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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128期

第１四半期累計期間
第129期

第１四半期累計期間
第128期

会計期間
自 2019年４月１日
至 2019年６月30日

自 2020年４月１日
至 2020年６月30日

自 2019年４月１日
至 2020年３月31日

売上高 (千円) 984,220 1,159,110 4,585,620

経常利益又は経常損失(△) (千円) △84,077 139,984 97,502

四半期(当期)純利益又は四半期
純損失(△)

(千円) △101,629 107,590 47,634

持分法を適用した場合の
投資利益

(千円) ― ― ―

資本金 (千円) 785,000 785,000 785,000

発行済株式総数 (千株) 1,120 1,120 1,120

純資産額 (千円) 1,800,923 1,998,598 1,921,661

総資産額 (千円) 7,121,207 6,931,939 7,215,697

１株当たり四半期(当期)純利益
又は四半期純損失(△)

(円) △92.00 97.40 43.12

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益

(円) ― ― ―

１株当たり配当額 (円) 0.00 0.00 20.00

自己資本比率 (％) 25.3 28.8 26.6
 

(注) １．売上高には、消費税等は含まれておりません。

２．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。

３．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、「連結会計年度にかかる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 【事業の内容】

　当第１四半期累計期間において、当社で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１四半期累計期間において、新たな事業等のリスク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、当四半期会計期間の末日現在において判断したものであります。

(1) 経営成績の状況

当第１四半期累計期間におけるわが国経済は、米中貿易摩擦の長期化、地政学リスクの高まり等が続くなか、

新型コロナウイルス感染症の世界的拡大により急激に悪化、先行きが不透明な状況となっております。

このような環境のなか、当第１四半期累計期間の業績は、売上高1,159百万円（前年同四半期比17.8％増）、損

益面におきましては、営業利益132百万円（前年同四半期は営業損失86百万円）、経常利益139百万円（前年同四

半期は経常損失84百万円）、四半期純利益107百万円（前年同四半期は四半期純損失101百万円）となりました。

セグメント別の概況は以下のとおりです。

①　製造事業

半導体関連向け真空ポンプ売上は減少したものの、送風機・圧縮機が売上を伸ばし、売上高は992百万円（前年

同四半期比20.9％増）となり、損益面におきましては、セグメント損失1百万円（前年同四半期はセグメント損失

214百万円）と、前年同四半期比増収増益になりました。

　売上高を製品別に示しますと、真空ポンプは433百万円（前年同四半期比12.2％減）、送風機・圧縮機は235百

万円（前年同四半期比143.6％増）、部品は196百万円（前年同四半期比20.5％増）、修理は123百万円（前年同四

半期比81.9％増）の結果となりました。

　また、輸出関係におきましては、売上高は182百万円（前年同四半期比228.4％増）となりました。

②　不動産事業

オフィス市況が引き続き堅調に推移したことから、売上高167百万円（前年同四半期比2.1％増）、セグメント

利益133百万円（前年同四半期比4.6％増）と増収増益になりました。

 

(2) 財政状態の状況

当第１四半期会計期間の財政状態は、前事業年度末と比べ、総資産は283百万円減少し6,931百万円、負債は360

百万円減少し4,933百万円、純資産は76百万円増加し1,998百万円となりました。

　総資産の減少は、現金及び預金が217百万円、たな卸資産が67百万円減少したこと等が主な要因です。

　負債の減少は、長期借入金が199百万円、1年内返済予定の長期借入金が57百万円、支払手形及び買掛金が73百

万円、電子記録債務が77百万円減少したこと等が主な要因です。

　純資産の増加は、利益剰余金が85百万円増加したこと等が主な要因です。

　この結果、自己資本比率は28.8％（前事業年度末は26.6％）となりました。
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(3) 経営方針・経営戦略等

当第１四半期累計期間において、当社が定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はありません。

 
(4) 優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

当第１四半期累計期間において、当社が優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題について重要な変更はあ

りません。

 
(5) 研究開発活動

当第１四半期累計期間の製造事業における研究開発費の総額は5百万円であります。

なお、当第１四半期累計期間において、当社の研究開発活動の状況に重要な変更はありません。

 

 
３ 【経営上の重要な契約等】

　該当事項はありません。
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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 2,400,000

計 2,400,000
 

 

② 【発行済株式】

 

種類
第１四半期会計期間末

現在発行数(株)
(2020年６月30日)

提出日現在
発行数(株)

(2020年８月７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 1,120,000 1,120,000
東京証券取引所
市場第二部

単元株式数は100株であ
ります。

計 1,120,000 1,120,000 ― ―
 

 

(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)

2020年４月１日～
2020年６月30日

― 1,120,000 ― 785,000 ― 303,930
 

 

(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。
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(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(2020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】

2020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)
 

普通株式 15,400
 

 

― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式

11,022 ―
1,102,200

単元未満株式
 

普通株式 2,400
 

 

― １単元(100株)未満の株式

発行済株式総数 1,120,000 ― ―

総株主の議決権 ― 11,022 ―
 

(注) １．「完全議決権株式(自己株式等)」欄の普通株式は、全て当社保有の自己株式であります。

２．「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式９株が含まれております。

 

② 【自己株式等】

                                                                               2020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(％)

㈱宇野澤組鐵工所
東京都渋谷区恵比寿１丁目
19－15

15,400 ― 15,400 1.38

計 ― 15,400 ― 15,400 1.38
 

　

 
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】

 

１．四半期財務諸表の作成方法について

当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第63

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１四半期会計期間(2020年４月１日から2020年６月

30日まで)及び第１四半期累計期間(2020年４月１日から2020年６月30日まで)に係る四半期財務諸表について、アーク

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。

 

３．四半期連結財務諸表について

当社は、子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。
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１ 【四半期財務諸表】

(1)【四半期貸借対照表】

           (単位：千円)

          
前事業年度

(2020年３月31日)
当第１四半期会計期間
(2020年６月30日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 2,100,730 1,883,506

  受取手形及び売掛金 1,425,535 1,351,506

  電子記録債権 276,776 356,899

  たな卸資産 875,635 807,878

  その他 30,695 29,009

  貸倒引当金 △2,213 △2,191

  流動資産合計 4,707,160 4,426,609

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物及び構築物（純額） 1,292,018 1,294,937

   土地 631,643 631,643

   その他（純額） 160,878 175,215

   有形固定資産合計 2,084,541 2,101,796

  無形固定資産 93,704 95,032

  投資その他の資産   

   投資有価証券 254,292 241,956

   その他 75,998 66,545

   投資その他の資産合計 330,291 308,501

  固定資産合計 2,508,536 2,505,330

 資産合計 7,215,697 6,931,939

負債の部   

 流動負債   

  支払手形及び買掛金 443,464 369,967

  電子記録債務 462,870 385,726

  1年内返済予定の長期借入金 947,793 890,182

  未払法人税等 38,303 51,814

  賞与引当金 61,677 18,849

  その他 309,149 334,304

  流動負債合計 2,263,258 2,050,845

 固定負債   

  長期借入金 1,799,315 1,599,802

  繰延税金負債 2,522 7,160

  退職給付引当金 544,846 542,590

  役員退職慰労引当金 140,680 144,754

  長期預り保証金 524,190 570,426

  その他 19,223 17,762

  固定負債合計 3,030,777 2,882,495

 負債合計 5,294,036 4,933,340
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           (単位：千円)

          
前事業年度

(2020年３月31日)
当第１四半期会計期間
(2020年６月30日)

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 785,000 785,000

  資本剰余金 303,931 303,931

  利益剰余金 735,429 820,928

  自己株式 △29,779 △29,779

  株主資本合計 1,794,581 1,880,080

 評価・換算差額等   

  その他有価証券評価差額金 127,079 118,517

  評価・換算差額等合計 127,079 118,517

 純資産合計 1,921,661 1,998,598

負債純資産合計 7,215,697 6,931,939
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(2)【四半期損益計算書】

【第１四半期累計期間】

           (単位：千円)

          前第１四半期累計期間
(自 2019年４月１日
　至 2019年６月30日)

当第１四半期累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年６月30日)

売上高 984,220 1,159,110

売上原価 892,350 861,296

売上総利益 91,870 297,814

販売費及び一般管理費 178,332 165,562

営業利益又は営業損失(△) △86,461 132,251

営業外収益   

 受取利息 92 69

 受取配当金 4,492 3,983

 違約金収入 ― 2,998

 祝金受取額 2,243 ―

 その他 4,143 7,098

 営業外収益合計 10,970 14,149

営業外費用   

 支払利息 6,253 5,694

 為替差損 2,226 575

 その他 106 146

 営業外費用合計 8,586 6,416

経常利益又は経常損失(△) △84,077 139,984

特別利益   

 受取保険金 ― 22,094

 特別利益合計 ― 22,094

特別損失   

 固定資産除却損 ― 50

 特別損失合計 ― 50

税引前四半期純利益又は
税引前四半期純損失(△)

△84,077 162,028

法人税、住民税及び事業税 1,877 46,024

法人税等調整額 15,674 8,412

法人税等合計 17,552 54,437

四半期純利益又は四半期純損失(△) △101,629 107,590
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【注記事項】

(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)

当第１四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・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１四半期累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年６月30日)

当第１四半期累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年６月30日)

減価償却費 49,334千円 46,757千円
 

 

 
(株主資本等関係)

Ⅰ　前第１四半期累計期間(自 2019年４月１日 至 2019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

2019年６月26日
定時株主総会

普通株式 44,188 40.00 2019年３月31日 2019年６月27日 利益剰余金
 

 

２．基準日が当第１四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期会計期間の末日後となる

もの

該当事項はありません。

 
Ⅱ　当第１四半期累計期間(自 2020年４月１日 至 2020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

2020年６月25日
定時株主総会

普通株式 22,091 20.00 2020年３月31日 2020年６月26日 利益剰余金
 

 

２．基準日が当第１四半期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】

Ⅰ 前第１四半期累計期間(自 2019年４月１日 至 2019年６月30日)

１．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

   (単位：千円)

 製造事業 不動産事業 合計

売上高    

  外部顧客への売上高 820,587 163,633 984,220

 セグメント間の内部売上高又は振替高 ― ― ―

計 820,587 163,633 984,220

セグメント利益又は損失（△） △214,137 127,676 △86,461
 

　

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異

調整に関する事項)

該当事項はありません。

 

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

 

Ⅱ 当第１四半期累計期間(自 2020年４月１日 至 2020年６月30日)

１．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

   (単位：千円)

 製造事業 不動産事業 合計

売上高    

  外部顧客への売上高 992,026 167,083 1,159,110

 セグメント間の内部売上高又は振替高 ― ― ―

計 992,026 167,083 1,159,110

セグメント利益又は損失（△） △1,341 133,593 132,251
 

 

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異

調整に関する事項)

該当事項はありません。

 

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。
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(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益又は１株当たり四半期純損失及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

項目
前第１四半期累計期間
(自　2019年４月１日
 至　2019年６月30日)

当第１四半期累計期間
(自　2020年４月１日
至　2020年６月30日)

　　１株当たり四半期純利益又は
　　１株当たり四半期純損失(△)

△92円00銭 97円40銭

  (算定上の基礎)   

   四半期純利益又は四半期純損失(△)(千円) △101,629 107,590

   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又は
　　四半期純損失(△)(千円)

△101,629 107,590

   普通株式の期中平均株式数(千株) 1,104 1,104
 

(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】

　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
 

2020年８月７日

株式会社宇野澤組鐵工所

取締役会  御中

アーク有限責任監査法人
 

東京オフィス
 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 二 階 堂　　博　　文 　㊞

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 雛　　鶴　　義　　男 　㊞

 

 

監査人の結論

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宇野澤

組鐵工所の2020年４月１日から2021年３月31日までの第129期事業年度の第１四半期会計期間（2020年４月１日から2020

年６月30日まで）及び第１四半期累計期間（2020年４月１日から2020年６月30日まで）に係る四半期財務諸表、すなわ

ち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び注記について四半期レビューを行った。

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

れる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社宇野澤組鐵工所の2020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全ての重要な点において認めら

れなかった。

 

監査人の結論の根拠

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。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任」

に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監

査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。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。

 
四半期財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

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財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表

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。

四半期財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期財務諸表を作成することが適切であ

るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関

する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ

る。
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四半期財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半

期財務諸表に対する結論を表明することにある。

監査人は、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従って、四半期レビューの過程を通

じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　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する質問、分析的手続その他の四半期レ

ビュー手続を実施する。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。

・　継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認

められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期財務諸表において、我が国において一般に公正妥当と

認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかどう

か結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書において

四半期財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期財務諸表の注記事項が適切で

ない場合は、四半期財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論

は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業とし

て存続できなくなる可能性がある。

・　四半期財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に

準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期財務諸表の表

示、構成及び内容、並びに四半期財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる事項が

認められないかどうかを評価する。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要

な発見事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、

並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガー

ドを講じている場合はその内容について報告を行う。

 

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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