
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２四半期連結会計期間 

(平成28年９月30日) 

資産の部    

流動資産    

現金及び預金 1,361,665 1,325,578 

受取手形及び売掛金 2,554,281 2,397,634 

電子記録債権 132,678 139,912 

商品及び製品 531,142 460,063 

仕掛品 284,887 303,047 

原材料及び貯蔵品 537,758 521,759 

その他 292,410 335,721 

貸倒引当金 △300 △300 

流動資産合計 5,694,521 5,483,414 

固定資産    

有形固定資産    

建物及び構築物（純額） 851,398 833,059 

機械装置及び運搬具（純額） 682,894 670,306 

工具、器具及び備品（純額） 41,133 43,279 

土地 104,875 104,875 

リース資産（純額） 205,152 186,974 

建設仮勘定 － 257,849 

有形固定資産合計 1,885,452 2,096,342 

無形固定資産 96,931 82,702 

投資その他の資産    

投資有価証券 478,158 501,216 

関係会社出資金 346,329 282,138 

繰延税金資産 288,052 295,197 

その他 194,342 193,890 

貸倒引当金 △6,565 △5,377 

投資その他の資産合計 1,300,316 1,267,064 

固定資産合計 3,282,699 3,446,108 

資産合計 8,977,220 8,929,522 
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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２四半期連結会計期間 

(平成28年９月30日) 

負債の部    

流動負債    

支払手形及び買掛金 645,505 508,221 

電子記録債務 709,955 639,309 

短期借入金 1,328,100 1,551,500 

リース債務 79,445 79,683 

未払法人税等 47,649 41,254 

賞与引当金 163,895 169,806 

役員賞与引当金 11,500 6,063 

その他 377,088 362,810 

流動負債合計 3,363,137 3,358,646 

固定負債    

長期借入金 835,200 804,700 

リース債務 210,702 177,555 

役員退職慰労引当金 120,600 127,450 

退職給付に係る負債 613,211 618,531 

資産除去債務 8,500 8,500 

その他 161,563 165,144 

固定負債合計 1,949,776 1,901,880 

負債合計 5,312,913 5,260,526 

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 2,916,200 

自己株式 △69,237 △69,237 

株主資本合計 3,559,793 3,612,183 

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 82,709 

繰延ヘッジ損益 △577 △323 

為替換算調整勘定 27,099 △25,573 

その他の包括利益累計額合計 104,514 56,813 

純資産合計 3,664,307 3,668,996 

負債純資産合計 8,977,220 8,929,522 
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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27年４月１日 

 至 平成27年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成28年４月１日 
 至 平成28年９月30日) 

売上高 4,005,874 3,796,199 

売上原価 3,006,403 2,774,667 

売上総利益 999,471 1,021,532 

販売費及び一般管理費 891,251 873,222 

営業利益 108,220 148,310 

営業外収益    

受取利息 455 276 

受取配当金 11,179 9,761 

受取家賃 8,679 8,370 

為替差益 1,923 － 

補助金収入 － 8,541 

その他 6,269 7,050 

営業外収益合計 28,505 33,998 

営業外費用    

支払利息 22,286 19,300 

持分法による投資損失 97 10,734 

手形売却損 734 473 

その他 6 6,305 

営業外費用合計 23,123 36,812 

経常利益 113,602 145,496 

特別利益    

投資有価証券売却益 － 2,405 

特別利益合計 － 2,405 

特別損失    

固定資産除却損 4,495 440 

投資有価証券評価損 － 8,548 

特別損失合計 4,495 8,988 

税金等調整前四半期純利益 109,107 138,913 

法人税、住民税及び事業税 44,860 32,600 

法人税等調整額 △10,281 △152 

法人税等合計 34,579 32,448 

四半期純利益 74,528 106,465 

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 75,028 106,465 
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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27年４月１日 

 至 平成27年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成28年４月１日 
 至 平成28年９月30日) 

四半期純利益 74,528 106,465 

その他の包括利益    

その他有価証券評価差額金 △42,035 4,717 

繰延ヘッジ損益 188 254 

持分法適用会社に対する持分相当額 2,454 △52,672 

その他の包括利益合計 △39,393 △47,701 

四半期包括利益 35,135 58,764 

（内訳）    

親会社株主に係る四半期包括利益 35,635 58,764 

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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