
３．四半期連結財務諸表

（１）四半期連結貸借対照表

    （単位：千円） 

 
前連結会計年度 

(平成27年３月31日) 
当第１四半期連結会計期間 

(平成27年６月30日) 

資産の部    

流動資産    

現金及び預金 1,453,163 1,522,624 

受取手形及び売掛金 2,462,640 2,343,266 

電子記録債権 136,728 128,567 

商品及び製品 574,477 567,936 

仕掛品 322,559 332,385 

原材料及び貯蔵品 582,930 572,881 

その他 290,979 246,710 

貸倒引当金 △6,322 △6,322 

流動資産合計 5,817,154 5,708,047 

固定資産    

有形固定資産    

建物及び構築物（純額） 919,797 906,444 

機械装置及び運搬具（純額） 762,058 741,063 

工具、器具及び備品（純額） 49,965 47,838 

土地 104,875 104,875 

リース資産（純額） 197,087 182,824 

建設仮勘定 － 12,181 

有形固定資産合計 2,033,782 1,995,225 

無形固定資産 119,538 119,228 

投資その他の資産    

投資有価証券 576,050 600,506 

関係会社出資金 371,350 364,721 

繰延税金資産 263,455 267,705 

その他 192,756 194,273 

貸倒引当金 △4,631 △4,973 

投資その他の資産合計 1,398,980 1,422,232 

固定資産合計 3,552,300 3,536,685 

資産合計 9,369,454 9,244,732 
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    （単位：千円） 

 
前連結会計年度 

(平成27年３月31日) 
当第１四半期連結会計期間 

(平成27年６月30日) 

負債の部    

流動負債    

支払手形及び買掛金 604,627 554,879 

電子記録債務 880,206 759,084 

短期借入金 1,578,700 1,694,700 

リース債務 78,244 80,724 

未払法人税等 58,292 3,160 

賞与引当金 146,580 75,434 

役員賞与引当金 12,500 2,876 

その他 427,024 552,016 

流動負債合計 3,786,173 3,722,873 

固定負債    

長期借入金 859,300 801,875 

リース債務 204,014 208,898 

役員退職慰労引当金 114,125 114,750 

退職給付に係る負債 567,802 561,763 

資産除去債務 8,500 8,500 

その他 147,864 148,216 

固定負債合計 1,901,605 1,844,002 

負債合計 5,687,778 5,566,875 

純資産の部    

株主資本    

資本金 704,520 704,520 

資本剰余金 56,076 56,076 

利益剰余金 2,770,809 2,756,183 

自己株式 △69,237 △69,237 

株主資本合計 3,462,168 3,447,542 

その他の包括利益累計額    

その他有価証券評価差額金 147,844 164,817 

繰延ヘッジ損益 △891 △790 

為替換算調整勘定 61,431 55,422 

その他の包括利益累計額合計 208,384 219,449 

非支配株主持分 11,124 10,866 

純資産合計 3,681,676 3,677,857 

負債純資産合計 9,369,454 9,244,732 
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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 平成26年４月１日 

 至 平成26年６月30日) 

当第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) 

売上高 1,912,258 1,970,026 

売上原価 1,418,064 1,468,702 

売上総利益 494,194 501,324 

販売費及び一般管理費 450,477 443,296 

営業利益 43,717 58,028 

営業外収益    

受取利息 92 118 

受取配当金 7,906 8,853 

受取家賃 4,659 4,408 

為替差益 7,249 2,949 

持分法による投資利益 1,502 － 

補助金収入 6,322 － 

その他 1,263 3,613 

営業外収益合計 28,993 19,941 

営業外費用    

支払利息 12,837 11,072 

持分法による投資損失 － 620 

手形売却損 125 389 

その他 15 3 

営業外費用合計 12,977 12,084 

経常利益 59,733 65,885 

特別損失    

固定資産除却損 34 4 

ゴルフ会員権評価損 170 － 

特別損失合計 204 4 

税金等調整前四半期純利益 59,529 65,881 

法人税、住民税及び事業税 1,530 1,730 

法人税等調整額 20,712 24,960 

法人税等合計 22,242 26,690 

四半期純利益 37,287 39,191 

非支配株主に帰属する四半期純損失（△） △1,421 △258 

親会社株主に帰属する四半期純利益 38,708 39,449 
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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 平成26年４月１日 

 至 平成26年６月30日) 

当第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) 

四半期純利益 37,287 39,191 

その他の包括利益    

その他有価証券評価差額金 16,667 16,973 

繰延ヘッジ損益 52 101 

退職給付に係る調整額 7,691 － 

持分法適用会社に対する持分相当額 △5,351 △6,009 

その他の包括利益合計 19,059 11,065 

四半期包括利益 56,346 50,256 

（内訳）    

親会社株主に係る四半期包括利益 57,767 50,514 

非支配株主に係る四半期包括利益 △1,421 △258 
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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）

該当事項はありません。

 

（会計方針の変更）

（企業結合に関する会計基準等の適用）

 「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。）等を当第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

法に変更しております。また、当第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

させる方法に変更しております。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１四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換えを行っております。

 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、当第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。

 これによる損益に与える影響はありません。
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