
２．四半期財務諸表

(1) 四半期貸借対照表

    (単位：千円) 

 
前事業年度 

(平成27年６月30日) 
当第２四半期会計期間 
(平成27年12月31日) 

資産の部    

流動資産    

現金及び預金 1,319,439 1,432,845 

受取手形及び売掛金 2,463,215 2,661,733 

有価証券 1,101,150 1,000,370 

商品 511,602 575,747 

その他 39,613 55,582 

貸倒引当金 △246 △266 

流動資産合計 5,434,774 5,726,013 

固定資産    

有形固定資産    

建物（純額） 1,055,743 1,032,610 

工具、器具及び備品（純額） 128,707 107,684 

土地 1,027,767 1,027,767 

その他（純額） 12,690 10,262 

有形固定資産合計 2,224,909 2,178,325 

無形固定資産 131,655 125,438 

投資その他の資産    

投資有価証券 1,021,139 1,071,895 

その他 93,186 96,072 

貸倒引当金 △0 △0 

投資その他の資産合計 1,114,325 1,167,967 

固定資産合計 3,470,889 3,471,730 

資産合計 8,905,664 9,197,743 
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    (単位：千円) 

 
前事業年度 

(平成27年６月30日) 
当第２四半期会計期間 
(平成27年12月31日) 

負債の部    

流動負債    

買掛金 535,696 649,634 

未払法人税等 13,644 104,609 

その他 182,091 158,370 

流動負債合計 731,432 912,614 

固定負債    

退職給付引当金 144,375 139,590 

役員退職慰労引当金 173,429 178,554 

その他 2,600 2,600 

固定負債合計 320,404 320,744 

負債合計 1,051,837 1,233,359 

純資産の部    

株主資本    

資本金 300,745 300,745 

資本剰余金 273,245 273,245 

利益剰余金 7,303,097 7,418,134 

自己株式 △64,475 △64,475 

株主資本合計 7,812,611 7,927,648 

評価・換算差額等    

その他有価証券評価差額金 41,215 36,735 

評価・換算差額等合計 41,215 36,735 

純資産合計 7,853,827 7,964,384 

負債純資産合計 8,905,664 9,197,743 
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(2) 四半期損益計算書

（第２四半期累計期間）

    (単位：千円) 

 
前第２四半期累計期間 
(自 平成26年７月１日 

 至 平成26年12月31日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成27年７月１日 
 至 平成27年12月31日) 

売上高 4,591,971 4,906,859 

売上原価 3,338,528 3,625,698 

売上総利益 1,253,443 1,281,160 

販売費及び一般管理費 997,732 1,052,491 

営業利益 255,711 228,669 

営業外収益    

受取利息 5,964 5,839 

受取配当金 1,495 1,779 

仕入割引 13,865 15,159 

その他 4,253 493 

営業外収益合計 25,579 23,271 

営業外費用    

為替差損 1,425 40 

営業外費用合計 1,425 40 

経常利益 279,865 251,901 

特別利益 － － 

特別損失    

固定資産除却損 43 1,786 

特別損失合計 43 1,786 

税引前四半期純利益 279,822 250,114 

法人税、住民税及び事業税 94,256 100,333 

法人税等調整額 18,412 △5,154 

法人税等合計 112,669 95,179 

四半期純利益 167,153 154,935 
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(3) 四半期キャッシュ・フロー計算書

    (単位：千円) 

 
前第２四半期累計期間 
(自 平成26年７月１日 

 至 平成26年12月31日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成27年７月１日 
 至 平成27年12月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー    

税引前四半期純利益 279,822 250,114 

減価償却費 80,207 94,187 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 60 19 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △21,805 △4,784 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △4,458 5,125 

受取利息及び受取配当金 △7,459 △7,618 

為替差損益（△は益） － 3 

固定資産除却損 43 1,786 

売上債権の増減額（△は増加） △144,469 △198,518 

たな卸資産の増減額（△は増加） △57,345 △64,144 

仕入債務の増減額（△は減少） 77,079 113,937 

未払消費税等の増減額（△は減少） △11,698 △12,468 

その他 △71,726 △6,564 

小計 118,248 171,075 

利息及び配当金の受取額 6,823 6,454 

法人税等の支払額 △171,220 △12,274 

営業活動によるキャッシュ・フロー △46,148 165,256 

投資活動によるキャッシュ・フロー    

有形固定資産の取得による支出 △62,752 △48,579 

無形固定資産の取得による支出 △97,553 △9,350 

投資有価証券の取得による支出 △101,799 △54,789 

投資有価証券の売却による収入 100,309 － 

貸付金の回収による収入 1,113 912 

その他 6,596 △27 

投資活動によるキャッシュ・フロー △154,087 △111,834 

財務活動によるキャッシュ・フロー    

配当金の支払額 △59,889 △40,011 

財務活動によるキャッシュ・フロー △59,889 △40,011 

現金及び現金同等物に係る換算差額 － △3 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △260,125 13,406 

現金及び現金同等物の期首残高 2,191,716 2,119,439 

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,931,591 2,132,845 
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(4) 四半期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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