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1. 平成29年10月期第2四半期の連結業績（平成28年11月1日～平成29年4月30日）

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属する四

半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

29年10月期第2四半期 12,031 △2.5 2,117 1.1 2,180 17.4 2,118 18.1

28年10月期第2四半期 12,341 8.7 2,094 4.6 1,857 △10.7 1,794 △10.4

（注）包括利益 29年10月期第2四半期　　2,243百万円 （45.3％） 28年10月期第2四半期　　1,543百万円 （△30.8％）

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

29年10月期第2四半期 153.55 151.09

28年10月期第2四半期 131.69 128.77

(2) 連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

29年10月期第2四半期 25,117 10,225 40.4

28年10月期 23,495 8,259 34.7

（参考）自己資本 29年10月期第2四半期 10,141百万円 28年10月期 8,142百万円

2. 配当の状況

年間配当金

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

28年10月期 0.00 20.00 0.00 25.00 45.00

29年10月期 0.00 0.00

29年10月期（予想） 0.00 0.00 0.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

3. 平成29年10月期の連結業績予想（平成28年11月 1日～平成29年10月31日）

（％表示は、対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属する

当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 23,100 3.7 2,350 △11.8 2,230 △0.1 2,060 2.3 148.48

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無



※ 注記事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） ： 無

新規 ― 社 （社名） 、 除外 ― 社 （社名）

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 無

② ①以外の会計方針の変更 ： 無

③ 会計上の見積りの変更 ： 有

④ 修正再表示 ： 無

(注)詳細は、添付資料６ページ「１．四半期連結財務諸表及び主な注記（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項（会計上の見積りの変更）」をご覧くださ
い。

(4) 発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 29年10月期2Q 17,696,566 株 28年10月期 17,780,566 株

② 期末自己株式数 29年10月期2Q 3,822,886 株 28年10月期 4,023,239 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 29年10月期2Q 13,795,513 株 28年10月期2Q 13,625,468 株

※四半期決算短信は四半期レビューの対象外です

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料に記載されている業績予想等の将来に関する記述は、当社が現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んで
おります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。



株式会社TASAKI(7968) 平成29年10月期 第２四半期決算短信

1

○添付資料の目次

１．四半期連結財務諸表及び主な注記 ……………………………………………………………………2

（１）四半期連結貸借対照表 ………………………………………………………………………………2

（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 …………………………………………4

（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項 ……………………………………………………………6

（継続企業の前提に関する注記） ……………………………………………………………………6

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記） ……………………………………………6

（会計上の見積りの変更） ……………………………………………………………………………6

（重要な後発事象） ……………………………………………………………………………………6

決算短信（宝印刷） 2017年06月13日 10時48分 1ページ（Tess 1.50(64) 20160317_01）



株式会社TASAKI(7968) 平成29年10月期 第２四半期決算短信

2

１．四半期連結財務諸表及び主な注記

（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10月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成29年４月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,904 2,813

受取手形及び売掛金 884 932

たな卸資産 14,044 14,341

繰延税金資産 858 879

その他 1,427 1,654

貸倒引当金 △0 △0

流動資産合計 19,119 20,620

固定資産

有形固定資産 2,484 2,570

無形固定資産 174 156

投資その他の資産 1,717 1,769

固定資産合計 4,376 4,496

資産合計 23,495 25,117

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 454 502

短期借入金 200 300

1年内返済予定の長期借入金 600 600

未払金 926 764

未払費用 132 175

未払法人税等 50 39

賞与引当金 211 155

役員賞与引当金 120 50

その他 189 259

流動負債合計 2,885 2,845

固定負債

長期借入金 9,100 8,800

繰延税金負債 281 287

再評価に係る繰延税金負債 52 52

退職給付に係る負債 2,644 2,642

資産除去債務 210 210

役員株式給付引当金 8 ―

その他 53 53

固定負債合計 12,350 12,045

負債合計 15,235 14,891
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成28年10月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成29年４月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 100 100

資本剰余金 10,474 10,183

利益剰余金 6,492 8,264

自己株式 △9,218 △8,825

株主資本合計 7,848 9,721

その他の包括利益累計額

土地再評価差額金 97 97

為替換算調整勘定 199 307

退職給付に係る調整累計額 △3 14

その他の包括利益累計額合計 294 419

新株予約権 116 84

純資産合計 8,259 10,225

負債純資産合計 23,495 25,117
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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27年11月１日
　至 平成28年４月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成28年11月１日
　至 平成29年４月30日)

売上高 12,341 12,031

売上原価 4,353 3,868

売上総利益 7,988 8,162

販売費及び一般管理費 5,893 6,045

営業利益 2,094 2,117

営業外収益

受取利息 1 3

為替差益 ― 107

保険配当金 5 5

雑収入 16 34

営業外収益合計 23 151

営業外費用

支払利息 84 72

為替差損 167 ―

雑損失 9 15

営業外費用合計 261 88

経常利益 1,857 2,180

特別損失

固定資産除売却損 12 4

特別損失合計 12 4

税金等調整前四半期純利益 1,844 2,175

法人税、住民税及び事業税 61 30

法人税等調整額 △11 27

法人税等合計 50 57

四半期純利益 1,794 2,118

親会社株主に帰属する四半期純利益 1,794 2,118
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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27年11月１日
　至 平成28年４月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成28年11月１日
　至 平成29年４月30日)

四半期純利益 1,794 2,118

その他の包括利益

土地再評価差額金 1 ―

為替換算調整勘定 △254 107

退職給付に係る調整額 2 17

その他の包括利益合計 △250 125

四半期包括利益 1,543 2,243

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 1,543 2,243

非支配株主に係る四半期包括利益 ― ―
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（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

　 該当事項はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

前第２四半期連結累計期間(自 平成27年11月１日 至 平成28年４月30日)

１．配当金支払額

決議 株式の種類 配当の原資
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

平成27年12月14日
取締役会

普通株式 利益剰余金 542 40.00 平成27年10月31日 平成28年１月29日

　

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 配当の原資
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

平成28年６月14日
取締役会

普通株式 利益剰余金 274 20.00 平成28年４月30日 平成28年７月15日

　

当第２四半期連結累計期間(自 平成28年11月１日 至 平成29年４月30日)

１．配当金支払額

決議 株式の種類 配当の原資
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

平成28年12月13日
取締役会

普通株式 利益剰余金 346 25.00 平成28年10月31日 平成29年１月31日

(注) 平成28年12月13日取締役会決議による配当金の総額には、信託が保有する自社の株式に対する配当金２百万円

が含まれております。
　

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

　 該当事項はありません。

　

（会計上の見積りの変更）

(退職給付に係る負債の数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理年数の変更)

従来、数理計算上の差異の費用処理年数は10年としておりましたが、従業員の平均残存勤務期間が短縮したた

め、第１四半期連結会計期間より費用処理年数を９年に変更しております。

この変更により、従来の方法によった場合と比較して、当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び

税金等調整前当期純利益は、それぞれ８百万円減少しております。

（重要な後発事象）

１．吸収合併

当社は、平成29年５月18日開催の取締役会において、株式会社スターダスト（以下、「スターダスト」といい

ます。）を吸収合併存続会社とし、当社を吸収合併消滅会社とする吸収合併を行うことを決議し、同日付で、スタ

ーダストとの間で吸収合併契約を締結いたしました。また、当該合併契約につき株主総会による承認を得ること

を目的として、平成29年６月26日開催予定の臨時株主総会招集決議をしております。

　また、本合併の効力発生日（平成29年８月１日予定）に先立ち、当社の株式は、株式会社東京証券取引所市場

第一部において、平成29年７月27日付で上場廃止となる予定です。

（１）吸収合併の目的

当社の将来的な成長を目指し、当社の既存株主に対して現金化の機会を提供したうえで非公開化を行い、企

業価値向上及び事業戦略の観点から中長期的な視点に立った上で機動的かつ迅速及び柔軟な意思決定を可能と

する経営体制を構築し、事業の拡大及び経営基盤の強化を推進することを目的として、本合併を実施すること

といたしました。
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（２）合併の方法及び対価の内容

スターダスト及び当社のそれぞれの株主総会において本合併契約の承認を受けることを前提にスターダスト

を吸収合併存続会社、当社を吸収合併消滅会社とする吸収合併を行います。

　また、スターダストは、本合併契約に従い、本合併の効力発生日の前日の最終の当社の株主名簿に記載又は

記録された当社の株主（当社及びスターダストを除きます。）に対し、その所有する当社の普通株式１株につ

き、金2,205円の割合をもって金銭を割当交付いたします。なお、本合併に際して株式の交付は行われません。

（３）合併後の会社の名称

株式会社TASAKI

（４）相手会社の主な事業の内容、規模

① 名称 株式会社スターダスト

② 所在地 東京都港区赤坂一丁目11番44号

③ 事業内容

経営コンサルティング業務、有価証券の取得・保有及び売買、真珠養殖業、真珠

及び真珠製品・宝石及び貴金属の販売・加工及び輸出入に関する業務、宝飾品等

の販売、製造、加工及び輸出業に関する業務等

④ 資本金 9,752百万円

⑤ 設立年月日 平成29年３月６日

⑥ 発行済株式数 1,950,438株

(注) １ 設立初年度のため直近期の売上高、当期純利益、資産・負債、及び純資産の額、従業員数等はあり

ません。

２ 資本金は、平成29年８月１日付で9,752百万円から100百万円に減少する予定です。

（５）合併の時期

平成29年５月18日 取締役会決議及び吸収合併契約締結日

平成29年６月26日（予定） 臨時株主総会開催日

平成29年７月27日（予定） 上場廃止日

平成29年８月１日（予定） 本合併の効力発生日

２．借入金の借換え

当社は、既存借入額の全額についてのリファイナンスを主な目的として、株式会社スターダストを貸付人とし

た以下の極度額10,800百万円のコミットメントライン契約を平成29年５月15日に締結し、平成29年５月17日に

9,800百万円の借入れを実行しました。

　なお、当社は株式会社スターダストとの合併を予定しており、合併後はコミットメントライン契約が消滅する

予定です。

当該借換えに関する詳細は以下のとおりであります。

① 借入先 株式会社スターダスト

　② 極度額 10,800百万円

　③ コミットメントライン終了日 平成36年４月30日

　④ 借入実行額 9,800百万円

　⑤ 借入実行日 平成29年５月17日

　⑥ 返済期限 平成30年５月17日

　⑦ 返済方法 期限一括返済
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