
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２四半期連結会計期間 

(平成30年９月30日) 

資産の部    

流動資産    

現金及び預金 1,533,824 1,466,538 

受取手形及び売掛金 3,144,312 3,178,513 

電子記録債権 130,162 131,866 

商品及び製品 517,008 481,430 

仕掛品 313,504 366,058 

原材料及び貯蔵品 578,437 614,547 

その他 231,794 259,936 

貸倒引当金 △10 △10 

流動資産合計 6,449,031 6,498,878 

固定資産    

有形固定資産    

建物及び構築物（純額） 1,610,414 1,593,599 

機械装置及び運搬具（純額） 615,213 571,423 

工具、器具及び備品（純額） 44,670 50,429 

土地 119,850 119,850 

リース資産（純額） 127,729 112,908 

建設仮勘定 108,216 108,466 

有形固定資産合計 2,626,092 2,556,675 

無形固定資産    

のれん 305,374 294,468 

その他 40,940 70,472 

無形固定資産合計 346,314 364,940 

投資その他の資産    

投資有価証券 755,363 833,294 

関係会社出資金 316,628 292,732 

繰延税金資産 330,789 297,847 

その他 173,470 163,507 

貸倒引当金 △1,125 △272 

投資その他の資産合計 1,575,125 1,587,108 

固定資産合計 4,547,531 4,508,723 

資産合計 10,996,562 11,007,601 
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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２四半期連結会計期間 

(平成30年９月30日) 

負債の部    

流動負債    

支払手形及び買掛金 797,658 657,977 

電子記録債務 903,621 1,030,913 

短期借入金 1,455,070 1,515,778 

リース債務 46,366 36,316 

未払法人税等 98,077 95,448 

賞与引当金 229,993 238,265 

役員賞与引当金 22,740 11,548 

その他 461,211 443,040 

流動負債合計 4,014,736 4,029,285 

固定負債    

長期借入金 1,629,682 1,459,168 

リース債務 107,170 95,661 

役員退職慰労引当金 74,733 83,159 

退職給付に係る負債 617,563 600,980 

資産除去債務 8,500 8,500 

その他 193,020 229,108 

固定負債合計 2,630,668 2,476,576 

負債合計 6,645,404 6,505,861 

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 3,530,692 

自己株式 △69,679 △69,679 

株主資本合計 4,102,150 4,226,233 

その他の包括利益累計額    

その他有価証券評価差額金 252,281 303,825 

為替換算調整勘定 △3,273 △28,318 

その他の包括利益累計額合計 249,008 275,507 

純資産合計 4,351,158 4,501,740 

負債純資産合計 10,996,562 11,007,601 
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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：千円） 

 
前第２四半期連結累計期間 
(自 平成29年４月１日 

 至 平成29年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成30年４月１日 
 至 平成30年９月30日) 

売上高 4,328,925 4,794,103 

売上原価 3,123,024 3,500,912 

売上総利益 1,205,901 1,293,191 

販売費及び一般管理費 980,525 988,765 

営業利益 225,376 304,426 

営業外収益    

受取利息 81 40 

受取配当金 13,801 11,763 

受取家賃 9,183 10,036 

持分法による投資利益 － 1,553 

為替差益 － 10,839 

その他 10,423 7,032 

営業外収益合計 33,488 41,263 

営業外費用    

支払利息 21,674 17,327 

持分法による投資損失 3,294 － 

手形売却損 661 497 

その他 1,075 － 

営業外費用合計 26,704 17,824 

経常利益 232,160 327,865 

特別利益    

固定資産売却益 574 － 

特別利益合計 574 － 

特別損失    

固定資産除却損 15,105 672 

災害による損失 － 624 

関係会社株式売却損 5,943 － 

特別損失合計 21,048 1,296 

税金等調整前四半期純利益 211,686 326,569 

法人税、住民税及び事業税 63,629 97,779 

法人税等調整額 10,046 10,091 

法人税等合計 73,675 107,870 

四半期純利益 138,011 218,699 

親会社株主に帰属する四半期純利益 138,011 218,699 
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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：千円） 

 
前第２四半期連結累計期間 
(自 平成29年４月１日 

 至 平成29年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成30年４月１日 
 至 平成30年９月30日) 

四半期純利益 138,011 218,699 

その他の包括利益    

その他有価証券評価差額金 101,428 51,544 

繰延ヘッジ損益 99 － 

持分法適用会社に対する持分相当額 △10,547 △25,045 

その他の包括利益合計 90,980 26,499 

四半期包括利益 228,991 245,198 

（内訳）    

親会社株主に係る四半期包括利益 228,991 245,198 
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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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