
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31年３月31日) 
当第３四半期連結会計期間 

(令和元年12月31日) 

資産の部    

流動資産    

現金及び預金 1,594,694 1,614,197 

受取手形及び売掛金 3,224,162 3,116,367 

電子記録債権 180,265 203,550 

商品及び製品 590,565 618,097 

仕掛品 314,192 346,454 

原材料及び貯蔵品 619,791 672,948 

その他 214,596 116,091 

貸倒引当金 △10 △10 

流動資産合計 6,738,255 6,687,694 

固定資産    

有形固定資産    

建物及び構築物（純額） 1,560,879 1,540,247 

機械装置及び運搬具（純額） 574,409 542,363 

工具、器具及び備品（純額） 45,844 65,731 

土地 119,850 119,850 

リース資産（純額） 404,219 327,783 

有形固定資産合計 2,705,201 2,595,974 

無形固定資産    

のれん 283,562 267,203 

その他 106,724 103,323 

無形固定資産合計 390,286 370,526 

投資その他の資産    

投資有価証券 660,292 690,687 

関係会社出資金 267,389 321,882 

繰延税金資産 362,742 307,122 

その他 183,207 170,611 

貸倒引当金 △272 △272 

投資その他の資産合計 1,473,358 1,490,030 

固定資産合計 4,568,845 4,456,530 

資産合計 11,307,100 11,144,224 
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    （単位：千円） 

 
前連結会計年度 

(平成31年３月31日) 
当第３四半期連結会計期間 

(令和元年12月31日) 

負債の部    

流動負債    

支払手形及び買掛金 741,376 749,798 

電子記録債務 1,012,042 874,022 

短期借入金 1,477,914 1,665,958 

リース債務 67,624 61,204 

未払法人税等 99,180 8,993 

賞与引当金 217,745 92,649 

役員賞与引当金 24,350 18,576 

その他 439,442 462,993 

流動負債合計 4,079,673 3,934,193 

固定負債    

長期借入金 1,438,568 1,209,710 

リース債務 320,137 303,434 

役員退職慰労引当金 91,667 72,994 

退職給付に係る負債 636,230 685,510 

資産除去債務 8,500 8,500 

その他 200,723 198,439 

固定負債合計 2,695,825 2,478,587 

負債合計 6,775,498 6,412,780 

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 3,716,585 3,861,502 

自己株式 △69,723 △69,723 

株主資本合計 4,412,082 4,556,999 

その他の包括利益累計額    

その他有価証券評価差額金 180,835 187,657 

為替換算調整勘定 △61,315 △13,212 

その他の包括利益累計額合計 119,520 174,445 

純資産合計 4,531,602 4,731,444 

負債純資産合計 11,307,100 11,144,224 
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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30年４月１日 

 至 平成30年12月31日) 

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

売上高 7,146,403 7,101,303 

売上原価 5,222,758 5,276,439 

売上総利益 1,923,645 1,824,864 

販売費及び一般管理費 1,502,472 1,507,839 

営業利益 421,173 317,025 

営業外収益    

受取利息 49 67 

受取配当金 20,854 25,111 

受取家賃 15,613 16,927 

持分法による投資利益 14,357 6,389 

その他 18,114 7,529 

営業外収益合計 68,987 56,023 

営業外費用    

支払利息 25,681 23,684 

手形売却損 733 363 

その他 － 954 

営業外費用合計 26,414 25,001 

経常利益 463,746 348,047 

特別利益    

受取保険金 － ※ 44,127 

特別利益合計 － 44,127 

特別損失    

災害による損失 ※ 62,021 ※ 15,942 

固定資産除却損 798 2,062 

特別損失合計 62,819 18,004 

税金等調整前四半期純利益 400,927 374,170 

法人税、住民税及び事業税 72,025 82,028 

法人税等調整額 58,576 52,609 

法人税等合計 130,601 134,637 

四半期純利益 270,326 239,533 

親会社株主に帰属する四半期純利益 270,326 239,533 
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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30年４月１日 

 至 平成30年12月31日) 

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

四半期純利益 270,326 239,533 

その他の包括利益    

その他有価証券評価差額金 △89,675 6,822 

持分法適用会社に対する持分相当額 △44,165 48,103 

その他の包括利益合計 △133,840 54,925 

四半期包括利益 136,486 294,458 

（内訳）    

親会社株主に係る四半期包括利益 136,486 294,458 
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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。

（四半期連結損益計算書関係）

※ 災害による損失及び受取保険金

平成30年９月の台風による損害額を「災害による損失」として計上しております。主として、建物・設備等の

原状回復費用であります。

また、これに伴い受領した損害保険金を「受取保険金」として計上しております。
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