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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91期

第２四半期
連結累計期間

第92期
第２四半期
連結累計期間

第91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) 35,686 35,427 72,486

経常利益 (百万円) 3,039 2,909 6,812

親会社株主に帰属する四半期(当
期)純利益

(百万円) 2,020 1,944 4,042

四半期包括利益又は
包括利益

(百万円) 1,367 1,160 9,338

純資産額 (百万円) 60,518 68,503 67,877

総資産額 (百万円) 89,233 96,774 96,246

１株当たり四半期
(当期)純利益金額

(円) 20.57 19.78 41.16

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額

(円) 20.55 19.74 41.09

自己資本比率 (％) 64.3 67.2 66.9

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 4,602 2,788 7,023

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △3,460 △4,020 △6,938

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △597 △706 △1,400

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(百万円) 11,521 8,418 10,383

回次
第91期

第２四半期
連結会計期間

第92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) 10.84 10.65

(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．「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期四半期連結

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。

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】

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において当社グループが判断したものであります。

なお、当第１期四半期連結累計期間より、「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、「四半期純利益」を「親会社株主に帰属する四半期純利益」としております。

(1) 業績の状況

当第２四半期連結累計期間における世界経済は、米国経済は引き続き堅調であり、欧州経済も回復傾向が見られ

ましたが、新興国経済は減速感が強まり、アジア経済も不冴えに終わり、中でも中国経済の成長鈍化は鮮明となり

ました。

わが国経済は企業業績の改善は見られますが、個人消費は伸び悩んでおり、景気は足踏み状態で推移しました。

当社グループと関連の深い自動車産業におきましては、増税の影響による軽自動車の販売落ち込みが大きく響

き、当第２四半期連結累計期間の国内自動車生産台数は前年同期比で約７％減となりました。また、当社製品の重

要市場であるインドネシアの自動車販売台数は前年同期比で約20％減と大幅に減少しました。

このような状況のなか、当第２四半期連結累計期間における当社グループ売上高は、自動車用鋳物製品の一時的

な販売の落ち込みやインドネシアなどのアジア地域での販売減などにより、35,427百万円（前年同四半期比0.7％

減）と前年比微減となりました。

利益面では、合理化や円安効果などにより営業利益は2,806百万円（前年同四半期比6.4％増）となりましたが、

経常利益はその他事業での補修工事に係る費用の増加等により2,909百万円（前年同四半期比4.3％減）、親会社株

主に帰属する四半期純利益は1,944百万円（前年同四半期比3.8％減）となりました。

セグメントごとの業績は次のとおりであります。

①自動車・産業機械部品事業

売上高は30,004百万円（前年同四半期比0.6％減）、セグメント利益は2,307百万円（前年同四半期比16.0％

増）となりました。

②その他事業

売上高は6,719百万円（前年同四半期比7.3％減）、セグメント利益は482百万円（前年同四半期比38.0％減）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総資産96,774百万円となり、前連結会計年度末に比べ528百万円増加しま

した。

負債につきましては、28,271百万円となり、前連結会計年度末に比べ98百万円減少しました。

純資産につきましては、68,503百万円と前連結会計年度末に比べ626百万円増加しました。これは、利益剰余金

の増加及び為替換算調整勘定の影響等によるものです。
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(3) キャッシュ・フローの状況

当第２四半期連結会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、8,418百万円となりまし

た。当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フロー状況とそれらの要因は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動によるキャッシュ・フローは、2,788百万円の資金増加（前年同四半期比39.4％減）となりました。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動によるキャッシュ・フローは、ソフトウェア含めた設備の増強・更新等の固定資産取得による支出があ

ったこと等により、4,020百万円の資金減少（前年同四半期比16.2％増）となりました。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払い等により、706百万円の資金減少（前年同四半期比

18.3％増）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２四半期連結累計期間において、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。

なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等

（会社法施行規則第118条第３号に掲げる事項）は次のとおりであります。

＜当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針＞

① 基本方針の内容

当社は、上場会社として、当社の株主の在り方について、株主は市場での自由な取引を通じて決まるものと考え

ています。したがって、株式会社の支配権の移転を伴う買付提案に応じるかどうかの 終的な判断も、株主の皆様

の意思に基づき行われるべきものと考えます。

しかし、当社株式の大規模買付行為等の中には、その目的等からみて株主に株式の売却を事実上強要するおそれ

のあるもの、当社の取締役会や株主が買付内容について判断するための合理的に必要となる時間や情報を提供しな

いもの等、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を毀損するおそれのあるものもありえます。このような不適切

な大規模買付行為等を行う者は、例外的に、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として適当でないと考

えます。

② 基本方針の実現に資する取組み

当社では、多数の投資家の皆様に長期的に当社に投資を継続して頂くために、当社の企業価値ひいては株主共同

の利益を向上させるための取組みとして、次の施策を実施しています。

これらの取組みは、上記①の基本方針の実現にも資するものと考えています。

＜経営理念及び中期経営計画の推進による企業価値向上＞

当社の創業は、1927年、当時の「理化学研究所」で発明されたピストンリングの製造法の事業化に始まり、以後

ピストンリングを軸に、カムシャフトをはじめとした内燃機関部品、自動車や産業機械向けの鋳鉄部品、配管用機

材、更には熱エンジニアリング事業、ＥＭＣ事業など多岐にわたる製品を供給し、グローバルに事業を展開してま

いりました。当社では、以下のグループ経営理念及び「顧客第一・基本重視・フェア・オープン・明るく積極的

に・スピード」を行動規範として定め、お客様のグローバルな競争力強化に対応し、品質・技術・価格面での高い

要求水準に適った製品の開発、販売に努めています。
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＜経営理念＞

● 私たちは地球環境を守り、社会に貢献する一級企業市民であり続けます

● 私たちは株主の資本を効率的に活用し、グローバルに企業価値を創造します

● 私たちは知識の向上と技術の革新を心がけ、世界のお客様に感動を与える製品を提供します

● 私たちは高い志と広い視野を持って、常に変革を遂げていきます

＜コーポレート・ガバナンス（企業統治）の充実による企業価値向上＞

当社は、経済、環境、社会等の幅広い分野における責任を果たすことにより、継続的に企業価値を高めていくこ

とを目指し、コーポレート・ガバナンスの確立を経営上の重要課題と位置付けています。

従来から経営機関（取締役会及び経営会議、監査役会）の適切な運営に加え、具体的な取組みとしては内部統制

システム整備に関する基本方針（取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他

株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備）に基づき、コンプライア

ンスの徹底やリスクマネージメントの充実をはじめとした企業の透明性、効率性、健全性の確保に取り組んでいま

す。

また、ＣＳＲ委員会を設置し、内部統制の強化とともに、環境活動や社会貢献活動、正確で適切な情報開示、Ｃ

Ｓ（顧客満足創造）等の活動を当社グループ全体で統括し、更なるレベルアップを図っています。

③ 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための

取組みの概要

当社は、基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止し、

当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上させるための取り組みとして、平成25年５月24日開催の当

社取締役会において、「当社株式の大規模買付行為に関する対応策」（以下「本プラン」といいます。）の継続を

決議し、平成25年６月25日開催の第89回定時株主総会（以下「本株主総会」といいます。）において、本プランの

継続について承認を得ております。

本プランの対象となる当社株式の大規模買付行為とは、特定株主グループの議決権割合を20％以上とすることを

目的とする当社株式の買付行為、又は結果として特定株主グループの議決権割合が20％以上となる当社株式の買付

行為をいい、かかる買付行為を行う者を「大規模買付者」といいます。

本プランにおける、大規模買付時における情報提供と検討時間の確保等に関する一定のルール（以下「大規模買

付ルール」といいます。）は、①事前に大規模買付者が当社取締役会に対して必要かつ十分な情報を提供し、②必

要情報の提供完了後、対価を現金のみとする公開買付による当社全株式の買付けの場合は 長60日間、又はその他

の大規模買付行為の場合は 長90日間を当社取締役会による評価・検討等の取締役会評価期間として設定し、取締

役会評価期間が経過した後に大規模買付行為を開始する、というものです。ただし、対抗措置の内容について株主

意思確認のための株主総会を開催する場合は、対抗措置の発動、不発動の手続きが完了するまでは、大規模買付行

為は開始できません。

本プランにおいては、大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合には、原則として当該大規模買付行為に

対する対抗措置は講じません。但し、大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しなかった場合、遵守しても当該大

規模買付行為が当社に回復し難い損害をもたらすなど、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なうと

判断する場合には、必要かつ相当な範囲で新株予約権の無償割当等、会社法その他の法律及び当社定款が認める検

討可能な対抗措置をとることがあります。

このように対抗措置をとる場合、その判断の合理性及び公正性を担保するために、取締役会は対抗措置の発動に

先立ち、当社の業務執行を行う経営陣から独立している社外取締役、社外監査役又は社外有識者から選任された委

員で構成する独立委員会に対して対抗措置の発動の是非について諮問し、独立委員会は対抗措置の発動の是非につ

いて、取締役会評価期間内に勧告を行うものとします。当社取締役会は、対抗措置を発動するか否かの判断に際し

て、独立委員会の勧告を 大限尊重するものとします。
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なお、本プランの有効期限は平成28年６月に開催される当社第92回定時株主総会の終結の時までとします。本プ

ランは、本株主総会において継続が承認され発効した後であっても、①当社株主総会において本プランを廃止する

旨の株主の一定割合の意思表示が行われた場合、②当社取締役会により本プランを廃止する旨の決議等が行われた

場合には、その時点で廃止されるものとします。

継続後の本プランにつきましては、当社ウェブサイト（http://www.riken.co.jp）をご参照ください。

④ 上記取組みが基本方針に沿い、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に合致し、当社の会社役員の地位の維

持を目的とするものではないことについて

上記②の当社の企業価値ひいては株主共同の利益を向上させるための取組みは、まさに基本方針に沿うものであ

り、上記③のとおり本プランの設計に際しては以下の点を十分考慮しており、本プランが基本方針に沿い、当社の

企業価値ひいては株主共同の利益に合致するものであり、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではない

と考えております。

1) 買収防衛策に関する指針の要件を充足していること

2) 株主共同の利益の確保・向上の目的をもって導入されていること

3) 株主意思を反映するものであること

4) 独立性の高い社外者の判断の重視

5）デッドハンド型やスローハンド型の買収防衛策ではないこと

(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762百万円であります。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。
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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 200,000,000

計 200,000,000

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12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 106,484,667 106,484,667
東京証券取引所
市場第一部

単元株式数は
1,000株であります。

計 106,484,667 106,484,667 ― ―

（注）提出日現在発行数には、平成27年11月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行さ

れた株式数は、含まれておりません。

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。
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(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 ─ 106,484,667 ─ 8,573 ─ 6,604

(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(％)

株式会社みずほ銀行 東京都千代田区大手町一丁目５番５号 4,863 4.57

NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE 
NVI01

50 BANK STREET CANARY WHARF LONDON E14 
5NT.UK

4,631 4.35

日本トラスティ・サービス
信託銀行株式会社（信託口）

東京都中央区晴海一丁目８番11号 3,766 3.54

日立金属商事株式会社 東京都中央区八丁堀二丁目９番１号 3,564 3.35

日本生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内一丁目６番６号 3,528 3.31

株式会社第四銀行
新潟県新潟市中央区東堀前通七番町
1071番地１

3,202 3.01

三井住友信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目４番１号 2,617 2.46

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内二丁目７番１号 2,553 2.40

日本マスタートラスト
信託銀行株式会社（信託口）

東京都港区浜松町二丁目11番３号 2,193 2.06

損害保険ジャパン日本興亜株式会社 東京都新宿区西新宿一丁目26番１号 1,901 1.79

計 ― 32,820 30.82

(注) 上記のほか当社所有の自己株式8,121千株（7.63％）があります。

6462/E01598/リケン/2016年
－8－



(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8,121,000
― ─

完全議決権株式(その他) 普通株式97,554,000 97,554 ─

単元未満株式 普通株式809,667 ― ─

発行済株式総数 106,484,667 ― ―

総株主の議決権 ― 97,554 ―

(注) 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式615株が含まれております。

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(％)

(自己保有株式)
株式会社リケン

東京都千代田区三番町
８番地１

8,121,000 - 8,121,000 7.63

計 ― 8,121,000 - 8,121,000 7.63

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 7,553 7,523

受取手形及び売掛金 18,216 17,359

有価証券 4,200 1,800

商品及び製品 6,663 7,858

仕掛品 2,749 3,404

原材料及び貯蔵品 1,930 1,970

繰延税金資産 936 915

その他 1,144 1,167

貸倒引当金 △18 △18

流動資産合計 43,375 41,980

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 9,358 9,339

機械装置及び運搬具（純額） 10,493 10,220

土地 2,715 2,698

建設仮勘定 1,529 2,140

その他（純額） 840 1,038

有形固定資産合計 24,938 25,437

無形固定資産 2,269 3,762

投資その他の資産

投資有価証券 14,750 14,608

繰延税金資産 322 343

退職給付に係る資産 9,543 9,582

保険積立金 415 417

その他 676 687

貸倒引当金 △44 △44

投資その他の資産合計 25,664 25,594

固定資産合計 52,871 54,794

資産合計 96,246 96,774
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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 11,058 11,236

未払法人税等 1,124 547

賞与引当金 1,840 1,834

その他 4,429 4,779

流動負債合計 18,453 18,398

固定負債

長期借入金 8,000 8,000

退職給付に係る負債 1,333 1,335

環境対策引当金 32 32

その他 550 505

固定負債合計 9,916 9,873

負債合計 28,369 28,271

純資産の部

株主資本

資本金 8,573 8,573

資本剰余金 6,604 6,604

利益剰余金 46,818 48,165

自己株式 △3,709 △3,648

株主資本合計 58,286 59,695

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 279 122

為替換算調整勘定 2,045 1,720

繰延ヘッジ損益 - △8

退職給付に係る調整累計額 3,764 3,520

その他の包括利益累計額合計 6,089 5,355

新株予約権 64 75

非支配株主持分 3,435 3,377

純資産合計 67,877 68,503

負債純資産合計 96,246 96,774
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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 35,686 35,427

売上原価 27,830 27,048

売上総利益 7,856 8,378

販売費及び一般管理費 ※１5,219 ※１5,572

営業利益 2,636 2,806

営業外収益

受取利息及び配当金 48 59

持分法による投資利益 492 493

生命保険配当金 1 1

為替差益 114 -

その他 52 59

営業外収益合計 708 613

営業外費用

支払利息 51 51

支払補償費 71 289

為替差損 - 22

その他 182 146

営業外費用合計 305 509

経常利益 3,039 2,909

特別利益

固定資産売却益 2 17

投資有価証券売却益 17 18

その他 - 7

特別利益合計 20 43

特別損失

固定資産除却損 31 44

投資有価証券評価損 1 -

その他 0 -

特別損失合計 34 44

税金等調整前四半期純利益 3,024 2,909

法人税、住民税及び事業税 841 746

法人税等調整額 11 130

法人税等合計 853 876

四半期純利益 2,171 2,032

非支配株主に帰属する四半期純利益 151 88

親会社株主に帰属する四半期純利益 2,020 1,944
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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 2,171 2,032

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 65 △155

為替換算調整勘定 △508 △300

繰延ヘッジ損益 - △8

退職給付に係る調整額 △141 △243

持分法適用会社に対する持分相当額 △219 △165

その他の包括利益合計 △804 △872

四半期包括利益 1,367 1,160

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 1,243 1,209

非支配株主に係る四半期包括利益 124 △49
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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 3,024 2,909

減価償却費 1,819 1,998

持分法による投資損益（△は益） △492 △493

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 50 13

退職給付に係る資産の増減額（△は増加） 214 △39

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 54 -

貸倒引当金の増減額（△は減少） 0 △0

環境対策引当金の増減額（△は減少） △92 -

受取利息及び受取配当金 △48 △59

支払利息 51 51

為替差損益（△は益） 29 △14

投資有価証券評価損益（△は益） 1 -

投資有価証券売却損益（△は益） △17 △18

固定資産除却損 31 44

固定資産売却損益（△は益） △2 △17

売上債権の増減額（△は増加） 656 814

たな卸資産の増減額（△は増加） △466 △1,923

仕入債務の増減額（△は減少） △463 211

未払消費税等の増減額（△は減少） 151 △462

その他 72 435

小計 4,575 3,449

利息及び配当金の受取額 847 721

利息の支払額 △51 △51

法人税等の支払額 △768 △1,330

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,602 2,788

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加） △392 479

有形固定資産の取得による支出 △2,462 △2,829

有形固定資産の売却による収入 5 60

無形固定資産の取得による支出 △528 △1,539

投資有価証券の売却及び償還による収入 26 20

投資有価証券の取得による支出 - △199

短期貸付けによる支出 - △400

短期貸付金の回収による収入 - 420

その他の支出 △109 △37

その他の収入 0 4

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,460 △4,020
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(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)

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出 △2 △3

自己株式の売却による収入 4 44

自己株式の取得による支出 △4 △4

配当金の支払額 △590 △589

非支配株主への配当金の支払額 △3 △8

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得に

よる支出
- △145

財務活動によるキャッシュ・フロー △597 △706

現金及び現金同等物に係る換算差額 △203 △27

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 341 △1,965

現金及び現金同等物の期首残高 11,180 10,383

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※１11,521 ※１8,418
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【注記事項】

(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更)

該当事項はありません。

(会計方針の変更等)

(会計方針の変更)

「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替えを行っております。

当第２四半期連結累計期間の四半期連結キャッシュ・フロー計算書においては、連結範囲の変動を伴わない子

会社株式の取得又は売却に係るキャッシュ・フローについては、「財務活動によるキャッシュ・フロー」の区分

に記載しております。

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。

この結果、当第２四半期連結累計期間の損益に与える影響はありません。

(追加情報)

該当事項はありません。
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(四半期連結貸借対照表関係)

※１ 偶発債務

下記のとおり銀行借入保証を行っております。なお、金額は当社の実質保証額であります。

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）

保証債務

従業員住宅ローン保証残高 40百万円 37百万円

(四半期連結損益計算書関係)

※１ 販売費及び一般管理費の主なもの

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)

運賃及び荷造費 923百万円 1,001百万円

給料及び手当 1,631 〃 1,657 〃

賞与引当金繰入額 454 〃 478 〃

退職給付費用 55 〃 39 〃

(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 8,466百万円 7,523百万円

預入期間が３ヶ月以内の譲渡性預金等 4,000 〃 1,800 〃

預入期間が３ヶ月を超える定期預金等 △944 〃 △904 〃

現金及び現金同等物 11,521百万円 8,418百万円
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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26年６月25日
定時株主総会

普通株式 589 6.00 平成26年３月31日 平成26年６月26日 利益剰余金

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26年11月11日
取締役会

普通株式 589 6.00 平成26年９月30日 平成26年11月28日 利益剰余金

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６月23日
定時株主総会

普通株式 589 6.00 平成27年３月31日 平成27年６月24日 利益剰余金

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11月11日
取締役会

普通株式 590 6.00 平成27年９月30日 平成27年11月30日 利益剰余金
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ 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 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：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

自動車・産業
機械部品事業

売上高

外部顧客への売上高 30,184 5,501 35,686 － 35,686

セグメント間の内部
売上高又は振替高

12 1,747 1,760 △1,760 －

計 30,197 7,249 37,446 △1,760 35,686

セグメント利益 1,988 778 2,766 △130 2,636

（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、配管機器事業、ＥＭＣ事業及び熱

エンジニアリング事業等を含んでおります。

２ セグメント利益の調整額は、セグメント間取引消去によるものです。

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。

２ 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。

6462/E01598/リケン/2016年
－20－



Ⅱ 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 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：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

自動車・産業
機械部品事業

売上高

外部顧客への売上高 30,001 5,426 35,427 - 35,427

セグメント間の内部
売上高又は振替高

3 1,293 1,296 △1,296 -

計 30,004 6,719 36,724 △1,296 35,427

セグメント利益 2,307 482 2,789 16 2,806

（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、配管機器事業、ＥＭＣ事業及び熱

エンジニアリング事業等を含んでおります。

２ セグメント利益の調整額は、セグメント間取引消去によるものです。

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。

２ 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、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)

(1) １株当たり四半期純利益金額 20円57銭 19円78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）

2,020 1,944

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）

2,020 1,944

普通株式の期中平均株式数（千株） 98,202 98,288

(2) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 20円55銭 19円74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
（百万円）

－ -

普通株式増加数（千株） 98 210

希薄化効果を有しないため、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】

第92期（平成27年４月１日から平成28年３月31日まで）中間配当については、平成27年11月11日開催の取締役会

において、平成27年９月30日の株主名簿に記録された株主に対し、次のとおり行うことを決議いたしました。

① 配当金の総額 590百万円

② １株当たりの金額 ６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11月30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12日

株式会社リケン

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 堀 越 喜 臣 印

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 伊 藤 正 広 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リケン

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、株式会社リケ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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