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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９期

第２四半期
連結累計期間

第10期
第２四半期
連結累計期間

第９期

会計期間
自 平成26年４月１日
至 平成26年９月30日

自 平成27年４月１日
至 平成27年９月30日

自 平成26年４月１日
至 平成27年３月31日

売上高 (百万円) 91,454 100,774 185,750

経常利益 (百万円) 1,753 570 1,659

親会社株主に帰属する
四半期(当期)純利益

(百万円) 417 116 292

四半期包括利益又は包括利益 (百万円) 1,777 △1,295 6,872

純資産額 (百万円) 63,747 66,666 68,613

総資産額 (百万円) 167,317 187,137 192,777

１株当たり四半期(当期)純利益金額 (円) 14.72 4.10 10.30

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 (％) 32.7 31.0 30.8

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 9,301 12,738 9,027

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △16,883 △11,030 △31,093

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 6,975 △2,423 20,980

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(百万円) 5,174 4,163 5,015
 

　

回次
第９期

第２四半期
連結会計期間

第10期
第２四半期
連結会計期間

会計期間
自 平成26年７月１日
至 平成26年９月30日

自 平成27年７月１日
至 平成27年９月30日

１株当たり四半期純利益金額 (円) 10.28 7.36
 

 
 

(注) 1.　売上高には、消費税等は含まれておりません。

2.　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。

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.　「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年９月13日)等を適用し、第１四半期連結累計

期間より、「四半期(当期)純利益」を「親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益」としております。
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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、連結子会社及び関連会社)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２四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。

　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。

 

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) 業績の状況

当第２四半期連結累計期間における当社グループを取り巻く経営環境は、米国では景気の回復が持続した一方

で、中国では経済成長が鈍化傾向にありました。日本では個人消費や企業の設備投資が底堅く推移しましたが、

中国景気の減速懸念もあって夏を境に日経平均株価は乱高下しました。

自動車業界においては、北米が好調な自動車販売を維持しましたが、消費税や軽自動車の増税の影響が残る日

本や、景気回復の動きが鈍いタイでは低調な販売状況が続いており、中国の自動車需要にも弱い動きが見られ始

めました。

以上のような環境下、当社グループは、第４次中期事業計画の経営方針である「全世界の競合他社を凌駕する

競争力と技術力で、お客様ニーズに最大限にお応えする」に沿って、これまでに培ってきた技術力やグローバル

展開を活かし、取引先開拓をはじめとする受注拡大に努めてまいりました。

そのような中での当第２四半期連結累計期間の経営成績は、当社グループの自動車フレームの生産量は、北米

やタイ、インドで増加したものの日本で落ち込み、全体でも前年同四半期を下回りましたが、為替相場の円安に

よる為替換算上の影響もあり売上高は1,007億74百万円(前年同四半期比10.2％増)となりました。利益面では、

日本の生産減少に加え、減価償却費の増加影響等により営業利益は10億13百万円(同46.4％減)、営業外収益に

ユー ワイ ティ リミテッドの事業譲渡に伴う債務保証損失引当金戻入額を計上する一方で支払利息の増加や為

替差損の発生により営業外費用が増加したこともあり経常利益は５億70百万円(同67.5％減)、特別利益にヒラタ

ヤチヨ リーシング リミテッドの株式譲渡などに伴う有価証券売却益を計上しておりますが、親会社株主に帰属

する四半期純利益は１億16百万円(同72.1％減)となりました。

　

セグメントの業績につきましては、次のとおりであります。

①日本

主力得意先向けの自動車フレームの生産量が前年同四半期に比べて減少したことから売上高223億12百万円(前

年同四半期比14.4％減)となり、在外子会社からの配当金の受取りや債務保証損失引当金戻入額の計上がありま

したが売上減少の影響を主因に経常損失31百万円(前年同四半期は経常利益１億50百万円)となりました。

　

②欧州・北米

主力得意先向けの自動車フレームの生産量が前年同四半期に比べ増加したことや為替換算上の影響があり売上

高は531億44百万円(前年同四半期比25.4％増)となり、持分法による投資損失が前年同四半期に比べ改善したも

のの減価償却費の増加影響もあり経常利益は12億38百万円(同22.0％減)となりました。

　

③中国

主力得意先向けの自動車フレームの生産量が前年同四半期に比べてやや減少したことを主因に売上高は167億

39百万円(前年同四半期比0.3％減)となり、減価償却費の増加影響もあり経常利益は３億91百万円(同58.6％減)

となりました。
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④アジア・大洋州

主力得意先向けの自動車フレームの生産量が前年同四半期に比べて増加したことから売上高は138億98百万円

(前年同四半期比20.5％増)となりましたが、減価償却費の増加影響もあり経常損失５億59百万円(前年同四半期

は経常損失７億46百万円)となりました。

　

(2) 財政状態の分析

当第２四半期連結会計期間末における連結財政状態は、前連結会計年度末に比べて現金及び預金、たな卸資産

の減少から流動資産合計が減少し、また、有形固定資産の新規取得があった一方、減価償却の進行と為替換算上

の影響から有形固定資産合計が減少しました。これらの結果、資産合計は1,871億37百万円(前連結会計年度末比

56億40百万円減)となりました。

負債合計は、支払手形及び買掛金、短期借入金が減少したことなどにより1,204億70百万円(同36億93百万円

減)となりました。

純資産合計は、その他の包括利益累計額合計が減少したことなどにより666億66百万円(同19億46百万円減)と

なりました。自己資本比率は31.0％(同0.2ポイントのプラス)となりました。

　

(3) キャッシュ・フローの状況の分析

当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、たな卸資産の減少や減価

償却費、長期借入れによる収入などの資金の増加がありましたが、売上債権の増加や仕入債務の減少、有形固定

資産の取得による支出、短期借入金の減少や長期借入金の返済などによって41億63百万円(前年同四半期比10億

10百万円減)となりました。

　

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動の結果得られた資金は、売上債権の増加や仕入債務の減少がありましたが、たな卸資産の減少や減価

償却費などによって前年同四半期と比べて34億37百万円(37.0％)増加の127億38百万円となりました。

　

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動の結果支出した資金は、有形固定資産の取得による支出などによって前年同四半期と比べて58億52百

万円(34.7％)減少の110億30百万円となりました。

　

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動の結果支出した資金は、長期借入れによる収入がありましたが、短期借入金の減少や長期借入金の返

済による支出などにより24億23百万円(前年同四半期は69億75百万円の収入)となりました。
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(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。

 

(5) 研究開発活動

当第２四半期連結累計期間の研究開発費の総額は７億55百万円であります。

　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) 生産、受注及び販売実績

当第２四半期連結累計期間において、アジア・大洋州の生産、受注及び販売実績が著しく変動しております。

その内容などについては「(１)業績の状況」をご覧下さい。
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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 63,000,000

計 63,000,000
 

 

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27年９月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成27年11月11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 28,392,830 28,392,830
東京証券取引所
ＪＡＳＤＡＱ
(スタンダード)

単元株式数は100株であり
ます。

計 28,392,830 28,392,830 ― ―
 

 

(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
(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27年９月30日 ― 28,392,830 ― 4,366 ― 13,363
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(6) 【大株主の状況】

  平成27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
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

本田技研工業株式会社 東京都港区南青山２丁目１－１ 6,055 21.33

CGML PB CLIENT ACCOUNT/
COLLATERAL
(常任代理人 シティバンク銀行
株式会社)

CITIGROUP CENTRE, CANADA SQUARE,
CANARY WHARF,LONDON E14 ５LB
(東京都新宿区新宿６丁目27－30)

1,526 5.38

エイチワン従業員持株会 埼玉県さいたま市大宮区桜木町１丁目11－５ 1,144 4.03

中　條　祐　子 東京都目黒区 781 2.75

株式会社埼玉りそな銀行 埼玉県さいたま市浦和区常盤７丁目４－１ 780 2.75

氏　家　祥　子 東京都国立市 776 2.73

ＪＦＥ商事株式会社 大阪府大阪市北区堂島１丁目６－20 727 2.56

宮　本　陶　子 埼玉県川越市 726 2.56

日本トラスティ・サービス信託
銀行株式会社(信託口４)

東京都中央区晴海１丁目８－11 720 2.54

日本トラスティ・サービス信託
銀行株式会社(信託口)

東京都中央区晴海１丁目８－11 527 1.86

計 ― 13,765 48.48
 

 
 

(注)　平成27年８月７日付で公衆の縦覧に供されている大量保有に係る変更報告書において、シンプレクス・アセッ

ト・マネジメント株式会社が平成27年７月31日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当

社として当第２四半期会計期間末における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含め

ておりません。

　　 　なお、当該報告書の内容は以下のとおりであります。

氏名又は名称 住所 所有株式数(千株)
発行済株式総数に対する所
有株式数の割合(％)

シンプレクス・アセット・
マネジメント株式会社

東京都千代田区丸の内一丁
目５番１号

1,887 6.65
 

 

(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

   平成27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)
(自己保有株式)

普通株式      1,100
― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式 28,376,100 283,761 ―

単元未満株式 普通株式 　  15,630 ― ―

発行済株式総数 28,392,830 ― ―

総株主の議決権 ― 283,761 ―
 

 
 

(注) 「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が1,200株含まれております。また、「議

決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数12個が含まれております。
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② 【自己株式等】

  平成27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(％)

株式会社エイチワン
埼玉県さいたま市大宮区
桜木町一丁目11番地５

1,100 ― 1,100 0.00

計 ― 1,100 ― 1,100 0.00
 

 

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(平成27年７月１日から平成

27年９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成27年４月１日から平成27年９月30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り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27年３月31日)
当第２四半期連結会計期間

(平成27年９月30日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 5,015 4,163

  受取手形及び売掛金 33,811 33,958

  たな卸資産 ※1  21,569 ※1  19,700

  繰延税金資産 1,290 1,259

  その他 4,675 5,155

  流動資産合計 66,362 64,237

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物及び構築物（純額） 23,225 22,643

   機械装置及び運搬具（純額） 42,607 39,649

   工具、器具及び備品（純額） 29,025 24,312

   土地 8,524 8,369

   建設仮勘定 14,018 19,178

   有形固定資産合計 117,400 114,154

  無形固定資産   

   ソフトウエア 205 231

   その他 18 19

   無形固定資産合計 223 250

  投資その他の資産   

   投資有価証券 5,897 5,728

   長期貸付金 1,407 1,259

   退職給付に係る資産 14 109

   繰延税金資産 641 562

   その他 943 951

   貸倒引当金 △114 △117

   投資その他の資産合計 8,791 8,494

  固定資産合計 126,415 122,899

 資産合計 192,777 187,137
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           (単位：百万円)

          
前連結会計年度

(平成27年３月31日)
当第２四半期連結会計期間

(平成27年９月30日)

負債の部   

 流動負債   

  支払手形及び買掛金 26,017 24,969

  短期借入金 17,009 14,554

  1年内返済予定の長期借入金 14,207 15,640

  リース債務 26 21

  未払金 5,350 4,778

  未払法人税等 233 183

  賞与引当金 1,107 1,095

  設備関係支払手形 125 273

  その他 4,949 5,841

  流動負債合計 69,027 67,357

 固定負債   

  長期借入金 43,747 42,170

  リース債務 2,580 2,289

  繰延税金負債 982 729

  役員退職慰労引当金 258 258

  債務保証損失引当金 445 -

  退職給付に係る負債 6,830 7,367

  その他 292 298

  固定負債合計 55,136 53,113

 負債合計 124,164 120,470

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 4,366 4,366

  資本剰余金 13,459 13,459

  利益剰余金 33,108 32,912

  自己株式 △0 △0

  株主資本合計 50,933 50,738

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 1,348 959

  為替換算調整勘定 7,945 7,271

  退職給付に係る調整累計額 △785 △969

  その他の包括利益累計額合計 8,508 7,261

 非支配株主持分 9,170 8,666

 純資産合計 68,613 66,666

負債純資産合計 192,777 187,137
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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26年４月１日
　至 平成26年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年９月30日)

売上高 91,454 100,774

売上原価 82,616 92,590

売上総利益 8,837 8,183

販売費及び一般管理費 ※  6,946 ※  7,170

営業利益 1,890 1,013

営業外収益   

 受取利息及び配当金 68 127

 為替差益 38 -

 債務保証損失引当金戻入額 - 445

 補助金収入 262 40

 その他 137 100

 営業外収益合計 506 714

営業外費用   

 支払利息 508 893

 為替差損 - 210

 持分法による投資損失 121 7

 その他 13 46

 営業外費用合計 644 1,157

経常利益 1,753 570

特別利益   

 固定資産売却益 17 80

 投資有価証券売却益 - 345

 特別利益合計 17 425

特別損失   

 固定資産廃棄損 60 59

 固定資産売却損 5 64

 特別損失合計 66 123

税金等調整前四半期純利益 1,703 872

法人税等 1,025 690

四半期純利益 678 181

非支配株主に帰属する四半期純利益 260 64

親会社株主に帰属する四半期純利益 417 116
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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26年４月１日
　至 平成26年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年９月30日)

四半期純利益 678 181

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 151 △388

 為替換算調整勘定 991 △893

 退職給付に係る調整額 △44 △302

 持分法適用会社に対する持分相当額 - 107

 その他の包括利益合計 1,098 △1,477

四半期包括利益 1,777 △1,295

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 1,021 △1,130

 非支配株主に係る四半期包括利益 755 △165
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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26年４月１日
　至 平成26年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27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 1,703 872

 減価償却費 7,348 10,399

 賞与引当金の増減額（△は減少） △70 △11

 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △43 0

 退職給付に係る資産負債の増減額 △881 296

 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） - △445

 受取利息及び受取配当金 △68 △127

 支払利息 508 893

 投資有価証券売却損益（△は益） - △345

 固定資産売却損益（△は益） △11 △15

 持分法による投資損益（△は益） - 7

 固定資産廃棄損 60 59

 貸倒引当金の増減額（△は減少） - 0

 売上債権の増減額（△は増加） △802 △351

 たな卸資産の増減額（△は増加） △732 1,779

 仕入債務の増減額（△は減少） 3,741 △752

 その他 △273 1,341

 小計 10,478 13,600

 利息及び配当金の受取額 68 76

 利息の支払額 △503 △884

 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △743 △53

 営業活動によるキャッシュ・フロー 9,301 12,738

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 △16,746 △11,133

 有形固定資産の売却による収入 24 125

 無形固定資産の取得による支出 △60 △73

 投資有価証券の取得による支出 △25 △998

 投資有価証券の売却による収入 - 1,092

 その他 △74 △42

 投資活動によるキャッシュ・フロー △16,883 △11,030

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） △2,782 △2,771

 長期借入れによる収入 14,414 8,975

 長期借入金の返済による支出 △4,514 △7,979

 社債の償還による支出 △50 -

 自己株式の取得による支出 △0 △0

 配当金の支払額 △312 △312

 非支配株主への配当金の支払額 △176 △336

 非支配株主からの払込みによる収入 398 -

 財務活動によるキャッシュ・フロー 6,975 △2,423

現金及び現金同等物に係る換算差額 36 △136

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △569 △852

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 1,163 -

現金及び現金同等物の期首残高 4,580 5,015

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※  5,174 ※  4,163
 

EDINET提出書類

株式会社エイチワン(E02222)

四半期報告書

15/23



【注記事項】

(会計方針の変更等)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日 至 平成27年９月30日)

 

(会計方針の変更)

(企業結合に関する会計基準等の適用)

　「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年９月13日。以下「企業結合会計基準」とい

う。)、「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号 平成25年９月13日。以下「連結会計基準」と

いう。)及び「事業分離等に関する会計基準」(企業会計基準第７号 平成25年９月13日。以下「事業分離等会計

基準」という。)等を、第１四半期連結会計期間から適用し、支配が継続している場合の子会社に対する当社の

持分変動による差額を資本剰余金として計上するとともに、取得関連費用を発生した連結会計年度の費用とし

て計上する方法に変更いたしました。また、第１四半期連結会計期間の期首以後実施される企業結合について

は、暫定的な会計処理の確定による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する四半期連結会計期間の四

半期連結財務諸表に反映させる方法に変更いたします。加えて、四半期純利益等の表示の変更及び少数株主持

分から非支配株主持分への表示の変更を行っております。当該表示の変更を反映させるため、前第２四半期連

結累計期間及び前連結会計年度については、四半期連結財務諸表及び連結財務諸表の組み替えを行っておりま

す。

　企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58－２項(４)、連結会計基準第44－５項(４)及

び事業分離等会計基準第57－４項(４)に定める経過的な取扱いに従っており、第１四半期連結会計期間の期首

時点から将来にわたって適用しております。

　なお、当第２四半期連結累計期間において、四半期連結財務諸表に与える影響額はありません。
 

 

 

(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)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日 至 平成27年９月30日)

(税金費用の計算)

当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する方法を採用しております。
 

 

(四半期連結貸借対照表関係)

※１　たな卸資産の内訳

 
前連結会計年度

(平成27年３月31日)
当第２四半期連結会計期間

(平成27年９月30日)

商品及び製品 9,304百万円 6,803百万円

仕掛品 5,681 5,909 

原材料及び貯蔵品 6,583 6,987 

　計 21,569 19,700 
 

 

２　偶発債務

以下の関係会社の金融機関からの借入に対し債務保証を行っております。

 
前連結会計年度

(平成27年３月31日)
当第２四半期連結会計期間

(平成27年９月30日)

ジーワン・オート・パーツ・デ・メキ
シコ・エス・エー・デ・シー・ブイ

3,575百万円 2,629百万円

ヒラタ ヤチヨ リーシング リミテッド 329 ―

　計 3,904 2,629
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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とおりであります。

 
前第２四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
至 平成26年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
至 平成27年９月30日)

発送費 1,080百万円 1,142百万円

給料及び手当 1,634 1,754 

賞与引当金繰入額 251 230 

退職給付費用 91 49 

役員退職慰労引当金繰入額 26 30 

研究開発費 497 755 
 

 

(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記載されている科目の金額との関係

 
前第２四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
至 平成26年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
至 平成27年９月30日)

現金及び預金勘定  5,174百万円 4,163百万円

現金及び現金同等物 5,174 4,163
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(株主資本等関係)

前第２四半期連結累計期間(自 平成26年４月１日 至 平成26年９月30日)

１．配当金支払額
　

決議 株式の種類 配当の原資
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

平成26年６月25日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 312 11.0 平成26年３月31日 平成26年６月26日
 

 

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の末日

後となるもの

決議 株式の種類 配当の原資
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

平成26年10月31日
取締役会

普通株式 利益剰余金 312 11.0 平成26年９月30日 平成26年12月５日
 

 

３．株主資本の金額の著しい変動

該当事項はありません。

 

当第２四半期連結累計期間(自 平成27年４月１日 至 平成27年９月30日)

１．配当金支払額
　

決議 株式の種類 配当の原資
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

平成27年６月24日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 312 11.0 平成27年３月31日 平成27年６月25日
 

 

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の末日

後となるもの

決議 株式の種類 配当の原資
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

平成27年10月30日
取締役会

普通株式 利益剰余金 312 11.0 平成27年９月30日 平成27年12月４日
 

 

３．株主資本の金額の著しい変動

該当事項はありません。

 

EDINET提出書類

株式会社エイチワン(E02222)

四半期報告書

18/23



 

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

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

前第２四半期連結累計期間(自　平成26年４月１日　至　平成26年９月30日)

(単位：百万円)

 報告セグメント
調整額
(注)1

四半期連結
損益計算書
計上額
(注)2 日本

欧州・
北米

中国
アジア・
大洋州

合計

売上高        

(1) 外部顧客に
対する売上高

21,019 42,370 16,571 11,492 91,454 ― 91,454

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

5,055 6 226 38 5,327 △5,327 ―

計 26,074 42,376 16,798 11,531 96,781 △5,327 91,454

セグメント利益又は損失(△)
(経常利益又は損失(△))

150 1,589 946 △746 1,938 △185 1,753
 

 

(注) １　セグメント利益又は損失(△)の調整額△185百万円は、セグメント間取引消去であります。

２　セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。

 

当第２四半期連結累計期間(自　平成27年４月１日　至　平成27年９月30日)

(単位：百万円)

 報告セグメント
調整額
(注)1

四半期連結
損益計算書
計上額
(注)2 日本

欧州・
北米

中国
アジア・
大洋州

合計

売上高        

(1) 外部顧客に
対する売上高

17,282 53,014 16,595 13,882 100,774 ― 100,774

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

5,030 129 144 15 5,320 △5,320 ―

計 22,312 53,144 16,739 13,898 106,095 △5,320 100,774

セグメント利益又は損失(△)
(経常利益又は損失(△))

△31 1,238 391 △559 1,039 △468 570
 

 

(注) １　セグメント利益又は損失(△)の調整額△468百万円は、セグメント間取引消去であります。

２　セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。
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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。
　

項目
前第２四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
至 平成26年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
至 平成27年９月30日)

　 １株当たり四半期純利益金額  14円72銭 ４円10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(百万円) 417 116

   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
四半期純利益金額　　　             (百万円)

417 116

   普通株式の期中平均株式数　　　　　　(株) 28,391,750 28,391,651
 

 
 

(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。
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２ 【その他】

 

第10期(平成27年４月１日から平成28年３月31日まで)の中間配当については、平成27年10月30日開催の取締役会に

おいて、平成27年９月30日の最終の株主名簿に記載された株主に対し、次のとおり中間配当を行うことを決議いたし

ました。

 

① 配当金の総額      312百万円

② １株当たりの金額   　 11円00銭

③ 支払請求権の効力発生日及び支払開始日 　　 平成27年12月４日
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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27年11月11日

株式会社エイチワン

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   太   田   荘   一   印

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士   耕   田   一   英   印

 

　

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士   藤   間   康   司   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」に掲げられている株式会社エイチ

ワンの平成27年４月１日から平成28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27年７月１日から平

成27年９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成27年４月１日から平成27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、株式会社エイチワン及び連結子会社の平成27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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