
(単位：千円)

前事業年度
(令和４年６月30日)

当第２四半期会計期間
(令和４年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,289,918 1,318,868

受取手形及び売掛金 1,823,426 2,141,630

電子記録債権 470,173 489,306

有価証券 2,800,000 3,000,000

商品 529,749 525,781

貯蔵品 25,322 23,175

その他 75,857 63,396

貸倒引当金 △229 △263

流動資産合計 8,014,219 7,561,896

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 1,099,399 1,077,224

工具、器具及び備品（純額） 121,258 143,799

土地 1,161,285 1,161,285

その他（純額） 7,665 6,820

有形固定資産合計 2,389,609 2,389,129

無形固定資産 31,317 30,069

投資その他の資産

投資有価証券 2,320,599 2,809,064

その他 156,951 149,022

貸倒引当金 △24,236 △20,791

投資その他の資産合計 2,453,314 2,937,294

固定資産合計 4,874,241 5,356,493

資産合計 12,888,461 12,918,390

２．四半期財務諸表及び主な注記

(1) 四半期貸借対照表
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(単位：千円)

前事業年度
(令和４年６月30日)

当第２四半期会計期間
(令和４年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 663,744 740,286

電子記録債務 1,778,071 1,821,583

未払法人税等 101,532 23,693

その他 160,313 175,097

流動負債合計 2,703,662 2,760,660

固定負債

退職給付引当金 138,612 139,320

役員退職慰労引当金 231,825 40,000

その他 2,800 2,800

固定負債合計 373,237 182,120

負債合計 3,076,899 2,942,781

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 9,291,530 9,464,410

自己株式 △64,585 △64,585

株主資本合計 9,800,934 9,973,814

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 10,627 1,794

評価・換算差額等合計 10,627 1,794

純資産合計 9,811,562 9,975,608

負債純資産合計 12,888,461 12,918,390
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(単位：千円)

前第２四半期累計期間
(自　令和３年７月１日

　至　令和３年12月31日)

当第２四半期累計期間
(自　令和４年７月１日

　至　令和４年12月31日)

売上高 5,067,916 5,278,381

売上原価 3,643,051 3,919,341

売上総利益 1,424,865 1,359,040

販売費及び一般管理費 1,052,440 1,110,868

営業利益 372,424 248,172

営業外収益

受取利息 7,823 8,270

受取配当金 2,341 3,055

仕入割引 2,818 3,343

為替差益 1,514 2,672

その他 807 3,697

営業外収益合計 15,305 21,040

営業外費用

投資有価証券売却損 － 395

貸倒引当金繰入額 3,477 －

その他 － 0

営業外費用合計 3,477 395

経常利益 384,253 268,817

特別利益 － －

特別損失

固定資産除却損 0 115

社葬費用 － 7,857

特別損失合計 0 7,973

税引前四半期純利益 384,253 260,843

法人税、住民税及び事業税 141,719 15,770

法人税等調整額 395 6,361

法人税等合計 142,114 22,132

四半期純利益 242,138 238,711

(2) 四半期損益計算書

（第２四半期累計期間）
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(単位：千円)

前第２四半期累計期間
(自　令和３年７月１日

　至　令和３年12月31日)

当第２四半期累計期間
(自　令和４年７月１日

　至　令和４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 384,253 260,843

減価償却費 77,903 77,144

貸倒引当金の増減額（△は減少） 3,510 △3,411

退職給付引当金の増減額（△は減少） 145 708

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 6,250 △191,825

受取利息及び受取配当金 △10,165 △11,326

為替差損益（△は益） △669 1,747

投資有価証券売却損益（△は益） － 395

固定資産除却損 0 115

売上債権の増減額（△は増加） △332,568 △337,336

棚卸資産の増減額（△は増加） △72,885 6,114

仕入債務の増減額（△は減少） 385,073 176,139

未払消費税等の増減額（△は減少） △30,303 14,612

その他 △34,352 △36,833

小計 376,192 △42,912

利息及び配当金の受取額 8,475 8,144

法人税等の支払額 △105,361 △92,872

営業活動によるキャッシュ・フロー 279,306 △127,639

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 △65,138 △80,543

無形固定資産の取得による支出 － △1,790

投資有価証券の取得による支出 △301,749 △501,499

投資有価証券の売却による収入 － 4,368

投資有価証券の償還による収入 300,000 －

貸付けによる支出 △14,564 △17,388

貸付金の回収による収入 11,422 21,259

投資活動によるキャッシュ・フロー △70,030 △575,593

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額 △65,849 △65,822

財務活動によるキャッシュ・フロー △65,849 △65,822

現金及び現金同等物に係る換算差額 △477 △1,993

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 142,948 △771,049

現金及び現金同等物の期首残高 4,827,710 5,089,918

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,970,659 4,318,868

(3) 四半期キャッシュ・フロー計算書
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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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