
 

【表紙】  

【提出書類】 四半期報告書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の７第１項

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成28年８月５日

【四半期会計期間】 第59期第１四半期(自 平成28年４月１日 至 平成28年６月30日)

【会社名】 株式会社ジェイエスピー(商号　株式会社ＪＳＰ)

【英訳名】 ＪＳＰ Corporation

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長　　酒　井　幸　男

【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内三丁目４番２号

【電話番号】 03(6212)6300

【事務連絡者氏名】 取締役執行役員経理財務本部長　　鈴 木 高 徳

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区丸の内三丁目４番２号

【電話番号】 03(6212)6300

【事務連絡者氏名】 取締役執行役員経理財務本部長   鈴 木 高 徳　　

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
 

 

EDINET提出書類

株式会社ジェイエスピー(E00858)

四半期報告書

 1/19



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58期

第１四半期
連結累計期間

第59期
第１四半期
連結累計期間

第58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 (百万円) 27,804 26,835 114,904

経常利益 (百万円) 1,613 2,203 9,101

親会社株主に帰属する
四半期(当期)純利益

(百万円) 1,271 1,700 5,914

四半期包括利益又は
包括利益

(百万円) △19 △323 3,280

純資産額 (百万円) 69,884 71,436 72,497

総資産額 (百万円) 114,261 111,245 115,136

１株当たり四半期
(当期)純利益

(円) 42.65 57.05 198.40

潜在株式調整後
１株当たり四半期
(当期)純利益

(円) ― ― ―

自己資本比率 (％) 56.8 60.2 59.0

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 2,803 664 13,849

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △1,064 △1,424 △6,001

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △2,018 △1,261 △5,907

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(百万円) 8,331 7,943 10,295
 

（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。

３　潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益については、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１四半期連結累計期間において、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。
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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、新たに発生した事業等のリスクはありません。また、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行われておりません。

 

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(当社及び連結子会社)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、原油安・円高の影響による素材・エネルギー価格の安定や

雇用環境の改善が継続した一方、個人消費の盛り上がりが欠けるなど弱含みに推移しました。

世界経済は、米国では、消費の伸びに鈍化は見られましたが、自動車・住宅関連は高い水準を維持しました。

ブラジルでは、レアル安に歯止めがかかったものの、国内需要の低迷が続き景気悪化が継続しました。欧州で

は、個人消費の好調を中心に景気回復が続きました。 アジアでは、中国の成長率の鈍化等懸念材料もあります

が、東南アジア、インドを中心に穏やかな景気回復が継続しました。

国内発泡プラスチック業界におきましては、原燃料価格の安定や住宅着工件数回復の兆しはありましたが、熊

本地震等の影響による自動車生産台数の減少、個人消費回復の遅れもあり、本格的な需要回復には至りませんで

した。

当社グループの業績は、売上高は、全体としての販売数量は増加したものの、主に製品価格改定の影響や円高

による海外事業の外貨円換算額の減少により前年同期を下回りました。営業利益は、海外事業の外貨円換算額減

少の影響はありましたが、原材料安が継続したことや付加価値の高い製品の販売が好調であったこともあり大き

く増加しました。

これらの結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は、26,835百万円（前年同期比3.5％減）となりました。営

業利益は2,272百万円（同37.8％増）、経常利益は2,203百万円（同36.6％増）、親会社株主に帰属する四半期純

利益は1,700百万円（同33.8％増）となりました。
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セグメントごとの業績を示すと、次のとおりであります。

 

（押出事業）

液晶テレビ基板や家電輸送用に用いられる産業用包材の発泡ポリエチレンシート「ミラマット」は、高付加価

値製品の販売が好調に推移したことから売上は増加しました。ポリエチレン気泡緩衝材「キャプロン」は、用途

拡大により売上は増加しました。即席麺・弁当容器、量販店向けトレーなどに幅広く用いられる食品用包材の発

泡ポリスチレンシート「スチレンペーパー」は、製品価格低下の影響がありましたが、即席麺やコンビニ向け容

器を中心に販売が好調であったことから売上は前年同期並みとなりました。広告宣伝用ディスプレイ材、折箱に

用いられる発泡ポリスチレンボード「ミラボード」は、需要減少により売上は減少しました。建築・土木関連の

発泡ポリスチレン押出ボード「ミラフォーム」は、建築分野では、汎用製品の数量は減少したものの、割付断裁

品、高断熱製品の販売増加により売上は前年同期並みとなりました。また、土木分野では、公共事業が低調に推

移したことにより売上は減少しました。

押出事業全体としては、製品価格の低下はありましたが、販売数量増により売上は増加しました。利益面で

は、付加価値の高い製品の販売に注力したことや製造コスト低下などにより増益となりました。

これらの結果、押出事業の売上高は9,102百万円（前年同期比0.6％増）、営業利益は685百万円（同38.1％増）

となりました。

 

（ビーズ事業）

世界各国で製造販売している発泡ポリプロピレン「ピーブロック」は、バンパーコア材・内装材・シートコア

材等の自動車部品、住宅設備向け保温緩衝材、ＩＴ製品輸送用通い函、家電製品用緩衝材、競技用グラウンド基

礎緩衝材に使用されており、自動車の新規部品の採用拡大や新規分野への販売拡大により堅調に推移しました。

国内では、熊本地震等による自動車生産台数減少の影響がありましたが、自動車向け新規部品や住宅設備向け部

材の拡大により販売数量は増加しました。その一方、製品価格低下の影響により売上は前年同期並みとなりまし

た。 北米では、自動車部品の需要増、新規分野の拡大により販売数量は増加しましたが、製品価格の低下や円高

による外貨円換算額減少の影響もあり売上は減少しました。南米では、ブラジル経済低迷による自動車販売台数

の落ち込みに加えレアル安による外貨円換算額減少の影響もあり売上は減少しました。欧州では、景気回復を背

景とした自動車部品の需要増加により売上は増加しました。アジアでは、東南アジア・インド、中国の販売は好

調でしたが、韓国、台湾の需要減少や円高による外貨円換算額減少の影響もあり売上は減少しました。発泡性ポ

リスチレン「スチロダイア」は、土木分野の需要が低調でありましたが、家電分野の復調もあり前年同期並みの

販売数量となったものの、製品価格低下の影響により売上は減少しました。ユニットバス天井材に使用されてい

るハイブリッド成形品「スーパーブロー」の売上は減少しました。

ビーズ事業全体としては、販売数量は増加しましたが、製品価格低下や海外事業の外貨円換算額の減少の影響

により売上は減少しました。利益面では、外貨円換算額の減少による影響はありましたが、販売数量の増加や原

材料安が継続したこともあり増益となりました。

これらの結果、ビーズ事業の売上高は16,329百万円（前年同期比6.0％減）、営業利益は1,777百万円（同

28.6％増）となりました。

 

（その他）

一般包材は、国内では、熊本地震の影響による自動車・光学製品向け梱包材需要の減少もあり、売上は減少し

ました。中国では、経済成長鈍化の影響はありましたが、新規製品の拡販により売上は増加しました。

これらの結果、その他の売上高は1,403百万円（前年同期比0.7％増）、営業利益は41百万円（前年同期は営業

損失10百万円）となりました。
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(2)財政状態の分析

当第１四半期連結会計期間末における総資産は111,245百万円で、前連結会計年度末に比べ3,890百万円減少し

ました。このうち流動資産は3,089百万円減少し、固定資産は801百万円減少しました。

負債は39,808百万円で、前連結会計年度末に比べ2,830百万円減少しました。このうち流動負債は1,715百万円

減少し、固定負債は1,114百万円減少しました。　

これらの結果、当第１四半期連結会計期間末の純資産は71,436百万円、自己資本比率は60.2％となりまし

た。　

 

(3)キャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、増加要因である税金等調整前四半期純利益2,213百万円、減価償却費

1,198百万円などに対し、減少要因である法人税等の支払額1,648百万円、たな卸資産の増加666百万円などによ

り、差引き664百万円の収入（前年同期比2,138百万円減少）となりました。

投資活動によるキャッシュ・フローは、固定資産の取得による支出1,683百万円などにより、1,424百万円の支

出（同360百万円増加）となりました。

財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の純増による収入895百万円に対し、長期借入金の返済によ

る支出1,230百万円、配当金の支払額745百万円などにより、差引き1,261百万円の支出（同757百万円減少）とな

りました。　

これらの結果、当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ

2,351百万円減少し、7,943百万円となりました。　

 

(4)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１四半期連結累計期間の研究開発費の総額は522百万円であります。

 
(6)主要な設備

当第１四半期連結累計期間において、新たに確定した重要な設備の新設の計画は、次のとおりであります。

 

会社名 所在地
セグメント
の名称

設備の内容
投資予定額
（百万円）

資金調達方法 実施時期

提出会社
兵庫県
たつの市

押出事業
発泡ポリスチレン押出ボード
「ミラフォーム」の製造設備
（新工場の建設）

約4,000
自己資金
及び
借入金

平成28年５月
～

平成30年11月
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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 46,000,000

計 46,000,000
 

 

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28年６月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成28年８月５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 31,413,473 31,413,473
東京証券取引所
（市場第一部）

完全議決権株式であり、権利
内容に何ら限定のない当社に
おける標準となる株式であり
ます。
単元株式数は100株でありま
す。

計 31,413,473 31,413,473 ― ―
 

 

(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28年６月30日 ― 31,413,473 ― 10,128 ― 13,405
 

 

(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。

① 【発行済株式】

平成28年３月31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
1,601,900

─
権利内容に何ら限定のない当社にお
ける標準となる株式

完全議決権株式(その他)
普通株式

29,784,200
297,842 同上

単元未満株式
普通株式

27,373
─ 同上

発行済株式総数 31,413,473 ─ ─

総株主の議決権 ─ 297,842 ─

 

(注) １ 「完全議決権株式(その他)」及び「単元未満株式」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式がそれ

ぞれ100株(議決権１個)、10株含まれております。

２ 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式72株が含まれております。

 

② 【自己株式等】

平成28年３月31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ＪＳＰ 東京都千代田区丸の内３丁目４番２号 1,601,900 ─ 1,601,900 5.09

計 ─ 1,601,900 ─ 1,601,900 5.09

 

 

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。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。

なお、四半期連結財務諸表規則第５条の２第２項により、四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成しておりま

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、有限責任監査法人トーマツにより四半期レビューを受けております。

　　なお、当社の監査法人は次のとおり交代しております。

第58期連結会計年度　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　東邦監査法人

　第59期第１四半期連結会計期間及び第１四半期連結累計期間　　　有限責任監査法人トーマツ　
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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 16,003 13,136

  受取手形及び売掛金 ※1  30,046 ※1  29,274

  電子記録債権 2,909 2,861

  有価証券 121 150

  商品及び製品 6,534 6,450

  仕掛品 891 941

  原材料及び貯蔵品 4,044 4,479

  その他 2,418 2,577

  貸倒引当金 △298 △290

  流動資産合計 62,672 59,582

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物及び構築物（純額） 15,886 15,738

   機械装置及び運搬具（純額） 15,319 15,142

   土地 14,476 14,407

   その他（純額） 2,731 2,504

   有形固定資産合計 48,413 47,792

  無形固定資産 934 895

  投資その他の資産   

   投資有価証券 1,833 1,738

   その他 1,634 1,582

   貸倒引当金 △350 △346

   投資その他の資産合計 3,116 2,974

  固定資産合計 52,464 51,662

 資産合計 115,136 111,245
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           (単位：百万円)

          
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)

負債の部   

 流動負債   

  支払手形及び買掛金 8,520 8,738

  電子記録債務 1,509 1,318

  短期借入金 6,201 7,071

  1年内返済予定の長期借入金 4,961 4,716

  未払法人税等 1,807 566

  賞与引当金 1,479 695

  事業構造改善引当金 121 160

  資産除去債務 8 8

  その他 7,284 6,902

  流動負債合計 31,894 30,178

 固定負債   

  長期借入金 8,415 7,430

  事業構造改善引当金 185 109

  その他の引当金 163 10

  退職給付に係る負債 549 554

  資産除去債務 148 148

  その他 1,282 1,376

  固定負債合計 10,744 9,630

 負債合計 42,638 39,808

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 10,128 10,128

  資本剰余金 13,405 13,405

  利益剰余金 45,267 46,222

  自己株式 △1,380 △1,380

  株主資本合計 67,420 68,376

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 252 188

  為替換算調整勘定 68 △1,734

  退職給付に係る調整累計額 148 166

  その他の包括利益累計額合計 469 △1,378

 非支配株主持分 4,607 4,439

 純資産合計 72,497 71,436

負債純資産合計 115,136 111,245
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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：百万円)

          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 27,804 26,835

売上原価 20,225 18,596

売上総利益 7,579 8,238

販売費及び一般管理費 ※1  5,929 ※1  5,966

営業利益 1,649 2,272

営業外収益   

 受取利息 66 44

 持分法による投資利益 4 2

 その他 106 97

 営業外収益合計 176 145

営業外費用   

 支払利息 43 27

 為替差損 144 129

 その他 24 57

 営業外費用合計 212 214

経常利益 1,613 2,203

特別利益   

 固定資産売却益 2 10

 補助金収入 119 -

 特別利益合計 122 10

特別損失   

 固定資産除却損 3 1

 特別損失合計 3 1

税金等調整前四半期純利益 1,732 2,213

法人税等 404 459

四半期純利益 1,328 1,753

非支配株主に帰属する四半期純利益 56 52

親会社株主に帰属する四半期純利益 1,271 1,700
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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：百万円)

          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 1,328 1,753

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 △0 △63

 為替換算調整勘定 △1,360 △2,031

 退職給付に係る調整額 14 17

 持分法適用会社に対する持分相当額 0 △0

 その他の包括利益合計 △1,347 △2,077

四半期包括利益 △19 △323

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 △9 △147

 非支配株主に係る四半期包括利益 △9 △176
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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)

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 1,732 2,213

 減価償却費 1,136 1,198

 貸倒引当金の増減額（△は減少） 10 25

 固定資産除売却損益（△は益） 0 △9

 受取利息及び受取配当金 △83 △58

 支払利息 43 27

 為替差損益（△は益） 98 △61

 持分法による投資損益（△は益） △4 △2

 売上債権の増減額（△は増加） △98 154

 たな卸資産の増減額（△は増加） 230 △666

 仕入債務の増減額（△は減少） △406 230

 その他 354 △749

 小計 3,015 2,302

 利息及び配当金の受取額 88 64

 利息の支払額 △44 △27

 事業構造改善費用の支払額 - △26

 法人税等の支払額 △256 △1,648

 営業活動によるキャッシュ・フロー 2,803 664

投資活動によるキャッシュ・フロー   

 固定資産の取得による支出 △1,596 △1,683

 固定資産の売却による収入 30 33

 固定資産の除却による支出 △0 △0

 投資有価証券の取得による支出 △1 △1

 定期預金の純増減額（△は増加） 501 221

 その他 1 7

 投資活動によるキャッシュ・フロー △1,064 △1,424

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） △73 895

 長期借入金の返済による支出 △1,292 △1,230

 自己株式の取得による支出 △0 -

 配当金の支払額 △447 △745

 非支配株主への配当金の支払額 △199 △177

 その他 △5 △4

 財務活動によるキャッシュ・フロー △2,018 △1,261

現金及び現金同等物に係る換算差額 △282 △330

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △562 △2,351

現金及び現金同等物の期首残高 8,893 10,295

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1  8,331 ※1  7,943
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【注記事項】

(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)

(税金費用の計算)

主として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。
 

 

(追加情報)

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)

(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。

 

(役員及び執行役員退職慰労金制度の廃止)

 　当社は、平成28年４月11日開催の取締役会において、役員及び執行役員退職慰労金制度を平成28年６月29日開催

の第58回定時株主総会終結の時をもって廃止することを決議するとともに、執行役員退職慰労金制度廃止に伴う打切

り支給を決議しました。また、同総会において、役員退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給を決議しました。

 　これらにより、当該打切り支給額の未払い分137百万円を「固定負債」の「その他の引当金」から取り崩し、「固

定負債」の「その他」に含めて表示しております。
 

 

(四半期連結貸借対照表関係)

 ※1　受取手形裏書譲渡高

 
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)

 46百万円 28百万円
 

 

   2　保証債務

 従業員の銀行からの住宅借入金に対し、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)

 54百万円 48百万円
 

 

(四半期連結損益計算書関係)

 ※1　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)

販売運賃 1,615百万円 1,581百万円

給料手当及び賞与 1,374 1,384 

賞与引当金繰入額 215 246 

研究開発費 467 522 
 

 

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

 ※1　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掲記されている科目の金額との関係

 
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)

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)

現金及び預金勘定 14,175百万円 13,136百万円

預金期間が３ヶ月を超える
定期預金

△5,845 △5,343

有価証券 1 150

現金及び現金同等物 8,331 7,943
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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
(百万円)

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４月30日
取締役会

普通株式 447 15 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。

 

３　株主資本の著しい変動

株主資本の金額は、前連結会計年度末日と比較して著しい変動がありません。

 

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
(百万円)

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４月28日
取締役会

普通株式 745 25 平成28年３月31日 平成28年６月13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。

 

３　株主資本の著しい変動

株主資本の金額は、前連結会計年度末日と比較して著しい変動がありません。
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(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)

      (単位：百万円)

 

報告セグメント
その他
(注)１

合計
調整額
(注)２

四半期連結
損益計算書
計上額
(注)３押出事業 ビーズ事業 計

売上高        

  外部顧客への売上高 9,046 17,364 26,411 1,393 27,804 ― 27,804

 セグメント間の内部
 売上高又は振替高

189 91 281 48 330 △330 ―

計 9,236 17,456 26,692 1,442 28,135 △330 27,804

　セグメント利益
　又は損失（△）

496 1,381 1,878 △10 1,867 △217 1,649
 

(注)１　「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、一般包材の販売にかかる事業等

を含んでおります。

　　２　 セグメント利益又は損失（△）の調整額△217百万円は、各報告セグメントに配分していない全社費用△215

百万円とセグメント間取引消去△２百万円であります。全社費用は、報告セグメントに帰属しない研究開発

費及び共通費であります。

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

 

   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)

      (単位：百万円)

 

報告セグメント
その他
(注)１

合計
調整額
(注)２

四半期連結
損益計算書
計上額
(注)３押出事業 ビーズ事業 計

売上高        

  外部顧客への売上高 9,102 16,329 25,431 1,403 26,835 ― 26,835

 セグメント間の内部
 売上高又は振替高

203 86 290 48 338 △338 ―

計 9,306 16,415 25,722 1,451 27,173 △338 26,835

　セグメント利益 685 1,777 2,463 41 2,504 △231 2,272
 

(注)１　「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、一般包材の販売にかかる事業等

を含んでおります。

　　２　 セグメント利益の調整額△231百万円は、各報告セグメントに配分していない全社費用△231百万円とセグメ

ント間取引消去△０百万円であります。全社費用は、報告セグメントに帰属しない研究開発費及び共通費で

あります。

　　３ 　セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業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株当たり四半期純利益(円) 42.65 57.05

    (算定上の基礎)   

   親会社株主に帰属する四半期純利益(百万円) 1,271 1,700

    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
   (百万円)

1,271 1,700

   普通株式の期中平均株式数(千株) 29,812 29,811
 

(注)　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 

２ 【その他】

平成28年４月28日開催の取締役会において、平成28年３月31日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主に

対し、次のとおり期末配当を行うことを決議し、配当を行っております。

①配当金の総額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　745 百万円

②１株当たりの金額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  25円

③支払請求権の効力発生日及び支払開始日　　　　  　平成28年６月13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。

EDINET提出書類

株式会社ジェイエスピー(E00858)

四半期報告書

18/19



独立監査人の四半期レビュー報告書
　

平成28年８月３日

株式会社ジェイ　エス　ピー

(商号　株式会社　ＪＳＰ)

取締役会　御中

有限責任監査法人トーマツ
 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士　　井　　出　　正　　弘　　印　　

   

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士　　永　　山　　晴　　子　　印　　

   

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士　　石　　田　　義　　浩　　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ジェイ

エス ピー(商号 株式会社 ＪＳＰ：以下同じ)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、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、株式会社ジェイ エス ピー及び連結子会社の平成28年６月30日現

在の財政状態並びに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。

　

その他の事項

会社の平成28年３月31日をもって終了した前連結会計年度の第１四半期連結会計期間及び第１四半期連結累計期間に

係る四半期連結財務諸表並びに前連結会計年度の連結財務諸表は、それぞれ、前任監査人によって四半期レビュー及び

監査が実施されている。前任監査人は、当該四半期連結財務諸表に対して平成27年８月５日付で無限定の結論を表明し

ており、また、当該連結財務諸表に対して平成28年６月10日付で無限定適正意見を表明している。

　

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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