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1. 平成30年12月期第2四半期の連結業績（平成30年1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 ％

30年12月期第2四半期 7,109 8.1 101 △0.9 115 1.4 84 0.0

29年12月期第2四半期 6,575 △5.9 102 82.3 113 104.7 84 140.0

（注）包括利益 30年12月期第2四半期　　30百万円 （△6.8％） 29年12月期第2四半期　　32百万円 （―％）

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

30年12月期第2四半期 6.80 ―

29年12月期第2四半期 6.80 ―

(2) 連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

30年12月期第2四半期 7,408 2,743 37.0 220.36

29年12月期 6,889 2,744 39.8 220.43

（参考）自己資本 30年12月期第2四半期 2,743百万円 29年12月期 2,744百万円

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

29年12月期 ― 0.00 ― 2.50 2.50

30年12月期 ― 0.00

30年12月期（予想） ― 2.50 2.50

（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30年12月期の連結業績予想（平成30年 1月 1日～平成30年12月31日）

（％表示は、対前期増減率）

売上高 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 ％ 円 銭

通期 14,500 5.3 120 9.5 9.64

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無



※ 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（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） ： 無

新規 ― 社 （社名） 、 除外 ― 社 （社名）

(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） 30年12月期2Q 12,451,300 株 29年12月期 12,451,300 株

② 期末自己株式数 30年12月期2Q 71 株 29年12月期 71 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 30年12月期2Q 12,451,229 株 29年12月期2Q 12,451,230 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、
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あたっての注意事項等については、四半期決算短信（添付資料）２ページ「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２四半期連結累計期間（平成30年１月１日から平成30年６月30日まで）におけるわが国経済は、企業収益や雇用

環境の改善などを背景に緩やかな回復基調で推移しました。しかしながら、米国の政策運営や、人手不足及びコストの

上昇等に対する国内景気への影響など、先行きは不透明な状況が続いております。

　この結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は、71億９百万円（前年同四半期比＋５億34百万円 8.1％増）、売上

総利益は、７億77百万円（前年同四半期比＋26百万円 3.5％増）となりました。

　営業利益、経常利益、親会社株主に帰属する四半期純利益につきましては、それぞれ１億１百万円（前年同四半期比

△０百万円 0.9％減）、１億15百万円（前年同四半期比＋１百万円 1.4％増）、84百万円（前年同四半期比＋０百万円

0.0％増）となりました。

（２）財政状態に関する説明

① 財政状態の状況

当第２四半期連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末に対して５億18百万円増加し、74億８百万円とな

りました。これは流動資産の受取手形及び売掛金が４億１百万円、たな卸資産が３億84百万円が増加したのに対し、

現金及び預金が２億90百万円減少したのが主な要因であります。

負債合計は、５億19百万円増加し、46億64百万円となりました。これは買掛金が４億72百万円増加したのが主な

要因であります。

純資産の部は、前連結会計年度末とほぼ同額の27億43百万円となりました。これは、親会社株主に帰属する四半

期純利益84百万円の計上、為替換算調整勘定が53百万円減少したのが主な要因であり、自己資本比率は37.0％とな

っております。

② キャッシュ・フローの状況

当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物残高は、前連結会計年度末より２億90百万円減少し、

18億33百万円となりました。

当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動によるキャッシュ・フローは、１億79百万円のマイナスとなりました。これは、売上債権の増減額

（△４億57百万円)、たな卸資産の増減額（△４億４百万円）に対し、税金等調整前四半期純利益（＋１億16百万

円）、仕入債務の増減額（＋５億38百万円）等によるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動によるキャッシュ・フローは、24百万円のマイナスとなりました。これは有形固定資産の取得による

支出（△19百万円）等によるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動によるキャッシュ・フローは、40百万円のマイナスとなりました。これは短期借入金の純増減額（＋

32百万円）、長期借入金の返済による支出（△42百万円）、配当金の支払額（△31百万円）によるものでありま

す。

　

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成30年２月14日に公表いたしました連結業績予想から修正は行っておりません。　
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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29年12月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成30年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,123,314 1,833,039

受取手形及び売掛金 2,898,763 3,300,742

たな卸資産 1,165,756 1,550,305

その他 96,173 132,702

貸倒引当金 △2,159 △3,539

流動資産合計 6,281,848 6,813,250

固定資産

有形固定資産 343,990 338,789

無形固定資産 11,632 16,665

投資その他の資産

その他 551,701 544,755

貸倒引当金 △299,355 △304,859

投資その他の資産合計 252,345 239,896

固定資産合計 607,968 595,351

資産合計 6,889,816 7,408,601

負債の部

流動負債

買掛金 3,307,874 3,780,819

短期借入金 169,500 198,972

1年内返済予定の長期借入金 57,470 14,920

未払法人税等 57,003 41,686

賞与引当金 － 11,805

役員賞与引当金 － 9,300

その他 331,041 381,636

流動負債合計 3,922,890 4,439,139

固定負債

退職給付に係る負債 154,331 155,139

役員退職慰労引当金 38,931 38,931

資産除去債務 16,972 17,061

その他 12,094 14,593

固定負債合計 222,329 225,725

負債合計 4,145,219 4,664,865

純資産の部

株主資本

資本金 650,000 650,000

資本剰余金 65,801 65,801

利益剰余金 2,006,726 2,060,282

自己株式 △15 △15

株主資本合計 2,722,512 2,776,068

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 10,937 8,805

為替換算調整勘定 39,030 △14,098

退職給付に係る調整累計額 △27,883 △27,038

その他の包括利益累計額合計 22,084 △32,332

純資産合計 2,744,596 2,743,736

負債純資産合計 6,889,816 7,408,601
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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２四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成29年１月１日
　至 平成29年６月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成30年１月１日
　至 平成30年６月30日)

売上高 6,575,322 7,109,494

売上原価 5,824,242 6,331,939

売上総利益 751,079 777,554

販売費及び一般管理費 648,306 675,666

営業利益 102,773 101,887

営業外収益

受取利息 3,808 4,022

受取配当金 1,191 1,006

補助金収入 － 8,128

為替差益 4,777 673

その他 4,067 2,228

営業外収益合計 13,845 16,059

営業外費用

支払利息 2,407 2,425

その他 734 435

営業外費用合計 3,142 2,861

経常利益 113,476 115,085

特別利益

固定資産売却益 － 1,434

償却債権取立益 4,627 －

特別利益合計 4,627 1,434

特別損失

固定資産売却損 － 75

固定資産除却損 1,523 －

特別損失合計 1,523 75

税金等調整前四半期純利益 116,579 116,444

法人税、住民税及び事業税 28,152 27,800

法人税等調整額 3,759 3,959

法人税等合計 31,912 31,760

四半期純利益 84,667 84,683

親会社株主に帰属する四半期純利益 84,667 84,683
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四半期連結包括利益計算書

第２四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成29年１月１日
　至 平成29年６月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成30年１月１日
　至 平成30年６月30日)

四半期純利益 84,667 84,683

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 10 △2,132

為替換算調整勘定 △53,269 △53,129

退職給付に係る調整額 1,070 844

その他の包括利益合計 △52,188 △54,416

四半期包括利益 32,478 30,267

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 32,478 30,267
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成29年１月１日
　至 平成29年６月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成30年１月１日
　至 平成30年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 116,579 116,444

減価償却費 20,958 18,266

貸倒引当金の増減額（△は減少） △7,539 6,974

受取利息及び受取配当金 △5,000 △5,028

支払利息 2,407 2,425

為替差損益（△は益） 5,273 4,968

固定資産売却損益（△は益） － △1,359

固定資産除却損 1,523 －

売上債権の増減額（△は増加） △279,314 △457,029

たな卸資産の増減額（△は増加） △207,816 △404,694

その他の資産の増減額（△は増加） △18,087 △35,180

仕入債務の増減額（△は減少） 273,769 538,828

その他の負債の増減額（△は減少） 20,442 47,508

その他 18,809 24,322

小計 △57,993 △143,552

利息及び配当金の受取額 5,000 5,028

利息の支払額 △2,732 △2,309

法人税等の支払額 △23,147 △38,809

営業活動によるキャッシュ・フロー △78,873 △179,642

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 △3,828 △19,075

無形固定資産の取得による支出 △99 △6,438

有形固定資産の売却による収入 － 1,434

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,928 △24,079

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） 57,000 32,805

長期借入金の返済による支出 △79,116 △42,550

配当金の支払額 △24,902 △31,128

財務活動によるキャッシュ・フロー △47,018 △40,873

現金及び現金同等物に係る換算差額 △50,187 △45,678

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △180,007 △290,274

現金及び現金同等物の期首残高 2,371,661 2,123,314

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,191,653 1,833,039
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（４）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。
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