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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77期

第１四半期
連結累計期間

第78期
第１四半期
連結累計期間

第77期

会計期間
自 平成27年４月１日
至 平成27年６月30日

自 平成28年４月１日
至 平成28年６月30日

自 平成27年４月１日
至 平成28年３月31日

売上高 (千円) 8,341,676 8,796,772 38,204,853

経常利益 (千円) 838,864 982,071 4,764,247

親会社株主に帰属する四半期
(当期)純利益

(千円) 553,559 661,744 3,081,129

四半期包括利益又は包括利益 (千円) 585,039 594,883 2,954,371

純資産額 (千円) 22,982,945 25,172,519 25,057,413

総資産額 (千円) 31,534,125 33,952,820 35,220,912

１株当たり四半期(当期)
純利益金額

(円) 91.90 109.86 511.52

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額

(円) 91.81 109.70 510.86

自己資本比率 (％) 72.8 74.0 71.1
 

(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、消費税等は含まれておりません。

 

２ 【事業の内容】

当第１四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

ついて、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。

 

２ 【経営上の重要な契約等】

当第１四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】

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当社グループが判断したものであります。

(1) 業績の状況

当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、個人消費の低迷、新興国の経済成長減速、円高の継続、英国

のＥＵ離脱問題等により、先行きの不透明感が強まる状況にありました。

当社グループの業績に大きな影響を与える住宅投資につきましては、新設住宅着工戸数が本年１月から５月まで

前年同月比でプラスになった後、６月では前年実績を2.5％下回った結果、第１四半期の新設住宅着工戸数は前期比

4.9％増の247千戸となりました。

このような状況の中、当社グループにおいては、６月に総合カタログ「ハビテーション＋ストラクチュラル　ラ

イティング　2016-2017」を発刊し、ＬＥＤ照明器具の新製品を多数発売いたしました。

これまで注力してまいりました照明のコントロール機能をより進め、新カタログにおいては新しい無線照明制御

システム「つながるあかり」CONNECTED LIGHTINGを発表いたしました。　

こうしたＬＥＤ照明新製品を中心に、住宅・店舗・施設・オフィス・工場・屋外に至る様々な分野に対して、増

販に向けた営業活動を積極的に進めた結果。当第１四半期連結累計期間の売上高は8,796百万円（前年同期比5.5％

増）、営業利益918百万円（前年同期比11.7％増）、経常利益982百万円（前年同期比17.1％増）、親会社株主に帰

属する四半期純利益661百万円（前年同期比19.5％増）となりました。売上高に占めるＬＥＤ照明の割合は92.0％と

なり、前年同期の85.9％に対して6.1ポイント高まっております。

なお、当社グループは照明器具の製造・販売並びにこれらの付随業務の単一セグメントであるため、セグメント

情報の記載は省略しております。
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(2) 財政状態の分析

①　資産

当第１四半期連結会計期間末における資産合計は33,952百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,268百万円減

少いたしました。これは主に、受取手形及び売掛金1,180百万円及び原材料及び貯蔵品173百万円の減少に対し、

商品及び製品225百万円の増加等によるものであります。

②　負債

当第１四半期連結会計期間末における負債合計は8,780百万円となり、前連結会計年度末に比べて1,383百万円

減少いたしました。これは主に、支払手形及び買掛金268百万円、電子記録債務281百万円及び未払法人税等791百

万円の減少等によるものです。

③　純資産

当第１四半期連結会計期間末における純資産合計は25,172百万円となり、前連結会計年度末に比べて115百万円

増加いたしました。これは主に、利益剰余金179百万円の増加等によるものです。

　この結果、自己資本比率は74.0％(前連結会計年度は71.1％)となりました。

 

(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期連結累計期間において、当連結会社の事業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１四半期連結累計期間の研究開発費の総額は、197百万円であります。

　なお、当第１四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。
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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 28,941,000

計 28,941,000
 

 

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28年６月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成28年８月９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 6,100,000 6,100,000
東京証券取引所
ＪＡＳＤＡＱ

（スタンダード）

　単元株式数
　100株

計 6,100,000 6,100,000 ― ―
 

 

(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28年６月30日 　　　　― 6,100,000 　　　　― 3,105,500 　　　　― 2,890,655
 

 

(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】

① 【発行済株式】

   平成28年６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   76,400

― ―

完全議決権株式(その他)  普通株式 6,013,400 60,134 ―

単元未満株式  普通株式   10,200 ― １単元（100株）未満の株式

発行済株式総数          6,100,000 ― ―

総株主の議決権 ― 60,134 ―
 

(注) 当第１四半期会計期間末日現在の「発行済株式」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28年３月31日)に基づく株主名簿による記載をしておりま

す。

 

② 【自己株式等】

  平成28年６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(％)

（自己保有株式）
オーデリック㈱

東京都杉並区宮前一丁目17番５号 76,400 ― 76,400 1.25

計 ― 76,400 ― 76,400 1.25
 

 

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１四半期連結会計期間(平成28年４月１日から平成

28年６月30日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成28年４月１日から平成28年６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：千円)

          
前連結会計年度

(平成28年３月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成28年６月30日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 8,775,456 8,756,056

  受取手形及び売掛金 7,462,467 6,281,569

  商品及び製品 6,201,046 6,426,998

  仕掛品 501,723 455,948

  原材料及び貯蔵品 1,591,702 1,418,682

  その他 660,010 688,226

  貸倒引当金 △2,162 △1,987

  流動資産合計 25,190,245 24,025,494

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物及び構築物（純額） 3,524,673 3,470,685

   機械装置及び運搬具（純額） 160,456 185,861

   土地 2,263,781 2,263,781

   その他（純額） 353,469 357,925

   有形固定資産合計 6,302,380 6,278,253

  無形固定資産 1,150,384 1,144,776

  投資その他の資産   

   投資有価証券 1,032,065 939,873

   退職給付に係る資産 283,132 299,044

   その他 1,274,717 1,277,351

   貸倒引当金 △12,012 △11,973

   投資その他の資産合計 2,577,902 2,504,295

  固定資産合計 10,030,667 9,927,325

 資産合計 35,220,912 33,952,820

負債の部   

 流動負債   

  支払手形及び買掛金 1,755,782 1,487,438

  電子記録債務 2,549,405 2,267,626

  短期借入金 4,296 4,296

  未払法人税等 1,090,673 299,534

  賞与引当金 552,635 629,152

  その他 2,012,123 1,918,248

  流動負債合計 7,964,917 6,606,296

 固定負債   

  長期借入金 6,842 5,768

  退職給付に係る負債 961,161 951,776

  その他 1,230,578 1,216,459

  固定負債合計 2,198,581 2,174,004

 負債合計 10,163,499 8,780,300
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           (単位：千円)

          
前連結会計年度

(平成28年３月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成28年６月30日)

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 3,105,500 3,105,500

  資本剰余金 2,890,655 2,892,018

  利益剰余金 18,681,508 18,861,371

  自己株式 △67,207 △66,592

  株主資本合計 24,610,456 24,792,297

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 359,402 291,222

  退職給付に係る調整累計額 56,629 57,403

  その他の包括利益累計額合計 416,032 348,625

 新株予約権 22,544 22,670

 非支配株主持分 8,380 8,925

 純資産合計 25,057,413 25,172,519

負債純資産合計 35,220,912 33,952,820
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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１四半期連結累計期間】

           (単位：千円)

          前第１四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年６月30日)

売上高 8,341,676 8,796,772

売上原価 5,387,869 5,652,533

売上総利益 2,953,807 3,144,239

販売費及び一般管理費 2,131,276 2,225,441

営業利益 822,531 918,797

営業外収益   

 受取利息 4,452 4,875

 受取配当金 17,915 16,403

 為替差益 － 34,583

 その他 7,739 9,395

 営業外収益合計 30,107 65,258

営業外費用   

 支払利息 1,657 1,662

 為替差損 10,507 －

 その他 1,607 322

 営業外費用合計 13,773 1,984

経常利益 838,864 982,071

特別損失   

 固定資産除却損 245 －

 特別損失合計 245 －

税金等調整前四半期純利益 838,619 982,071

法人税、住民税及び事業税 274,383 300,615

法人税等調整額 10,173 19,166

法人税等合計 284,556 319,782

四半期純利益 554,062 662,289

非支配株主に帰属する四半期純利益 503 545

親会社株主に帰属する四半期純利益 553,559 661,744
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【四半期連結包括利益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

           (単位：千円)

          前第１四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年６月30日)

四半期純利益 554,062 662,289

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 31,176 △68,180

 退職給付に係る調整額 △199 773

 その他の包括利益合計 30,976 △67,406

四半期包括利益 585,039 594,883

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 584,536 594,338

 非支配株主に係る四半期包括利益 503 545
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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。　

 

(会計方針の変更)

（平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱いの適用）

法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」(実務対応

報告第32号　平成28年６月17日)を当第１四半期連結会計期間に適用し、平成28年４月１日以後に取得した建物附

属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。

これに伴う当第１四半期連結累計期間の四半期連結財務諸表に与える影響額は軽微であります。

 
(追加情報)

(繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用)

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号　平成28年３月28日)を当第１

四半期連結会計期間から適用しております。

 
(四半期連結貸借対照表関係)

　　保証債務

次のとおり従業員の銀行借入に対して、債務保証を行っております。

 
前連結会計年度

(平成28年３月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成28年６月30日)

従業員 3,425千円 3,091千円
 

 

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第１四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１四半

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。

 
前第１四半期連結累計期間
(自　平成27年４月１日
至　平成27年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成28年４月１日
至　平成28年６月30日)

減価償却費 162,548千円 173,508千円
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(株主資本等関係)

前第１四半期連結累計期間(自 平成27年４月１日 至 平成27年６月30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26日
定時株主総会

普通株式 361,415 60.00 平成27年３月31日 平成27年６月29日 利益剰余金
 

 

２．基準日が当第１四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１四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。

 

当第１四半期連結累計期間(自 平成28年４月１日 至 平成28年６月30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28年６月24日
定時株主総会

普通株式 481,881 80.00 平成28年３月31日 平成28年６月27日 利益剰余金
 

 

２．基準日が当第１四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１四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。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

当社グループの事業セグメントは、照明器具の製造・販売並びにこれらの付随業務の単一セグメントであり重要

性が乏しいため、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並びに潜在株式調整後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１四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
至 平成27年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
至 平成28年６月30日)

(1)　１株当たり四半期純利益金額 91円90銭 109円86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(千円) 553,559 661,744

   普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

   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(千円)

553,559 661,744

   普通株式の期中平均株式数(株) 6,023,574 6,023,546

(2)　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 91円81銭 109円70銭

  (算定上の基礎)   

　　親会社株主に帰属する四半期純利益調整額(千円) ― ―

　　普通株式増加数（株） 6,098 8,774

希薄化効果を有していないため、潜在株式調整後１株当
たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式
で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概
要

― ―

 

 

(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８月９日

オーデリック株式会社

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   廣　　田　　剛　　樹   印

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士   天　　野　　清　　彦   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」に掲げられているオーデリック株

式会社の平成28年４月１日から平成29年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間(平成28年４月１日から

平成28年６月30日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成28年４月１日から平成28年６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、オーデリック株式会社及び連結子会社の平成28年６月30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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