297百万円減少いたしました。これは長期借入金

が334百万円減少したこと等によります。

（純資産の部）

当第２四半期連結会計期間末の純資産合計は55,517百万円となり、前連結会計年度末に比べ881百万円増加いたしま

した。これは親会社株主に帰属する四半期純利益が1,334百万円、配当金の支払が479百万円、その他有価証券評価差額

金の減少が69百万円あったこと等によります。この結果、自己資本比率は、前連結会計年度末の64.1％から63.3％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1,627

百万円（7.4％）減少して20,359百万円となりました。

（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763百万円（前年同期比73.7％減）となりま

した。これは税金等調整前四半期純利益が2,006百万円、減価償却費が1,574百万円、仕入債務の増加が1,891百万円

あった一方、売上債権の増加が2,944百万円、棚卸資産の増加が736百万円、法人税等の支払が799百万円あったこと

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1,406百万円（前年同期比61.6％増）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626百万円、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771百万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1,103百万円（前年同期比45.4％減）となり

ました。これは長期借入金の返済による支出が997百万円、配当金の支払が479百万円あった一方、短期借入金の純増

が500百万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) 優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

当第２四半期連結累計期間において、当社グループが優先的に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。

 

(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、568百万円であります。

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80.0％、前連結会計年度

80.6％となっております。リフォーム需要は堅調に推移しているものの、原材料／資材の供給不足や価格高騰が続く

先行き不透明な経営環境の中、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2,141百万円減少し、

763百万円となりました。

投資活動の結果使用した資金は、前年同期に比べ535百万円増加し、1,406百万円となりました。

財務活動の結果使用した資金は、前年同期に比べ917百万円減少し、1,103百万円となりました。

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1,627百万円減少し、20,359百万円と

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）
　（2022年９月30日）

提出日現在発行数（株）
（2022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

プライム市場

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）

2022年７月１日～

2022年９月30日
－ 37,442,374 － 13,267 － 12,351
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(5)【大株主の状況】

  2022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 2,542 6.89

 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 2,155 5.84

 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 2,141 5.80

 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

 クリナップ社員持株会  東京都荒川区西日暮里６丁目22番22号 1,755 4.75

 株式会社日本カストディ銀行  東京都中央区晴海１丁目８番12号 913 2.47

 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

 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

 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）

675 1.83

計 － 22,073 59.83

（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、次のとおりであります。

株式会社日本カストディ銀行

信託口　　　　　　　　   886千株

年金特金口　　　　　　　  14千株

年金信託口　　　　　　　  12千株
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(6)【議決権の状況】

①【発行済株式】

    2022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 551,300 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 36,872,100 368,721 －

単元未満株式 普通株式 18,974 － －

発行済株式総数  37,442,374 － －

総株主の議決権  － 368,721 －

（注）「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式 44株が含まれております。

 

②【自己株式等】

    2022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
551,300 － 551,300 1.47

計 － 551,300 － 551,300 1.47

 

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（2022年７月１日から2022

年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（2022年４月１日から2022年９月30日まで）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
(2022年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2022年９月30日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 21,486 19,859

受取手形、売掛金及び契約資産 14,467 16,759

電子記録債権 13,275 14,295

有価証券 1,298 1,294

商品及び製品 1,310 1,883

仕掛品 167 200

原材料及び貯蔵品 1,215 1,289

その他 1,012 1,109

流動資産合計 54,236 56,693

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 7,206 7,036

その他（純額） 12,959 12,867

有形固定資産合計 20,166 19,904

無形固定資産 3,255 3,465

投資その他の資産   

投資有価証券 4,663 4,585

退職給付に係る資産 272 384

その他 2,813 2,797

貸倒引当金 △117 △116

投資その他の資産合計 7,631 7,650

固定資産合計 31,053 31,019

資産合計 85,289 87,713
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  （単位：百万円）

 
前連結会計年度
(2022年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2022年９月30日)

負債の部   

流動負債   

買掛金 7,150 8,069

電子記録債務 7,109 8,086

短期借入金 3,494 3,332

未払金 4,855 4,721

未払法人税等 924 789

契約負債 700 1,064

賞与引当金 1,194 1,233

製品保証引当金 80 63

資産除去債務 5 7

その他 860 849

流動負債合計 26,376 28,216

固定負債   

長期借入金 334 －

役員退職慰労引当金 416 416

資産除去債務 412 421

その他 3,113 3,141

固定負債合計 4,277 3,979

負債合計 30,653 32,196

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 27,934 28,789

自己株式 △419 △419

株主資本合計 53,133 53,988

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 1,491 1,421

為替換算調整勘定 94 219

退職給付に係る調整累計額 △83 △112

その他の包括利益累計額合計 1,502 1,529

純資産合計 54,636 55,517

負債純資産合計 85,289 87,713
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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　2021年４月１日
　至　2021年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　2022年４月１日
　至　2022年９月30日)

売上高 54,937 61,310

売上原価 36,001 41,416

売上総利益 18,936 19,893

販売費及び一般管理費 ※ 16,769 ※ 18,136

営業利益 2,166 1,757

営業外収益   

受取利息 6 8

受取配当金 72 80

仕入割引 146 159

その他 64 86

営業外収益合計 290 335

営業外費用   

支払利息 15 10

その他 30 49

営業外費用合計 46 60

経常利益 2,410 2,032

特別利益   

固定資産売却益 0 0

雇用調整助成金 9 －

特別利益合計 10 0

特別損失   

固定資産除売却損 18 24

減損損失 12 1

新型コロナウイルス感染症による損失 9 －

特別損失合計 41 26

税金等調整前四半期純利益 2,379 2,006

法人税等 827 672

四半期純利益 1,552 1,334

親会社株主に帰属する四半期純利益 1,552 1,334
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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　2021年４月１日
　至　2021年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　2022年４月１日
　至　2022年９月30日)

四半期純利益 1,552 1,334

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 132 △69

為替換算調整勘定 56 124

退職給付に係る調整額 △34 △28

その他の包括利益合計 154 26

四半期包括利益 1,706 1,361

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 1,706 1,361

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　2021年４月１日
　至　2021年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　2022年４月１日
　至　2022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 2,379 2,006

減価償却費 1,419 1,574

雇用調整助成金 △9 －

新型コロナウイルス感染症による損失 9 －

賞与引当金の増減額（△は減少） 46 38

売上債権の増減額（△は増加） 197 △2,944

棚卸資産の増減額（△は増加） △658 △736

仕入債務の増減額（△は減少） 973 1,891

未払金の増減額（△は減少） △233 82

その他 △793 △429

小計 3,332 1,482

利息及び配当金の受取額 80 90

利息の支払額 △15 △10

雇用調整助成金の受取額 6 －

新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 △9 －

法人税等の支払額 △489 △799

法人税等の還付額 － 0

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,904 763

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 △807 △626

有形固定資産の売却による収入 17 0

無形固定資産の取得による支出 △572 △771

投資有価証券の取得による支出 △2 △3

投資有価証券の償還による収入 500 －

その他 △5 △5

投資活動によるキャッシュ・フロー △870 △1,406

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） － 500

長期借入金の返済による支出 △1,559 △997

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 △368 △479

その他 △92 △127

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,021 △1,103

現金及び現金同等物に係る換算差額 61 120

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 74 △1,627

現金及び現金同等物の期首残高 22,361 21,986

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※ 22,436 ※ 20,359
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【注記事項】

（会計方針の変更）

（時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用）

「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2021年６月17日。以下「時価算

定会計基準適用指針」という。）を第１四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第

27-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたっ

て適用することといたしました。これによる四半期連結財務諸表への影響はありません。

 

（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）

（新型コロナウイルス感染症の影響に関する会計上の見積り）

前連結会計年度の有価証券報告書（2022年６月28日提出）に記載した新型コロナウイルス感染症の影響に関す

る会計上の見積りの仮定について、重要な変更はありません。

 

（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、次のとおりであります。

前連結会計年度
（2022年３月31日）

当第２四半期連結会計期間
（2022年９月30日）

従業員 12百万円 従業員 9百万円

 

　２ 受取手形裏書譲渡高

 
前連結会計年度

（2022年３月31日）
当第２四半期連結会計期間

（2022年９月30日）

受取手形裏書譲渡高 569百万円 676百万円

 

（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 2021年４月１日
　　至 2021年９月30日）

　当第２四半期連結累計期間
（自 2022年４月１日

　　至 2022年９月30日）

運賃荷造費・倉庫料 3,286百万円 3,817百万円

広告宣伝費及び販売促進費 688 836

給与手当・賞与 4,799 4,829

賞与引当金繰入額 793 770

退職給付費用 166 170

減価償却費 805 831

貸倒引当金繰入額 △0 △0
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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、次の

とおりであります。

 
前第２四半期連結累計期間
（自 2021年４月１日
至 2021年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自 2022年４月１日
至 2022年９月30日）

現金及び預金勘定 21,936百万円 19,859百万円

有価証券勘定 1,003 1,294

償還までの期間が３か月を超える債券等 △503 △794

現金及び現金同等物 22,436 20,359

 

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第２四半期連結累計期間（自2021年４月１日至2021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

2021年６月25日

定時株主総会
普通株式 368 10 2021年３月31日 2021年６月28日 利益剰余金

 

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

2021年11月５日

取締役会
普通株式 368 10 2021年９月30日 2021年12月１日 利益剰余金

 

Ⅱ　当第２四半期連結累計期間（自2022年４月１日至2022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

2022年６月28日

定時株主総会
普通株式 479 13 2022年３月31日 2022年６月29日 利益剰余金

 

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

2022年11月７日

取締役会
普通株式 479 13 2022年９月30日 2022年12月１日 利益剰余金
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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。

 

（収益認識関係）

顧客との契約から生じる収益を分解した情報

前第２四半期連結累計期間（自2021年４月１日至2021年９月30日）

（単位：百万円）

 事業部門

合計
 

住宅及び店舗・事業所用

設備機器関連
その他

一時点で移転される財

一定の期間にわたり移転される財

51,524

960

2,354

98

53,878

1,058

顧客との契約から生じる収益 52,484 2,453 54,937

その他の収益 － － －

外部顧客への売上高 52,484 2,453 54,937

（注）報告セグメントは単一セグメントであるため、事業部門別に記載をしております。

 

当第２四半期連結累計期間（自2022年４月１日至2022年９月30日）

（単位：百万円）

 事業部門

合計
 

住宅及び店舗・事業所用

設備機器関連
その他

一時点で移転される財

一定の期間にわたり移転される財

57,176

1,684

2,379

69

59,556

1,754

顧客との契約から生じる収益 58,861 2,449 61,310

その他の収益 － － －

外部顧客への売上高 58,861 2,449 61,310

（注）報告セグメントは単一セグメントであるため、事業部門別に記載をしております。
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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　2021年４月１日
至　2021年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自　2022年４月１日
至　2022年９月30日）

１株当たり四半期純利益 42円07銭 36円17銭

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する四半期純利益（百万円） 1,552 1,334

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（百万円）
1,552 1,334

普通株式の期中平均株式数（千株） 36,891 36,891

（注）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。

 

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

 

２【その他】

2022年11月７日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。

(イ）配当金の総額………………………………………479百万円

(ロ）１株当たりの金額…………………………………13円00銭

(ハ）支払請求の効力発生日及び支払開始日…………2022年12月１日

（注）2022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。
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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。

 

EDINET提出書類

クリナップ株式会社(E02406)

四半期報告書

18/20



 
 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

2022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

東京事務所

 

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 南　成人

 

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 春田　岳亜

 

監査人の結論

　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2022年４月１日から2023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（2022年７月１日から2022年９

月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（2022年４月１日から2022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。

　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2022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全ての重要な点において認められなかった。

 

監査人の結論の根拠

　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。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責

任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立し

ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。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。

 

四半期連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

　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。

　四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが適

切であるかどうかを評価し、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基づいて継続

企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任

　監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書にお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。

　監査人は、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従って、四半期レビューの過程を通じ

て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　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する質問、分析的手続その他の四半期レビュー

手続を実施する。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。
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・　継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認め

られると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、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、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかど

うか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書において

四半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期連結財務諸表の注記事項が

適切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人

の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業

として存続できなくなる可能性がある。

・　四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、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

基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期連結財務

諸表の表示、構成及び内容、並びに四半期連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさ

せる事項が認められないかどうかを評価する。

・　四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監査

人は、四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査

人の結論に対して責任を負う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要な

発見事項について報告を行う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並

びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを

講じている場合はその内容について報告を行う。

 

利害関係

　会社及び連結子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．上記の四半期レビュー報告書の原本は当社（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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