
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30年６月30日) 
当第３四半期会計期間 
(平成31年３月31日) 

資産の部    

流動資産    

現金及び預金 4,350,228 4,381,928 

受取手形及び売掛金 2,610,051 2,575,528 

有価証券 100,720 100,150 

商品 478,708 573,388 

貯蔵品 － 69,075 

その他 26,293 22,098 

貸倒引当金 △261 △257 

流動資産合計 7,565,739 7,721,911 

固定資産    

有形固定資産    

建物（純額） 930,254 907,304 

工具、器具及び備品（純額） 134,435 132,184 

土地 1,161,285 1,161,285 

その他（純額） 7,463 132,385 

有形固定資産合計 2,233,438 2,333,160 

無形固定資産 55,565 32,491 

投資その他の資産    

投資有価証券 1,611,631 1,889,555 

その他 147,456 168,073 

貸倒引当金 △149 △293 

投資その他の資産合計 1,758,937 2,057,335 

固定資産合計 4,047,941 4,422,988 

資産合計 11,613,680 12,144,900 
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    (単位：千円) 

 
前事業年度 

(平成30年６月30日) 
当第３四半期会計期間 
(平成31年３月31日) 

負債の部    

流動負債    

支払手形及び買掛金 675,347 688,998 

電子記録債務 1,625,833 1,821,191 

未払法人税等 132,824 96,943 

製品補償引当金 47,109 29,902 

賞与引当金 － 58,428 

その他 157,806 221,633 

流動負債合計 2,638,921 2,917,097 

固定負債    

退職給付引当金 149,350 155,845 

役員退職慰労引当金 200,095 208,532 

その他 2,600 2,600 

固定負債合計 352,046 366,977 

負債合計 2,990,967 3,284,075 

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 8,057,478 8,315,289 

自己株式 △64,518 △64,554 

株主資本合計 8,566,950 8,824,725 

評価・換算差額等    

その他有価証券評価差額金 55,762 36,099 

評価・換算差額等合計 55,762 36,099 

純資産合計 8,622,712 8,860,824 

負債純資産合計 11,613,680 12,144,900 
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(2) 四半期損益計算書

（第３四半期累計期間）

    (単位：千円) 

 
前第３四半期累計期間 
(自 平成29年７月１日 

 至 平成30年３月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成30年７月１日 
 至 平成31年３月31日) 

売上高 7,975,473 7,998,207 

売上原価 5,795,796 5,786,166 

売上総利益 2,179,676 2,212,040 

販売費及び一般管理費 1,672,247 1,657,361 

営業利益 507,429 554,678 

営業外収益    

受取利息 8,554 8,561 

受取配当金 2,237 2,372 

仕入割引 5,630 4,788 

その他 3,319 514 

営業外収益合計 19,742 16,236 

営業外費用    

為替差損 332 291 

営業外費用合計 332 291 

経常利益 526,840 570,622 

特別利益 － － 

特別損失    

固定資産除却損 489 482 

特別損失合計 489 482 

税引前四半期純利益 526,350 570,140 

法人税、住民税及び事業税 167,592 194,650 

法人税等調整額 1,111 △11,991 

法人税等合計 168,704 182,659 

四半期純利益 357,645 387,481 
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(3) 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。 

 

（追加情報） 

（「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用） 

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第 28 号 平成 30 年２月 16 日）等を

第１四半期会計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示して

おります。 
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