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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23期

第３四半期
連結累計期間

会計期間
自 平成27年３月21日
至 平成27年12月20日

売上高 (千円) 2,516,533

経常利益 (千円) 536,483

四半期純利益 (千円) 342,354

四半期包括利益 (千円) 336,233

純資産額 (千円) 4,006,003

総資産額 (千円) 4,556,632

１株当たり四半期
純利益金額

(円) 251.79

潜在株式調整後１株当たり
四半期純利益金額

(円) ―

自己資本比率 (％) 87.6
 

　

回次
第23期

第３四半期
連結会計期間

会計期間
自 平成27年９月21日
至 平成27年12月20日

１株当たり四半期純利益金額 (円) 107.62
 

(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　当社は第１四半期連結会計期間より四半期連結財務諸表を作成しておりますので、前第３四半期連結累計期

間及び前連結会計年度の主要な経営指標等については、記載しておりません。

３　売上高には、消費税等は含まれておりません。

４　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。

 

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)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。

　なお、第１四半期連結会計期間より、重要性が増したことに伴いESTIC (THAILAND) CO.,LTD.及びESTIC AMERICA,

INC.を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、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】

(1)経営成績の分析

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、堅調な企業業績を背景に景気は緩やかな回復基調が続いてい

るものの、中国経済や新興国の景気鈍化と原油価格の下落による経済環境の不安定さにより世界経済の先行き不透

明感が増してきており、それらに起因する株価や為替のボラティリティが増大し、消費マインドの向上を阻害する

要因の一部になっております。

　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

では第２四半期に引き続き堅調な設備投資が継続しており、当面この状況は継続するものと推測されます。

　また、海外市場では中国市場において景気鈍化による慎重な設備投資姿勢がより一層強まり、タイ市場において

景気低迷により前年を下回る設備投資環境が継続しております。他方、米国市場においては堅調な経済環境を背景

に積極的な設備投資環境が続いており、メキシコ市場や韓国市場においては堅調な設備投資が継続しております。

その結果、当第３四半期連結累計期間は、売上高2,516百万円、営業利益495百万円、経常利益536百万円、四半期

純利益342百万円となりました。

　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。

(注) 当社は、第１四半期連結会計期間より四半期連結財務諸表を作成しているため、前年同四半期との比較は行っ

ておりません。

 

(2)財政状態の分析

当第３四半期連結会計期間末の資産は、4,556百万円となりました。主な内訳は、受取手形及び売掛金1,216百万

円、有形固定資産1,224百万円であります。

　当第３四半期連結会計期間末の負債は、550百万円となりました。主な内訳は、買掛金205百万円、退職給付に係

る負債135百万円であります。

　当第３四半期連結会計期間末の純資産は、4,006百万円となりました。

(注) 当社は、第１四半期連結会計期間より四半期連結財務諸表を作成しているため、前連結会計年度末との比較は

行っておりません。

 

(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３四半期連結累計期間の研究開発費の総額は、140百万円であります。

　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３四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成27年12月20日)

提出日現在
発行数(株)

(平成28年２月３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27年９月21日～
平成27年12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27年９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27年９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　1,359,200 13,592　 ─

単元未満株式 普通株式　　　　500 ― ─

発行済株式総数 1,471,000 ― ―

総株主の議決権 ― 13,592　 ―
 

 

② 【自己株式等】

平成27年９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、当四半期累計期間までの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。

なお、第１四半期連結会計期間より四半期連結財務諸表を作成しているため、比較情報は記載しておりません。

 

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27年９月21日から平成

27年12月20日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成27年３月21日から平成27年12月20日まで)に係る四半期連結財務

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。

 

 

 

 

EDINET提出書類

株式会社エスティック(E01730)

四半期報告書

 6/15



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)

          
当第３四半期連結会計期間

(平成27年12月20日)

資産の部  

 流動資産  

  現金及び預金 404,168

  受取手形及び売掛金 ※  1,216,809

  商品及び製品 252,350

  仕掛品 379,429

  原材料 510,458

  繰延税金資産 56,765

  その他 121,280

  貸倒引当金 △3,800

  流動資産合計 2,937,461

 固定資産  

  有形固定資産  

   土地 813,440

   その他（純額） 410,734

   有形固定資産合計 1,224,174

  無形固定資産 11,610

  投資その他の資産  

   繰延税金資産 40,008

   その他 344,177

   貸倒引当金 △800

   投資その他の資産合計 383,386

  固定資産合計 1,619,171

 資産合計 4,556,632
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          (単位：千円)

          
当第３四半期連結会計期間

(平成27年12月20日)

負債の部  

 流動負債  

  買掛金 205,312

  未払法人税等 90,510

  賞与引当金 9,433

  役員賞与引当金 16,000

  その他 88,234

  流動負債合計 409,491

 固定負債  

  退職給付に係る負債 135,610

  その他 5,527

  固定負債合計 141,137

 負債合計 550,629

純資産の部  

 株主資本  

  資本金 557,000

  資本剰余金 639,750

  利益剰余金 2,960,349

  自己株式 △217,815

  株主資本合計 3,939,284

 その他の包括利益累計額  

  その他有価証券評価差額金 9,563

  為替換算調整勘定 41,660

  その他の包括利益累計額合計 51,224

 少数株主持分 15,495

 純資産合計 4,006,003

負債純資産合計 4,556,632
 

 

 

 

 

EDINET提出書類

株式会社エスティック(E01730)

四半期報告書

 8/15



(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)

          当第３四半期連結累計期間
(自 平成27年３月21日
　至 平成27年12月20日)

売上高 2,516,533

売上原価 1,497,823

売上総利益 1,018,710

販売費及び一般管理費 522,977

営業利益 495,732

営業外収益  

 受取利息 1,312

 受取配当金 1,212

 為替差益 2,039

 デリバティブ償還益 2,120

 持分法による投資利益 32,798

 その他 1,405

 営業外収益合計 40,888

営業外費用  

 雑損失 138

 営業外費用合計 138

経常利益 536,483

税金等調整前四半期純利益 536,483

法人税、住民税及び事業税 181,221

法人税等調整額 16,594

法人税等合計 197,815

少数株主損益調整前四半期純利益 338,668

少数株主損失（△） △3,685

四半期純利益 342,354
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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)

          当第３四半期連結累計期間
(自 平成27年３月21日
　至 平成27年12月20日)

少数株主損益調整前四半期純利益 338,668

その他の包括利益  

 その他有価証券評価差額金 3,185

 為替換算調整勘定 △1,848

 持分法適用会社に対する持分相当額 △3,771

 その他の包括利益合計 △2,434

四半期包括利益 336,233

（内訳）  

 親会社株主に係る四半期包括利益 341,660

 少数株主に係る四半期包括利益 △5,426
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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)

　

当第３四半期連結累計期間
(自 平成27年３月21日 至 平成27年12月20日)

連結の範囲の重要な変更

第１四半期連結会計期間より、重要性が増したことに伴いESTIC (THAILAND) CO.,LTD.及びESTIC AMERICA,

INC.を連結の範囲に含めております。
 

 
(追加情報)

（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項）

当社は、第１四半期連結会計期間より四半期連結財務諸表を作成しております。四半期連結財務諸表作成の

ための基本となる重要な事項は以下のとおりであります。

　

１　連結の範囲に関する事項

連結子会社の数　　２社

連結子会社の名称　ESTIC (THAILAND) CO.,LTD. 、 ESTIC AMERICA, INC.

　

２　持分法の適用に関する事項

持分法を適用した関連会社の数　　１社

持分法を適用した関連会社の名称　SHANGHAI ESTIC CO.,LTD.

　

３　連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社であるESTIC (THAILAND) CO.,LTD.及びESTIC AMERICA, INC.の決算日は12月31日でありま

す。

　四半期連結財務諸表の作成に当たっては、これらの会社の当第３四半期累計期間（自 平成27年１月１日

至 平成27年９月30日）の四半期財務諸表を使用しております。

　ただし、10月１日から四半期連結決算日12月20日までの期間に発生した重要な取引については、連結上

必要な調整を行っております。

　

４　会計処理基準に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

①有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価

は、移動平均法により算定)

時価のないもの

移動平均法による原価法

　

②たな卸資産

商品

先入先出法による原価法

製品・仕掛品

見込生産品については移動平均法による原価法、受注生産品については個別法による原価法

原材料

移動平均法による原価法

(貸借対照表価額は、収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
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(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定率法によっております。(ただし、在外子会社は、定額法)

ただし、当社の平成10年４月１日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)については、定額法に

よっております。

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物　　　　　　　５年～31年

工具器具及び備品　２年～15年

②無形固定資産

自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間(主として５年)に基づく定額法によっ

ております。

　

(3) 重要な引当金の計上基準

①貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定

の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

②賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額の当四半期連結累計期間負担額を計上

しております。

③役員賞与引当金

役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額の当四半期連結累計期間負担額を計上し

ております。

　

(4) 退職給付に係る会計処理の方法

当社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退

職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。

　

(5) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、四半期連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益とし

て処理しております。

　なお、在外子会社の資産及び負債は、四半期決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益及び費

用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定及び少数株主

持分に含めております。

　

(6) キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

手許現金、要求払預金及び取得日から３ヶ月以内に満期日の到来する流動性の高い、容易に換金可能

であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない短期的な投資としております。

　

(7) その他四半期連結財務諸表作成のための重要な事項

消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。

　

(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決済処理しております。

なお、当第３四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。

 

 
当第３四半期連結会計期間

(平成27年12月20日)

受取手形 11,985千円
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(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(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。

 

 
当第３四半期連結累計期間
(自 平成27年３月21日
至 平成27年12月20日)

減価償却費 35,997千円
 

　

(株主資本等関係)

当第３四半期連結累計期間(自 平成27年３月21日 至 平成27年12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27年６月17日
定時株主総会

普通株式 74,783 55 平成27年３月20日 平成27年６月18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。

　

(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。

　

(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
当第３四半期連結累計期間
(自 平成27年３月21日
至 平成27年12月20日)

１株当たり四半期純利益金額 251円79銭

(算定上の基礎)  

四半期純利益金額(千円) 342,354

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) 342,354

普通株式の期中平均株式数(株) 1,359,695
 

(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28年２月３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   中　　川　　一　　之   ㊞

 

 

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27年３月21日から平成28年３月20日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間(平成27年９月21日か

ら平成27年12月20日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成27年３月21から平成27年12月20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、株式会社エスティック及び連結子会社の平成27年12月20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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