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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21期

第１四半期累計期間
第22期

第１四半期累計期間
第21期

会計期間
自 平成25年３月21日
至 平成25年６月20日

自 平成26年３月21日
至 平成26年６月20日

自 平成25年３月21日
至 平成26年３月20日

売上高 (千円) 656,907 562,794 2,733,082

経常利益 (千円) 122,826 89,804 526,979

四半期(当期)純利益 (千円) 72,442 53,493 318,020

持分法を適用した場合の
投資利益

(千円) 12,831 8,387 36,824

資本金 (千円) 557,000 557,000 557,000

発行済株式総数 (株) 14,710 1,471,000 1,471,000

純資産額 (千円) 3,023,146 3,256,147 3,268,634

総資産額 (千円) 3,409,595 3,753,019 3,706,239

１株当たり四半期
(当期)純利益金額

(円) 53.28 39.34 233.89

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額

(円) ― ― ―

１株当たり配当額 (円) ― ― 50

自己資本比率 (％) 88.7 86.8 88.2
 

(注) １　当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る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。

４　平成25年９月21日付にて普通株式１株を100株に分割する株式分割を行いましたが、第21期の期首に当該株

式分割が行われたと仮定し、１株当たり四半期(当期)純利益金額を算定しております。

 

２ 【事業の内容】

当第１四半期累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)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１四半期累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資

者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項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。

　なお、重要事象等は存在しておりません。

 

２ 【経営上の重要な契約等】

当第１四半期会計期間において、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】

(1)経営成績の分析

当第１四半期累計期間におけるわが国経済は、政府による経済対策や日銀による金融緩和策を背景に企業収益の

緩やかな改善が継続しております。しかし、消費税増税による個人消費の落ち込み懸念や、円安や世界各地で散発

する紛争問題に起因する原油を初めとした輸入原材料の価格の上昇による景気への悪影響が懸念され、先行き不透

明な状況も否めません。

　このような状況のなか、当社主力販売先である自動車産業界における設備投資の状況につきましては、国内市場

では堅調な景気回復基調にも後押しされ、設備投資計画はその実施タイミングに多少慎重な姿勢を見せつつも総じ

て拡大基調で推移しております。

　海外市場では堅調な経済状況である米国や、懸念材料も取り沙汰されつつも依然高い経済成長を示す中国市場を

中心に、前期に引き続き総じて堅調に推移しております。

　また、当社の製品開発におきましては全く新たなコンセプトで開発したコードレスハンドナットランナのリリー

スや、新たな拠点展開として、米国における販売・サービスメンテナンス力の強化のためケンタッキー州に現地法

人を開設するなど、市場によりインパクトを与える商品構成や営業力・サービスメンテナンス力のさらなる強化に

取り組んでまいりました。

その結果、当第１四半期累計期間は、売上高562百万円(前年同四半期比14.3％減)、営業利益84百万円(前年同四

半期比26.9％減)、経常利益89百万円(前年同四半期比26.9％減)、四半期純利益53百万円(前年同四半期比26.2％

減)となりました。

なお、当社製品は、ネジ締付装置、同部品及びネジ締付工具でありますので、単一セグメントとして市場環境を

判断しております。

 

(2)財政状態の分析

(資産の部)

当第１四半期会計期間末における資産合計は、3,753百万円と前事業年度末比46百万円の増加となりました。

　これは流動資産については、現金及び預金や仕掛品の増加があったものの、受取手形及び売掛金の減少などの影

響により2,860百万円と前事業年度末比12百万円の減少となり、固定資産については、892百万円と前事業年度末比

58百万円の増加となったことによるものです。

 

(負債の部)

当第１四半期会計期間末における負債合計は、496百万円と前事業年度末比59百万円の増加となりました。

　これは主に買掛金が107百万円増加した一方、未払法人税等が84百万円減少したことなどによるものです。

 

(純資産の部)

当第１四半期会計期間末における純資産合計は、3,256百万円と前事業年度末比12百万円の減少となりました。

　これは利益剰余金が14百万円減少したことなどによるものです。　　
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(3)事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期累計期間において、当社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。

 

(4)研究開発活動

当第１四半期累計期間の研究開発費の総額は、37百万円であります。

　なお、当第１四半期累計期間において、当社の研究開発活動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 5,000,000

計 5,000,000
 

 

② 【発行済株式】

 

種類
第１四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成26年６月20日)

提出日現在
発行数(株)

(平成26年８月１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 1,471,000 1,471,000
東京証券取引所
(マザーズ)

単元株式数は100株でありま
す。

計 1,471,000 1,471,000 ― ―
 

 

(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26年３月21日～
平成26年６月20日

─ 1,471,000 ─ 557,000 ─ 639,750
 

 

(6) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四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１四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26年３月20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26年３月20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　111,300
― ─

完全議決権株式(その他) 普通株式1,359,400 13,594 ─

単元未満株式 300 ― ─

発行済株式総数 1,471,000 ― ―

総株主の議決権 ― 13,594 ―
 

(注)　平成25年５月７日開催の取締役会決議により、平成25年９月21日付で１株を100株に分割するとともに単元株制

度を採用しております。

 

② 【自己株式等】

平成26年３月20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)
株式会社エスティック

大阪府守口市橋波東之町
２丁目５-９

111,300 ― 111,300 7.56

計 ― 111,300 ― 111,300 7.56
 

 

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ありません。
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第４ 【経理の状況】

 

１ 四半期財務諸表の作成方法について

当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第63

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１四半期会計期間(平成26年３月21日から平成26年

６月20日まで)及び第１四半期累計期間(平成26年３月21日から平成26年６月20日まで)に係る四半期財務諸表につい

て、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。

 

３ 四半期連結財務諸表について

「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)第５条第２項により、

当社では、子会社の資産、売上高、損益、利益剰余金及びキャッシュ・フローその他の項目からみて、当企業集団の

財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいものとし

て、四半期連結財務諸表は作成しておりません。
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１ 【四半期財務諸表】

(1) 【四半期貸借対照表】

           (単位：千円)

          
前事業年度

(平成26年３月20日)
当第１四半期会計期間
(平成26年６月20日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 1,120,237 1,176,577

  受取手形及び売掛金 1,160,083 957,802

  製品 74,826 108,785

  原材料 381,824 390,955

  仕掛品 72,577 133,350

  その他 69,455 96,274

  貸倒引当金 △6,525 △3,324

  流動資産合計 2,872,480 2,860,421

 固定資産   

  有形固定資産   

   土地 413,240 413,240

   その他（純額） 97,233 97,194

   有形固定資産合計 510,474 510,434

  無形固定資産 4,804 7,182

  投資その他の資産   

   その他 319,280 375,780

   貸倒引当金 △800 △800

   投資その他の資産合計 318,480 374,980

  固定資産合計 833,759 892,598

 資産合計 3,706,239 3,753,019

負債の部   

 流動負債   

  買掛金 99,658 206,913

  未払法人税等 121,470 37,181

  賞与引当金 27,519 9,017

  その他 79,282 133,453

  流動負債合計 327,929 386,565

 固定負債   

  退職給付引当金 109,675 110,306

  固定負債合計 109,675 110,306

 負債合計 437,604 496,871

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 557,000 557,000

  資本剰余金 639,750 639,750

  利益剰余金 2,288,356 2,273,865

  自己株式 △217,684 △217,684

  株主資本合計 3,267,421 3,252,930

 評価・換算差額等   

  その他有価証券評価差額金 1,212 3,217

  評価・換算差額等合計 1,212 3,217

 純資産合計 3,268,634 3,256,147

負債純資産合計 3,706,239 3,753,019
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(2) 【四半期損益計算書】

【第１四半期累計期間】

           (単位：千円)

          前第１四半期累計期間
(自 平成25年３月21日
　至 平成25年６月20日)

当第１四半期累計期間
(自 平成26年３月21日
　至 平成26年６月20日)

売上高 656,907 562,794

売上原価 423,943 348,115

売上総利益 232,963 214,678

販売費及び一般管理費 116,746 129,693

営業利益 116,217 84,985

営業外収益   

 受取利息 143 169

 受取配当金 39 49

 為替差益 4,090 -

 デリバティブ評価益 1,740 4,760

 その他 594 766

 営業外収益合計 6,608 5,745

営業外費用   

 為替差損 - 925

 営業外費用合計 - 925

経常利益 122,826 89,804

税引前四半期純利益 122,826 89,804

法人税、住民税及び事業税 48,687 37,581

法人税等調整額 1,695 △1,270

法人税等合計 50,383 36,311

四半期純利益 72,442 53,493
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【注記事項】

(継続企業の前提に関する事項)

該当事項はありません。

 

(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)

当第１四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。

　なお、第１四半期累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。

 

 
前第１四半期累計期間

(自 平成25年３月21日
至 平成25年６月20日)

当第１四半期累計期間
(自 平成26年３月21日
至 平成26年６月20日)

減価償却費 5,129千円      4,377千円
 

 

(株主資本等関係)

前第１四半期累計期間(自 平成25年３月21日 至　平成25年６月20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25年６月18日
定時株主総会

普通株式 67,985 5,000 平成25年３月20日 平成25年６月19日 利益剰余金

 

(注)　１株当たり配当額5,000円には、設立20周年記念配当500円を含んでおります。

 

２　基準日が当第１四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期会計期間の末日後となる

もの

　　　該当事項はありません。

 
当第１四半期累計期間(自 平成26年３月21日 至　平成26年６月20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26年６月18日
定時株主総会

普通株式 67,985 50 平成26年３月20日 平成26年６月19日 利益剰余金

 

 

２　基準日が当第１四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期会計期間の末日後となる

もの

　　　該当事項はありません。

 

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

当社は、ネジ締付装置、同部品及びネジ締付工具の製造・販売及び当社製品の修理・点検を主な事業とする単

一セグメントで事業活動を展開しているため、セグメント情報の記載を省略しております。
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(持分法損益等)

 

 
前事業年度

(平成26年３月20日)
当第１四半期会計期間
(平成26年６月20日)

関連会社に対する投資の金額       30,000千円     30,000千円

持分法を適用した場合の投資の
金額

      106,360 〃     110,197 〃
 

 

 
前第１四半期累計期間

(自 平成25年３月21日
至 平成25年６月20日)

当第１四半期累計期間
(自 平成26年３月21日
至 平成26年６月20日)

持分法を適用した場合の
投資利益の金額

12,831千円   8,387千円
 

 

(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１四半期累計期間

(自 平成25年３月21日
至 平成25年６月20日)

当第１四半期累計期間
(自 平成26年３月21日
至 平成26年６月20日)

１株当たり四半期純利益金額 53円28銭      39円34銭

(算定上の基礎)   

四半期純利益金額(千円) 72,442 53,493

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式に係る四半期純利益金額(千円) 72,442 53,493

普通株式の期中平均株式数(株) 1,359,700 1,359,700
 

(注) １　平成25年９月21日付にて普通株式１株を100株に分割する株式分割を行いましたが、前事業年度の期首に当

該株式分割が行われたと仮定し、１株当たり四半期純利益金額を算定しております。

２　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。

 

EDINET提出書類

株式会社エスティック(E01730)

四半期報告書

12/13



独立監査人の四半期レビュー報告書
 

平成26年８月１日

株式会社　エスティック

取締役会  御中

新日本有限責任監査法人
 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士   平　　岡　　義　　則   ㊞

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士   笹　　山　　直　　孝   ㊞

 

 

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」に掲げられている株式会社エス

ティックの平成26年３月21日から平成27年３月20日までの第22期事業年度の第１四半期会計期間(平成26年３月21日から

平成26年６月20日まで)及び第１四半期累計期間(平成26年３月21日から平成26年６月20日まで)に係る四半期財務諸表、

すなわち、四半期貸借対照表、四半期損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財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表

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

れる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社エスティックの平成26年６月20日現在の財政状態及び同日をもっ

て終了する第１四半期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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