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(百万円未満切捨て)

１．平成31年３月期第１四半期の連結業績（平成30年４月１日～平成30年６月30日）

（１）連結経営成績(累計) (％表示は、対前年同四半期増減率)

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属
する四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

31年３月期第１四半期 12,285 △0.1 285 △5.6 356 △4.7 245 △3.9

30年３月期第１四半期 12,296 3.2 302 6.8 373 10.3 255 13.3
(注) 包括利益 31年３月期第１四半期 255百万円( △9.0％) 30年３月期第１四半期 280百万円( 2.6％)
　

１株当たり
四半期純利益

潜在株式調整後
１株当たり
四半期純利益

円 銭 円 銭

31年３月期第１四半期 27.45 ―

30年３月期第１四半期 28.56 ―
　

　

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

31年３月期第１四半期 34,322 22,229 64.8

30年３月期 33,505 22,108 66.0
(参考) 自己資本 31年３月期第１四半期 22,229百万円 30年３月期 22,108百万円
　

　

　

２．配当の状況

年間配当金

第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

30年３月期 ― 15.00 ― 15.00 30.00

31年３月期 ―

31年３月期(予想) 15.00 ― 15.00 30.00
(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無
　

　

　

３．平成31年３月期の連結業績予想（平成30年４月１日～平成31年３月31日）

(％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率)

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属
する当期純利益

１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第２四半期(累計) 25,350 2.6 670 0.5 785 0.1 520 5.6 58.16

通期 51,200 2.7 1,480 2.0 1,690 1.5 1,220 4.4 136.45
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無
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※ 注記事項
　

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

　 (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)
　

　

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無
　

　

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 無

② ①以外の会計方針の変更 ： 無

③ 会計上の見積りの変更 ： 無

④ 修正再表示 ： 無
　

　

（４）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 31年３月期１Ｑ 9,152,640株 30年３月期 9,152,640株

② 期末自己株式数 31年３月期１Ｑ 211,847株 30年３月期 211,808株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 31年３月期１Ｑ 8,940,803株 30年３月期１Ｑ 8,940,983株
　

　

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
　本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると
判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業
績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用に当た
っての注意事項等については、添付資料２ページ「１．当四半期決算に関する定性的情報 （３）連結業績予想な
どの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。
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１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

当第１四半期連結累計期間における国内経済は、海外経済の回復を背景に輸出の増加や国内需要の持ち直しか

ら企業収益や雇用環境の改善が継続しており、着実な回復を続けております。一方で、原油価格の上昇や米国政

権の動向など、景気の先行きが不透明な状況が見られました。

食品業界におきましては、物価上昇などによる実質所得の伸び悩みを受けて、消費者の節約志向、低価格志向

は根強く、更に労働力不足に伴う物流費や燃料費が上昇するなど厳しい環境が続いております。

このような経営環境のもと当社グループは、平成30年度経営方針「お客様と一緒に繁盛する」を掲げ、お客様

のご商売をお客様と一緒に考え、課題の解決やサービスの創造できる人材の育成とその環境づくりを進めてまい

りました。

この結果、当第１四半期連結累計期間の業績は、売上高122億85百万円(前年同四半期比0.1％減)、営業利益2億

85百万円(同5.6％減)、経常利益3億56百万円(同4.7％減)、親会社株主に帰属する四半期純利益2億45百万円(同

3.9％減)となりました。

　

セグメントの業績は次のとおりであります。

卸売業部門におきましては、東北各県及び北関東エリアの新規お客様の獲得、既存お客様への更なる深耕を図

るために、業種、業態の枠を越えた人手不足対策商品、省力化商品など利便性の優れた商品を中心に展示会並び

に提案会でご紹介するなど、総合的な営業活動に取り組んでまいりました。商品開発におきましては「ＪＦＳ

Ａ」ブランドを中心とした商品とあわせて、お客様の現場で必ず使用される基本商品の品揃えの強化に取り組み、

同業者との差別化戦略に重点を置いた商品の提供に努めてまいりました。

この結果、売上高108億65百万円(前年同四半期比0.1％増)、セグメント利益(営業利益)は3億63百万円(同1.5％

減)となりました。

小売業部門におきましては、主要顧客であります中小飲食店様の商売繁盛へ貢献するために、各地区の店舗に

おいて展示即売会を開催し、仕入の利便性向上に役立つ商品の提案を実施いたしました。また、卸売業部門との

連携を図り、「ＪＦＳＡ」ブランドを始めとして、付加価値の高い商品と専門性の高い品揃えの充実、あわせて

クーポンによる販売促進にも取り組み、新規お客様の獲得に注力いたしました。

この結果、売上高14億19百万円(前年同四半期比1.9％減)、セグメント利益(営業利益)は72百万円(同5.1％減)

となりました。

　

（２）財政状態に関する説明

（資産）

当第１四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末と比べ8億16百万円増加し、343億22百万円となり

ました。これは主に、現金及び預金並びに有価証券の増加によるものであります。

（負債）

負債は、前連結会計年度末と比べ6億95百万円増加し、120億92百万円となりました。これは主に、仕入債務の

増加によるものであります。

（純資産）

純資産は、前連結会計年度末と比べ1億21百万円増加し、222億29百万円となりました。これは主に、親会社株

主に帰属する四半期純利益の計上によるものであります。

この結果、自己資本比率は64.8％(前連結会計年度末66.0％)となりました。

　

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

連結業績予想につきましては、平成30年５月14日の「平成30年３月期 決算短信」で公表いたしました第２四

半期連結累計期間及び通期の連結業績予想に変更はありません。
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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成30年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成30年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,040,829 1,616,558

受取手形及び売掛金 5,789,571 5,873,127

有価証券 10,550,095 11,000,000

商品 2,268,921 2,356,377

その他 886,917 241,040

貸倒引当金 △1,504 △2,860

流動資産合計 20,534,830 21,084,244

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,498,500 1,473,775

土地 3,705,939 3,705,939

その他（純額） 418,852 392,732

有形固定資産合計 5,623,293 5,572,448

無形固定資産 90,576 85,340

投資その他の資産

投資有価証券 5,686,542 5,950,170

その他 1,577,794 1,635,839

貸倒引当金 △7,342 △5,876

投資その他の資産合計 7,256,994 7,580,132

固定資産合計 12,970,864 13,237,922

資産合計 33,505,695 34,322,166

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 8,497,238 9,093,260

短期借入金 668,000 668,000

未払法人税等 245,000 173,800

賞与引当金 310,772 518,808

その他 1,402,382 1,372,881

流動負債合計 11,123,393 11,826,750

固定負債

役員退職慰労引当金 190,257 179,424

退職給付に係る負債 29,152 30,620

資産除去債務 32,324 32,352

その他 21,787 23,173

固定負債合計 273,521 265,570

負債合計 11,396,915 12,092,321
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成30年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成30年６月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 1,405,800 1,405,800

資本剰余金 1,441,717 1,441,717

利益剰余金 19,348,317 19,459,589

自己株式 △188,431 △188,491

株主資本合計 22,007,402 22,118,614

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 100,770 108,981

退職給付に係る調整累計額 605 2,248

その他の包括利益累計額合計 101,376 111,230

純資産合計 22,108,779 22,229,845

負債純資産合計 33,505,695 34,322,166
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

（四半期連結損益計算書）

（第１四半期連結累計期間）

(単位：千円)
前第１四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成30年４月１日
　至 平成30年６月30日)

売上高 12,296,806 12,285,064

売上原価 10,117,409 10,045,863

売上総利益 2,179,397 2,239,200

販売費及び一般管理費 1,877,307 1,954,011

営業利益 302,089 285,189

営業外収益

受取利息 32,777 25,145

受取配当金 17,977 18,158

持分法による投資利益 6,589 11,340

受取賃貸料 12,553 12,578

その他 5,554 7,278

営業外収益合計 75,451 74,501

営業外費用

支払利息 512 597

賃貸収入原価 3,030 2,724

営業外費用合計 3,543 3,321

経常利益 373,998 356,369

特別損失

固定資産除却損 569 173

特別損失合計 569 173

税金等調整前四半期純利益 373,428 356,195

法人税、住民税及び事業税 163,130 169,828

法人税等調整額 △45,022 △59,017

法人税等合計 118,107 110,810

四半期純利益 255,320 245,384

親会社株主に帰属する四半期純利益 255,320 245,384
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（四半期連結包括利益計算書）

（第１四半期連結累計期間）

(単位：千円)
前第１四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成30年４月１日
　至 平成30年６月30日)

四半期純利益 255,320 245,384

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 20,088 8,211

退職給付に係る調整額 5,010 1,643

その他の包括利益合計 25,099 9,854

四半期包括利益 280,419 255,239

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 280,419 255,239

非支配株主に係る四半期包括利益 ― ―
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（３）四半期連結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）等を当第１四半期

連結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。

　

（セグメント情報）

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間(自 平成29年４月１日 至 平成29年６月30日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：千円)

報告セグメント

合計
調整額
(注)１

四半期連結
損益計算書
計上額
(注)２卸売業部門 小売業部門

売上高

外部顧客への売上高 10,849,882 1,446,924 12,296,806 ― 12,296,806

セグメント間の内部
売上高又は振替高

― ― ― ― ―

計 10,849,882 1,446,924 12,296,806 ― 12,296,806

セグメント利益 369,122 76,028 445,150 △143,060 302,089

(注) １．セグメント利益の調整額△143,060千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であり

ます。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない総務・経理部門等の管理部門に係る費用で

あります。

２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

　

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

　

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間(自 平成30年４月１日 至 平成30年６月30日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：千円)

報告セグメント

合計
調整額
(注)１

四半期連結
損益計算書
計上額
(注)２卸売業部門 小売業部門

売上高

外部顧客への売上高 10,865,802 1,419,262 12,285,064 ― 12,285,064

セグメント間の内部
売上高又は振替高

― ― ― ― ―

計 10,865,802 1,419,262 12,285,064 ― 12,285,064

セグメント利益 363,543 72,136 435,680 △150,491 285,189

(注) １．セグメント利益の調整額△150,491千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であり

ます。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない総務・経理部門等の管理部門に係る費用で

あります。

２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
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２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。
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