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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79期

第１四半期
連結累計期間

第80期
第１四半期
連結累計期間

第79期

会計期間
自 2017年４月１日
至 2017年６月30日

自 2018年４月１日
至 2018年６月30日

自 2017年４月１日
至 2018年３月31日

売上高 (千円) 8,682,413 8,820,592 37,358,851

経常利益 (千円) 1,027,081 1,128,517 4,952,549

親会社株主に帰属する四半期
(当期)純利益

(千円) 669,171 761,109 3,279,331

四半期包括利益又は包括利益 (千円) 717,462 762,366 3,473,084

純資産額 (千円) 27,925,630 30,550,146 30,327,241

総資産額 (千円) 36,337,002 39,748,153 39,393,102

１株当たり四半期(当期)
純利益

(円) 111.08 126.35 544.37

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益

(円) 110.88 126.06 543.25

自己資本比率 (％) 76.7 76.7 76.8
 

(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、企業業績、雇用・所得環境の改善に支えられ、緩やかな回復

基調で推移しました。一方で米中間の貿易摩擦等の懸念材料もあり、世界経済は先行き不透明な状況となっており

ます。

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、４月から６月までの新設住宅着工戸数累計

が前年比2.0％減の245千戸となっております。

このような状況の中、当社グループにおいては５月に住宅・店舗・施設用照明器具の総合カタログ「ハビテー

ション＋ストラクチュラル　ライティング　2018-2019」を発刊、リモコンやスマホなどから簡単にあかりをコント

ロールできるコネクテッドライティングの拡充など、1千機種を超えるＬＥＤ照明器具の新製品を発売し、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、営業活動を積極的に進めてまいりました。

この結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は8,820百万円（前年同期比1.6％増）となり、利益につきまして

は営業利益1,121百万円（前年同期比13.3％増）、経常利益1,128百万円（前年同期比9.9％増）、親会社株主に帰属

する四半期純利益は761百万円（前年同期比13.7％増）となりました。

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。

 

(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39,748百万円となり、前連結会計年度末に比べ355百万円増加

いたしました。これは主に、受取手形及び売掛金1,092百万円の減少に対し、現金及び預金1,365百万円、たな卸

資産121百万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9,198百万円となり、前連結会計年度末に比べて132百万円増

加いたしました。これは主に、未払法人税等483百万円の減少に対し、電子記録債務278百万円及び賞与引当金125

百万円の増加等によるものです。

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30,550百万円となり、前連結会計年度末に比べて222百万円

増加いたしました。これは主に、利益剰余金218百万円の増加等によるものです。

この結果、自己資本比率は76.7％(前連結会計年度末は76.8％)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、209百万円であります。

　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。

 

EDINET提出書類

オーデリック株式会社(E02026)

四半期報告書

 3/16



 

３ 【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。
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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)
(2018年６月30日)

提出日現在
発行数(株)

(2018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】

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
(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)

2018年６月30日 　　　　― 6,100,000 　　　　― 3,105,500 　　　　― 2,890,655
 

 

(5) 【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。

 

EDINET提出書類

オーデリック株式会社(E02026)

四半期報告書

 5/16



 

(6) 【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(2018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。

① 【発行済株式】

    2018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 75,900
 

― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式 6,014,500
 

60,145 ―

単元未満株式 普通株式 9,600
 

― 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 ― 60,145 ―
 

 

② 【自己株式等】

  2018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）
東京都杉並区宮前一丁目17番５号 75,900 ― 75,900 1.25

オーデリック㈱

計 ― 75,900 ― 75,900 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(2018年４月１日から2018年

６月30日まで)及び第１四半期連結累計期間(2018年４月１日から2018年６月30日まで)に係る四半期連結財務諸表につ

いて、EY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。

　なお、新日本有限責任監査法人は2018年７月１日付をもって、名称をEY新日本有限責任監査法人に変更しておりま

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
(2018年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2018年６月30日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 13,375,656 14,740,691

  受取手形及び売掛金 ※2  7,592,233 ※2  6,499,854

  商品及び製品 4,967,356 5,097,727

  仕掛品 390,339 359,952

  原材料及び貯蔵品 1,406,012 1,427,961

  その他 347,364 323,710

  貸倒引当金 △2,783 △1,702

  流動資産合計 28,076,178 28,448,195

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物及び構築物（純額） 3,524,047 3,501,757

   機械装置及び運搬具（純額） 173,432 176,252

   土地 2,238,408 2,238,408

   その他（純額） 391,551 412,474

   有形固定資産合計 6,327,440 6,328,894

  無形固定資産 1,155,646 1,151,485

  投資その他の資産   

   投資有価証券 1,272,717 1,245,635

   退職給付に係る資産 460,651 481,878

   その他 2,103,302 2,094,225

   貸倒引当金 △2,835 △2,161

   投資その他の資産合計 3,833,836 3,819,577

  固定資産合計 11,316,923 11,299,957

 資産合計 39,393,102 39,748,153

負債の部   

 流動負債   

  支払手形及び買掛金 ※2  1,260,840 ※2  1,338,839

  電子記録債務 2,212,851 2,491,110

  短期借入金 2,546 1,472

  未払法人税等 819,003 335,597

  賞与引当金 477,378 603,218

  その他 2,086,767 2,254,470

  流動負債合計 6,859,387 7,024,707

 固定負債   

  退職給付に係る負債 953,109 938,978

  その他 1,253,363 1,234,320

  固定負債合計 2,206,472 2,173,299

 負債合計 9,065,860 9,198,006
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           (単位：千円)

          
前連結会計年度
(2018年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2018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 2,892,018 2,892,018

  利益剰余金 23,759,693 23,978,640

  自己株式 △67,482 △67,482

  株主資本合計 29,689,729 29,908,676

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 526,838 521,892

  退職給付に係る調整累計額 56,691 62,134

  その他の包括利益累計額合計 583,529 584,026

 新株予約権 40,075 42,775

 非支配株主持分 13,907 14,667

 純資産合計 30,327,241 30,550,146

負債純資産合計 39,393,102 39,748,153
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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 2017年４月１日
　至 2017年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2018年４月１日
　至 2018年６月30日)

売上高 8,682,413 8,820,592

売上原価 5,444,792 5,515,664

売上総利益 3,237,621 3,304,928

販売費及び一般管理費 2,247,930 2,183,909

営業利益 989,690 1,121,018

営業外収益   

 受取利息 3,833 2,925

 受取配当金 15,836 19,866

 保険解約返戻金 9,487 -

 その他 10,464 12,291

 営業外収益合計 39,621 35,084

営業外費用   

 支払利息 1,702 1,701

 為替差損 469 23,043

 その他 57 2,840

 営業外費用合計 2,230 27,585

経常利益 1,027,081 1,128,517

特別損失   

 固定資産除却損 35,197 4,846

 投資有価証券売却損 - 5,015

 特別損失合計 35,197 9,861

税金等調整前四半期純利益 991,883 1,118,656

法人税、住民税及び事業税 301,344 345,880

法人税等調整額 20,596 10,905

法人税等合計 321,940 356,786

四半期純利益 669,942 761,869

非支配株主に帰属する四半期純利益 770 760

親会社株主に帰属する四半期純利益 669,171 761,109
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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 2017年４月１日
　至 2017年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2018年４月１日
　至 2018年６月30日)

四半期純利益 669,942 761,869

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 43,197 △4,945

 退職給付に係る調整額 4,322 5,442

 その他の包括利益合計 47,519 496

四半期包括利益 717,462 762,366

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 716,691 761,606

 非支配株主に係る四半期包括利益 770 760
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【注記事項】

(会計上の見積りの変更)

（退職給付に係る会計処理の数理計算上の差異の費用処理年数の変更）

退職給付に係る会計処理において、数理計算上の差異の費用処理年数は、従来、各連結会計年度の発生時におけ

る従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(12年)で費用処理しておりましたが、平均残存勤務期間がこれを下

回ったため、当第１四半期連結会計期間より費用処理年数を10年に変更しております。

なお、この変更による当第１四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。

　

 
(追加情報)

（「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用）

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年２月16日）等を当第１四半期連

結会計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債

の区分に表示しております。

 
 

(四半期連結貸借対照表関係)

１．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

(2018年３月31日)
当第１四半期連結会計期間

(2018年６月30日)

従業員 1,984千円 1,833千円
 

 

　

※２．四半期連結会計期間末日満期手形

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１四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残高に含まれております。

 
前連結会計年度
(2018年３月31日)

当第１四半期連結会計年度
(2018年６月30日)

受取手形 69,279千円 85,380千円

支払手形 38,305千円 29,710千円
 

 

 
(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　2017年４月１日
至　2017年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　2018年４月１日
至　2018年６月30日)

減価償却費 170,780千円 176,673千円
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(株主資本等関係)

前第１四半期連結累計期間(自 2017年４月１日 至 2017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

2017年６月23日
定時株主総会

普通株式 481,933 80.00 2017年３月31日 2017年６月26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 2018年４月１日 至 2018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

2018年６月22日
定時株主総会

普通株式 542,162 90.00 2018年３月31日 2018年６月25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。

　

 
(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。
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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 2017年４月１日
至 2017年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2018年４月１日
至 2018年６月30日)

(1)　１株当たり四半期純利益金額 111円08銭 126円35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) 669,171 761,109

   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)

669,171 761,109

   普通株式の期中平均株式数(株) 6,024,165 6,024,028

(2)　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 110円88銭 126円06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） 11,197 13,696

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
 

2018年８月９日

オーデリック株式会社

取締役会  御中

 

EY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2018年４月１日から2019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(2018年４月１日から2018年

６月30日まで)及び第１四半期連結累計期間(2018年４月１日から2018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2018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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