
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28年６月30日) 
当第２四半期会計期間 
(平成28年12月31日) 

資産の部    

流動資産    

現金及び預金 2,634,751 2,387,624 

受取手形及び売掛金 2,525,513 2,828,797 

商品 554,649 550,714 

貯蔵品 17,388 11,832 

その他 63,203 63,962 

貸倒引当金 △252 △282 

流動資産合計 5,795,254 5,842,647 

固定資産    

有形固定資産    

建物（純額） 1,008,774 982,490 

工具、器具及び備品（純額） 109,268 139,350 

土地 1,027,767 1,027,767 

その他（純額） 9,321 8,566 

有形固定資産合計 2,155,132 2,158,175 

無形固定資産 110,977 95,695 

投資その他の資産    

投資有価証券 1,176,873 1,391,211 

その他 92,899 89,382 

貸倒引当金 △0 △0 

投資その他の資産合計 1,269,772 1,480,594 

固定資産合計 3,535,882 3,734,465 

資産合計 9,331,136 9,577,112 
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    (単位：千円) 

 
前事業年度 

(平成28年６月30日) 
当第２四半期会計期間 
(平成28年12月31日) 

負債の部    

流動負債    

買掛金 599,263 666,359 

未払法人税等 89,467 130,287 

製品補償引当金 82,398 77,717 

その他 234,954 204,344 

流動負債合計 1,006,085 1,078,708 

固定負債    

退職給付引当金 133,446 136,627 

役員退職慰労引当金 183,679 183,220 

その他 1,600 2,600 

固定負債合計 318,725 322,447 

負債合計 1,324,810 1,401,155 

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 7,457,632 7,619,890 

自己株式 △64,475 △64,475 

株主資本合計 7,967,146 8,129,404 

評価・換算差額等    

その他有価証券評価差額金 39,179 46,552 

評価・換算差額等合計 39,179 46,552 

純資産合計 8,006,325 8,175,956 

負債純資産合計 9,331,136 9,577,112 
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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27年７月１日 

 至 平成27年12月31日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成28年７月１日 
 至 平成28年12月31日) 

売上高 4,906,859 5,343,499 

売上原価 3,625,698 3,948,309 

売上総利益 1,281,160 1,395,189 

販売費及び一般管理費 1,052,491 1,077,683 

営業利益 228,669 317,505 

営業外収益    

受取利息 5,839 5,152 

受取配当金 1,779 2,071 

仕入割引 15,159 13,984 

その他 493 441 

営業外収益合計 23,271 21,650 

営業外費用    

為替差損 40 2,303 

営業外費用合計 40 2,303 

経常利益 251,901 336,852 

特別利益 － － 

特別損失    

固定資産除却損 1,786 0 

特別損失合計 1,786 0 

税引前四半期純利益 250,114 336,852 

法人税、住民税及び事業税 100,333 120,881 

法人税等調整額 △5,154 3,839 

法人税等合計 95,179 124,720 

四半期純利益 154,935 212,131 
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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27年７月１日 

 至 平成27年12月31日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成28年７月１日 
 至 平成28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 250,114 336,852 

減価償却費 94,187 85,282 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 19 30 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △4,784 3,180 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 5,125 △458 

製品補償引当金の増減額（△は減少） － △4,681 

受取利息及び受取配当金 △7,618 △7,224 

為替差損益（△は益） 3 3 

固定資産除却損 1,786 0 

売上債権の増減額（△は増加） △198,518 △303,284 

たな卸資産の増減額（△は増加） △64,144 9,492 

仕入債務の増減額（△は減少） 113,937 67,095 

未払消費税等の増減額（△は減少） △12,468 △214 

その他 △6,564 △38,882 

小計 171,075 147,191 

利息及び配当金の受取額 6,454 5,864 

法人税等の支払額 △12,274 △83,987 

営業活動によるキャッシュ・フロー 165,256 69,068 

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 △48,579 △65,042 

無形固定資産の取得による支出 △9,350 － 

投資有価証券の取得による支出 △54,789 △201,799 

貸付金の回収による収入 912 477 

その他 △27 － 

投資活動によるキャッシュ・フロー △111,834 △266,365 

財務活動によるキャッシュ・フロー    

配当金の支払額 △40,011 △49,826 

財務活動によるキャッシュ・フロー △40,011 △49,826 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △3 △3 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 13,406 △247,127 

現金及び現金同等物の期首残高 2,119,439 2,634,751 

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,132,845 2,387,624 
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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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