
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29年３月31日) 
当第２四半期連結会計期間 

(平成29年９月30日) 

資産の部    

流動資産    

現金及び預金 1,482,139 1,446,687 

受取手形及び売掛金 2,575,841 2,817,764 

電子記録債権 159,459 121,158 

商品及び製品 461,531 528,330 

仕掛品 277,361 322,682 

原材料及び貯蔵品 520,803 507,941 

その他 339,139 335,739 

貸倒引当金 △35 △35 

流動資産合計 5,816,238 6,080,266 

固定資産    

有形固定資産    

建物及び構築物（純額） 1,532,590 1,645,882 

機械装置及び運搬具（純額） 638,556 619,027 

工具、器具及び備品（純額） 39,315 49,805 

土地 104,875 119,850 

リース資産（純額） 161,634 153,562 

建設仮勘定 － 3,130 

有形固定資産合計 2,476,970 2,591,256 

無形固定資産    

のれん － 316,280 

その他 67,203 51,785 

無形固定資産合計 67,203 368,065 

投資その他の資産    

投資有価証券 610,764 772,060 

関係会社出資金 335,120 299,764 

繰延税金資産 274,102 230,799 

その他 193,157 205,028 

貸倒引当金 △1,352 △1,232 

投資その他の資産合計 1,411,791 1,506,419 

固定資産合計 3,955,964 4,465,740 

資産合計 9,772,202 10,546,006 
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    （単位：千円） 

 
前連結会計年度 

(平成29年３月31日) 
当第２四半期連結会計期間 

(平成29年９月30日) 

負債の部    

流動負債    

支払手形及び買掛金 574,894 627,499 

電子記録債務 735,716 799,923 

短期借入金 1,390,900 1,442,725 

リース債務 77,211 67,003 

未払法人税等 87,867 68,089 

賞与引当金 180,070 214,353 

役員賞与引当金 17,125 6,745 

その他 329,113 394,698 

流動負債合計 3,392,896 3,621,035 

固定負債    

長期借入金 1,339,550 1,825,946 

リース債務 139,746 110,656 

役員退職慰労引当金 134,050 67,233 

退職給付に係る負債 629,088 619,867 

資産除去債務 8,500 8,500 

その他 188,769 205,304 

固定負債合計 2,439,703 2,837,506 

負債合計 5,832,599 6,458,541 

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 3,099,894 3,156,795 

自己株式 △69,294 △69,313 

株主資本合計 3,795,820 3,852,702 

その他の包括利益累計額    

その他有価証券評価差額金 143,707 245,135 

繰延ヘッジ損益 △99 － 

為替換算調整勘定 175 △10,372 

その他の包括利益累計額合計 143,783 234,763 

純資産合計 3,939,603 4,087,465 

負債純資産合計 9,772,202 10,546,006 
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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28年４月１日 

 至 平成28年９月30日) 

当第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) 

売上高 3,796,199 4,328,925 

売上原価 2,774,667 3,123,024 

売上総利益 1,021,532 1,205,901 

販売費及び一般管理費 873,222 980,525 

営業利益 148,310 225,376 

営業外収益    

受取利息 276 81 

受取配当金 9,761 13,801 

受取家賃 8,370 9,183 

補助金収入 8,541 － 

その他 7,050 10,423 

営業外収益合計 33,998 33,488 

営業外費用    

支払利息 19,300 21,674 

持分法による投資損失 10,734 3,294 

手形売却損 473 661 

その他 6,305 1,075 

営業外費用合計 36,812 26,704 

経常利益 145,496 232,160 

特別利益    

投資有価証券売却益 2,405 － 

固定資産売却益 － 574 

特別利益合計 2,405 574 

特別損失    

固定資産除却損 440 15,105 

投資有価証券評価損 8,548 － 

関係会社株式売却損 － 5,943 

特別損失合計 8,988 21,048 

税金等調整前四半期純利益 138,913 211,686 

法人税、住民税及び事業税 32,600 63,629 

法人税等調整額 △152 10,046 

法人税等合計 32,448 73,675 

四半期純利益 106,465 138,011 

親会社株主に帰属する四半期純利益 106,465 138,011 
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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28年４月１日 

 至 平成28年９月30日) 

当第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) 

四半期純利益 106,465 138,011 

その他の包括利益    

その他有価証券評価差額金 4,717 101,428 

繰延ヘッジ損益 254 99 

持分法適用会社に対する持分相当額 △52,672 △10,547 

その他の包括利益合計 △47,701 90,980 

四半期包括利益 58,764 228,991 

（内訳）    

親会社株主に係る四半期包括利益 58,764 228,991 
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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。

 

（当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動）

 平成29年４月３日付でＳＲホールディングス株式会社の自己株式を除く発行済株式の全てを取得し、子会社化い

たしました。このため、第１四半期連結会計期間より、同社及び同社子会社の眞保炉材工業株式会社を連結の範囲

に含めております。また、ＳＲホールディングス株式会社は平成29年６月23日付で眞保炉材工業株式会社に吸収合

併されたため、ＳＲホールディングス株式会社に関しては、平成29年６月22日までの損益計算書のみ連結しており

ます。
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