
２．四半期財務諸表及び主な注記

(1) 四半期貸借対照表

    (単位：千円) 

 
前事業年度 

(平成29年６月30日) 
当第２四半期会計期間 
(平成29年12月31日) 

資産の部    

流動資産    

現金及び預金 4,335,045 4,249,604 

受取手形及び売掛金 2,550,038 2,758,272 

有価証券 201,520 200,870 

商品 467,708 545,288 

その他 64,037 67,892 

貸倒引当金 △255 △275 

流動資産合計 7,618,094 7,821,651 

固定資産    

有形固定資産    

建物（純額） 960,666 944,153 

工具、器具及び備品（純額） 130,015 178,366 

土地 1,027,767 1,027,767 

その他（純額） 20,339 7,187 

有形固定資産合計 2,138,789 2,157,475 

無形固定資産 84,076 71,085 

投資その他の資産    

投資有価証券 1,287,617 1,519,969 

その他 121,882 114,796 

貸倒引当金 △0 △51 

投資その他の資産合計 1,409,500 1,634,714 

固定資産合計 3,632,366 3,863,275 

資産合計 11,250,461 11,684,927 
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    (単位：千円) 

 
前事業年度 

(平成29年６月30日) 
当第２四半期会計期間 
(平成29年12月31日) 

負債の部    

流動負債    

支払手形及び買掛金 688,836 762,431 

電子記録債務 1,577,326 1,742,073 

未払法人税等 111,686 145,444 

製品補償引当金 65,590 59,061 

その他 189,327 158,997 

流動負債合計 2,632,767 2,868,009 

固定負債    

退職給付引当金 142,769 148,185 

役員退職慰労引当金 188,845 194,470 

その他 2,600 2,600 

固定負債合計 334,215 345,256 

負債合計 2,966,983 3,213,265 

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 7,730,268 7,899,282 

自己株式 △64,475 △64,518 

株主資本合計 8,239,782 8,408,754 

評価・換算差額等    

その他有価証券評価差額金 43,695 62,906 

評価・換算差額等合計 43,695 62,906 

純資産合計 8,283,478 8,471,661 

負債純資産合計 11,250,461 11,684,927 
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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28年７月１日 

 至 平成28年12月31日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成29年７月１日 
 至 平成29年12月31日) 

売上高 5,343,499 5,355,249 

売上原価 3,948,309 3,897,235 

売上総利益 1,395,189 1,458,014 

販売費及び一般管理費 1,077,683 1,104,000 

営業利益 317,505 354,013 

営業外収益    

受取利息 5,152 5,650 

受取配当金 2,071 2,237 

仕入割引 13,984 3,762 

その他 441 178 

営業外収益合計 21,650 11,829 

営業外費用    

為替差損 2,303 340 

営業外費用合計 2,303 340 

経常利益 336,852 365,503 

特別利益 － － 

特別損失    

固定資産除却損 0 421 

特別損失合計 0 421 

税引前四半期純利益 336,852 365,081 

法人税、住民税及び事業税 120,881 135,635 

法人税等調整額 3,839 583 

法人税等合計 124,720 136,218 

四半期純利益 212,131 228,862 
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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28年７月１日 

 至 平成28年12月31日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成29年７月１日 
 至 平成29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 336,852 365,081 

減価償却費 85,282 116,949 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 30 72 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 3,180 5,416 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △458 5,625 

製品補償引当金の増減額（△は減少） △4,681 △6,528 

受取利息及び受取配当金 △7,224 △7,888 

為替差損益（△は益） 3 △2 

固定資産除却損 0 421 

売上債権の増減額（△は増加） △303,284 △208,285 

たな卸資産の増減額（△は増加） 9,492 △77,579 

仕入債務の増減額（△は減少） 67,095 222,903 

未払消費税等の増減額（△は減少） △214 △20,236 

その他 △38,882 △18,540 

小計 147,191 377,406 

利息及び配当金の受取額 5,864 6,251 

法人税等の支払額 △83,987 △96,239 

営業活動によるキャッシュ・フロー 69,068 287,418 

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 △65,042 △108,194 

無形固定資産の取得による支出 － △3,700 

投資有価証券の取得による支出 △201,799 △201,799 

貸付金の回収による収入 477 385 

その他 － 382 

投資活動によるキャッシュ・フロー △266,365 △312,926 

財務活動によるキャッシュ・フロー    

自己株式の取得による支出 － △42 

配当金の支払額 △49,826 △59,895 

財務活動によるキャッシュ・フロー △49,826 △59,938 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △3 4 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △247,127 △85,441 

現金及び現金同等物の期首残高 2,634,751 4,335,045 

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,387,624 4,249,604 
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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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