
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28年３月31日) 
当第３四半期連結会計期間 

(平成28年12月31日) 

資産の部    

流動資産    

現金及び預金 1,361,665 1,581,579 

受取手形及び売掛金 2,554,281 2,493,188 

電子記録債権 132,678 170,506 

商品及び製品 531,142 459,285 

仕掛品 284,887 333,404 

原材料及び貯蔵品 537,758 521,386 

その他 292,410 270,303 

貸倒引当金 △300 △300 

流動資産合計 5,694,521 5,829,351 

固定資産    

有形固定資産    

建物及び構築物（純額） 851,398 824,170 

機械装置及び運搬具（純額） 682,894 647,148 

工具、器具及び備品（純額） 41,133 41,615 

土地 104,875 104,875 

リース資産（純額） 205,152 174,184 

建設仮勘定 － 457,889 

有形固定資産合計 1,885,452 2,249,881 

無形固定資産 96,931 74,712 

投資その他の資産    

投資有価証券 478,158 601,527 

関係会社出資金 346,329 288,477 

繰延税金資産 288,052 270,463 

その他 194,342 188,724 

貸倒引当金 △6,565 △1,353 

投資その他の資産合計 1,300,316 1,347,838 

固定資産合計 3,282,699 3,672,431 

資産合計 8,977,220 9,501,782 
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    （単位：千円） 

 
前連結会計年度 

(平成28年３月31日) 
当第３四半期連結会計期間 

(平成28年12月31日) 

負債の部    

流動負債    

支払手形及び買掛金 645,505 533,225 

電子記録債務 709,955 691,315 

短期借入金 1,328,100 1,473,500 

リース債務 79,445 79,180 

未払法人税等 47,649 5,181 

賞与引当金 163,895 87,335 

役員賞与引当金 11,500 9,257 

その他 377,088 431,531 

流動負債合計 3,363,137 3,310,524 

固定負債    

長期借入金 835,200 1,302,625 

リース債務 210,702 157,825 

役員退職慰労引当金 120,600 132,000 

退職給付に係る負債 613,211 610,022 

資産除去債務 8,500 8,500 

その他 161,563 164,445 

固定負債合計 1,949,776 2,375,417 

負債合計 5,312,913 5,685,941 

純資産の部    

株主資本    

資本金 704,520 704,520 

資本剰余金 60,700 60,700 

利益剰余金 2,863,810 3,009,003 

自己株式 △69,237 △69,237 

株主資本合計 3,559,793 3,704,986 

その他の包括利益累計額    

その他有価証券評価差額金 77,992 141,899 

繰延ヘッジ損益 △577 △203 

為替換算調整勘定 27,099 △30,841 

その他の包括利益累計額合計 104,514 110,855 

純資産合計 3,664,307 3,815,841 

負債純資産合計 8,977,220 9,501,782 
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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３四半期連結累計期間）

    （単位：千円） 

 
前第３四半期連結累計期間 
(自 平成27年４月１日 

 至 平成27年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成28年４月１日 
 至 平成28年12月31日) 

売上高 5,822,479 5,723,170 

売上原価 4,339,913 4,164,969 

売上総利益 1,482,566 1,558,201 

販売費及び一般管理費 1,312,601 1,314,824 

営業利益 169,965 243,377 

営業外収益    

受取利息 543 237 

受取配当金 18,031 15,823 

受取家賃 12,819 12,573 

為替差益 2,857 － 

持分法による投資利益 110 952 

補助金収入 － 14,721 

その他 7,844 13,808 

営業外収益合計 42,204 58,114 

営業外費用    

支払利息 33,350 28,947 

為替差損 － 2,197 

手形売却損 1,073 723 

その他 6 2,555 

営業外費用合計 34,429 34,422 

経常利益 177,740 267,069 

特別利益    

投資有価証券売却益 － 2,405 

関係会社株式売却益 － 744 

固定資産売却益 64 － 

特別利益合計 64 3,149 

特別損失    

固定資産除却損 4,825 741 

投資有価証券評価損 － 118 

特別損失合計 4,825 859 

税金等調整前四半期純利益 172,979 269,359 

法人税、住民税及び事業税 22,743 37,200 

法人税等調整額 28,744 32,891 

法人税等合計 51,487 70,091 

四半期純利益 121,492 199,268 

非支配株主に帰属する四半期純損失（△） △500 － 

親会社株主に帰属する四半期純利益 121,992 199,268 
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（四半期連結包括利益計算書）

（第３四半期連結累計期間）

    （単位：千円） 

 
前第３四半期連結累計期間 
(自 平成27年４月１日 

 至 平成27年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成28年４月１日 
 至 平成28年12月31日) 

四半期純利益 121,492 199,268 

その他の包括利益    

その他有価証券評価差額金 △23,119 63,907 

繰延ヘッジ損益 314 374 

持分法適用会社に対する持分相当額 △24,989 △57,940 

その他の包括利益合計 △47,794 6,341 

四半期包括利益 73,698 205,609 

（内訳）    

親会社株主に係る四半期包括利益 74,198 205,609 

非支配株主に係る四半期包括利益 △500 － 
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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。
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