
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 

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

資産の部    

流動資産    

現金及び預金 4,455,677 2,621,978 

受取手形及び売掛金 1,817,537 1,939,385 

電子記録債権 359,010 379,203 

有価証券 － 1,800,000 

商品 523,492 493,401 

その他 36,590 29,931 

貸倒引当金 △217 △231 

流動資産合計 7,192,091 7,263,667 

固定資産    

有形固定資産    

建物（純額） 1,191,320 1,168,292 

工具、器具及び備品（純額） 118,816 157,458 

土地 1,161,285 1,161,285 

その他（純額） 13,537 10,467 

有形固定資産合計 2,484,960 2,497,503 

無形固定資産 32,764 41,043 

投資その他の資産    

投資有価証券 2,184,412 2,395,628 

その他 133,613 132,362 

貸倒引当金 △6,034 △10,733 

投資その他の資産合計 2,311,991 2,517,257 

固定資産合計 4,829,716 5,055,804 

資産合計 12,021,808 12,319,472 
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    (単位：千円) 

 
前事業年度 

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

負債の部    

流動負債    

支払手形及び買掛金 539,350 658,430 

電子記録債務 1,571,126 1,610,291 

未払法人税等 112,997 118,440 

その他 182,851 186,699 

流動負債合計 2,406,325 2,573,861 

固定負債    

退職給付引当金 147,815 137,207 

役員退職慰労引当金 222,595 213,075 

その他 2,800 2,800 

固定負債合計 373,211 353,082 

負債合計 2,779,537 2,926,943 

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 8,705,541 8,851,257 

自己株式 △64,554 △64,554 

株主資本合計 9,214,976 9,360,692 

評価・換算差額等    

その他有価証券評価差額金 27,294 31,835 

評価・換算差額等合計 27,294 31,835 

純資産合計 9,242,271 9,392,528 

負債純資産合計 12,021,808 12,319,472 
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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 令和元年７月１日 

 至 令和元年12月31日) 

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

売上高 5,538,230 4,823,878 

売上原価 3,970,017 3,444,962 

売上総利益 1,568,212 1,378,916 

販売費及び一般管理費 1,125,121 1,048,929 

営業利益 443,091 329,986 

営業外収益    

受取利息 6,354 7,520 

受取配当金 2,719 2,622 

仕入割引 3,139 2,587 

その他 2,370 123 

営業外収益合計 14,583 12,853 

営業外費用    

為替差損 242 1,581 

貸倒引当金繰入額 1,830 5,125 

営業外費用合計 2,072 6,706 

経常利益 455,602 336,133 

特別利益 － － 

特別損失    

固定資産除却損 387 0 

特別損失合計 387 0 

税引前四半期純利益 455,214 336,133 

法人税、住民税及び事業税 165,930 109,299 

法人税等調整額 3,481 11,295 

法人税等合計 169,412 120,595 

四半期純利益 285,802 215,538 
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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 令和元年７月１日 

 至 令和元年12月31日) 

当第２四半期累計期間 
(自 令和２年７月１日 
 至 令和２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 455,214 336,133 

減価償却費 81,395 78,746 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 2,089 4,713 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,347 △10,608 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 5,625 △9,520 

製品補償引当金の増減額（△は減少） △14,264 － 

受取利息及び受取配当金 △9,074 △10,142 

為替差損益（△は益） △163 1,403 

固定資産除却損 387 0 

売上債権の増減額（△は増加） △279,274 △141,614 

たな卸資産の増減額（△は増加） △47,933 30,091 

仕入債務の増減額（△は減少） 283,606 159,683 

未払消費税等の増減額（△は減少） △18,071 12,935 

その他 △22,078 △12,935 

小計 438,805 438,884 

利息及び配当金の受取額 7,133 8,305 

法人税等の支払額 △119,201 △103,487 

営業活動によるキャッシュ・フロー 326,738 343,702 

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 △183,713 △93,340 

無形固定資産の取得による支出 △1,087 △8,500 

投資有価証券の取得による支出 △501,799 △201,799 

投資有価証券の償還による収入 100,000 － 

貸付けによる支出 △6,542 △10,562 

貸付金の回収による収入 421 6,638 

その他 4,487 － 

投資活動によるキャッシュ・フロー △588,235 △307,563 

財務活動によるキャッシュ・フロー    

配当金の支払額 △69,820 △69,221 

財務活動によるキャッシュ・フロー △69,820 △69,221 

現金及び現金同等物に係る換算差額 133 △617 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △331,183 △33,699 

現金及び現金同等物の期首残高 4,657,816 4,455,677 

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,326,632 4,421,978 
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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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