
２．四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：千円） 

 
前連結会計年度 

(平成30年３月31日) 
当第１四半期連結会計期間 

(平成30年６月30日) 

資産の部    

流動資産    

現金及び預金 1,533,824 1,661,214 

受取手形及び売掛金 3,144,312 3,366,880 

電子記録債権 130,162 148,428 

商品及び製品 517,008 557,524 

仕掛品 313,504 324,550 

原材料及び貯蔵品 578,437 587,742 

その他 231,794 169,104 

貸倒引当金 △10 △10 

流動資産合計 6,449,031 6,815,432 

固定資産    

有形固定資産    

建物及び構築物（純額） 1,610,414 1,599,342 

機械装置及び運搬具（純額） 615,213 591,992 

工具、器具及び備品（純額） 44,670 53,322 

土地 119,850 119,850 

リース資産（純額） 127,729 121,611 

建設仮勘定 108,216 108,216 

有形固定資産合計 2,626,092 2,594,333 

無形固定資産    

のれん 305,374 299,921 

その他 40,940 35,812 

無形固定資産合計 346,314 335,733 

投資その他の資産    

投資有価証券 755,363 739,030 

関係会社出資金 316,628 291,922 

繰延税金資産 330,789 294,207 

その他 173,470 166,605 

貸倒引当金 △1,125 △1,015 

投資その他の資産合計 1,575,125 1,490,749 

固定資産合計 4,547,531 4,420,815 

資産合計 10,996,562 11,236,247 
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    （単位：千円） 

 
前連結会計年度 

(平成30年３月31日) 
当第１四半期連結会計期間 

(平成30年６月30日) 

負債の部    

流動負債    

支払手形及び買掛金 797,658 739,867 

電子記録債務 903,621 975,779 

短期借入金 1,455,070 1,730,881 

リース債務 46,366 39,243 

未払法人税等 98,077 13,622 

賞与引当金 229,993 135,214 

役員賞与引当金 22,740 7,847 

その他 461,211 720,684 

流動負債合計 4,014,736 4,363,137 

固定負債    

長期借入金 1,629,682 1,534,468 

リース債務 107,170 102,777 

役員退職慰労引当金 74,733 78,883 

退職給付に係る負債 617,563 622,048 

資産除去債務 8,500 8,500 

その他 193,020 192,258 

固定負債合計 2,630,668 2,538,934 

負債合計 6,645,404 6,902,071 

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 3,406,609 3,423,159 

自己株式 △69,679 △69,679 

株主資本合計 4,102,150 4,118,700 

その他の包括利益累計額    

その他有価証券評価差額金 252,281 239,562 

為替換算調整勘定 △3,273 △24,086 

その他の包括利益累計額合計 249,008 215,476 

純資産合計 4,351,158 4,334,176 

負債純資産合計 10,996,562 11,236,247 
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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29年４月１日 

 至 平成29年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成30年４月１日 
 至 平成30年６月30日) 

売上高 2,097,640 2,439,727 

売上原価 1,492,711 1,773,451 

売上総利益 604,929 666,276 

販売費及び一般管理費 500,673 504,667 

営業利益 104,256 161,609 

営業外収益    

受取利息 13 9 

受取配当金 8,776 10,342 

受取家賃 4,305 4,652 

為替差益 618 4,375 

その他 5,494 4,635 

営業外収益合計 19,206 24,013 

営業外費用    

支払利息 11,181 8,559 

持分法による投資損失 11,452 3,489 

手形売却損 338 242 

その他 985 － 

営業外費用合計 23,956 12,290 

経常利益 99,506 173,332 

特別利益    

固定資産売却益 329 － 

特別利益合計 329 － 

特別損失    

固定資産除却損 1,886 563 

関係会社株式売却損 5,943 － 

特別損失合計 7,829 563 

税金等調整前四半期純利益 92,006 172,769 

法人税、住民税及び事業税 5,155 19,400 

法人税等調整額 34,267 42,201 

法人税等合計 39,422 61,601 

四半期純利益 52,584 111,168 

親会社株主に帰属する四半期純利益 52,584 111,168 
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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29年４月１日 

 至 平成29年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成30年４月１日 
 至 平成30年６月30日) 

四半期純利益 52,584 111,168 

その他の包括利益    

その他有価証券評価差額金 32,837 △12,719 

繰延ヘッジ損益 99 － 

持分法適用会社に対する持分相当額 △10,980 △20,813 

その他の包括利益合計 21,956 △33,532 

四半期包括利益 74,540 77,636 

（内訳）    

親会社株主に係る四半期包括利益 74,540 77,636 
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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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