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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 4,268 10.2 94 143.4 114 111.3 58 227.3

30年3月期第1四半期 3,872 1.4 38 222.2 54 122.3 17 42.8

（注）包括利益 31年3月期第1四半期　　133百万円 （△31.7％） 30年3月期第1四半期　　195百万円 （―％）

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

31年3月期第1四半期 3.14 ―

30年3月期第1四半期 0.96 ―

(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 17,587 9,228 52.5

30年3月期 17,794 9,187 51.6

（参考）自己資本 31年3月期第1四半期 9,228百万円 30年3月期 9,187百万円

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 ― 0.00 ― 5.00 5.00

31年3月期 ―

31年3月期（予想） 0.00 ― 5.00 5.00

（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) 8,720 0.2 235 △8.4 255 △11.8 140 △48.9 7.53

通期 17,840 0.6 485 1.3 525 1.3 285 △31.5 15.33

（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） 31年3月期1Q 23,818,257 株 30年3月期 23,818,257 株

② 期末自己株式数 31年3月期1Q 5,227,408 株 30年3月期 5,227,338 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 31年3月期1Q 18,590,871 株 30年3月期1Q 18,591,139 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の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。業績予想の前提に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わが国経済は、企業収益や雇用環境の改善が続くなど、引き続き緩やかな景

気回復基調にありましたが、家計の節約志向は根強く続いており依然として不安定な要素を抱えたまま推移致しま

した。

当社グループの主要取引先である外食・中食産業におきましても、原材料価格の上昇や人手不足による人件費の

高騰、人口減少による市場規模の縮小など厳しい環境が続いております。

このような状況のなかで、当社グループの当第１四半期連結累計期間の売上高は４２億６８百万円（前年同四半

期比10.2％増）となりました。

　利益面では、営業利益９４百万円（前年同四半期比143.4％増）、経常利益１億１４百万円（前年同四半期比

111.3％増）、親会社株主に帰属する四半期純利益５８百万円（前年同四半期227.3％増）となりました。

　

セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。

（業務用厨房関連事業）

業務用厨房関連事業につきましては、売上高は４１億８２百万円（前年同四半期比10.4％増）、営業利益は１

億９９百万円（前年同四半期比27.6％増）となりました。

（不動産賃貸事業）

不動産賃貸事業につきましては、売上高は８９百万円（前年同四半期比2.4％増）、営業利益は５４百万円（前

年同四半期比24.1％増）となりました。

（２）財政状態に関する説明

●資産、負債及び純資産の状況

（資産）

流動資産は、前連結会計年度末に比べて2.1％減少し、９４億６５百万円となりました。これは主に受取手

形及び売掛金８億９４百万円及び商品１億８８百万円の減少と現金及び預金８億８３百万円の増加が相殺さ

れたものです。

固定資産は、前連結会計年度末に比べて0.1％減少し、８１億２２百万円となりました。これは主に、減価

償却費の計上額５９百万円、繰延税金資産の減少７０百万円と投資有価証券１億１０百万円の増加が相殺さ

れたものです。

（負債）

流動負債は、前連結会計年度末に比べて3.5％減少し、７０億７０百万円となりました。これは主に、未払

法人税等２億００百万円、支払手形及び買掛金１億６３百万円及び賞与引当金８７百万円の減少といずれも

その他に含まれる未払消費税７５百万円、前受金６９百万円の増加が相殺されたものです。

固定負債は、前連結会計年度末に比べて0.7％増加し、１２億８８百万円となりました。これは主に、退職

給付に係る負債８百万円の増加によるものです。

（純資産）

純資産は、前連結会計年度末に比べて0.4％増加し、９２億２８百万円となりました。これは主に、その他

有価証券評価差額金７５百万円の増加と利益剰余金３５百万円の減少が相殺されたものです。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成31年３月期の業績予想につきましては、平成30年５月11日に公表しました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 4,079,505 4,962,556

受取手形及び売掛金 3,754,326 2,859,415

商品 1,631,125 1,442,734

製品 3,356 3,580

仕掛品 24,361 19,823

原材料及び貯蔵品 42,660 44,494

その他 162,640 155,619

貸倒引当金 △30,500 △22,800

流動資産合計 9,667,475 9,465,424

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 2,441,304 2,413,187

機械装置及び運搬具（純額） 157,190 148,070

土地 2,543,073 2,543,073

その他（純額） 157,164 158,802

有形固定資産合計 5,298,733 5,263,135

無形固定資産

ソフトウエア 19,247 17,016

ソフトウエア仮勘定 5,512 5,512

その他 52,727 52,694

無形固定資産合計 77,487 75,223

投資その他の資産

投資有価証券 2,302,822 2,413,394

破産更生債権等 191,932 191,329

長期貸付金 353 303

長期預金 100,000 100,000

繰延税金資産 74,360 4,064

その他 253,009 251,669

貸倒引当金 △171,308 △176,679

投資その他の資産合計 2,751,169 2,784,081

固定資産合計 8,127,389 8,122,439

資産合計 17,794,865 17,587,864
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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)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 4,583,073 4,419,243

短期借入金 2,119,000 2,119,000

未払法人税等 231,581 30,964

賞与引当金 109,499 21,790

その他 283,476 479,558

流動負債合計 7,326,630 7,070,557

固定負債

退職給付に係る負債 997,856 1,006,253

役員退職慰労引当金 262,456 262,456

その他 20,089 20,023

固定負債合計 1,280,401 1,288,732

負債合計 8,607,031 8,359,290

純資産の部

株主資本

資本金 3,235,546 3,235,546

資本剰余金 2,965,130 2,965,130

利益剰余金 2,910,406 2,875,880

自己株式 △942,238 △942,258

株主資本合計 8,168,845 8,134,299

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 1,025,019 1,100,060

退職給付に係る調整累計額 △6,031 △5,785

その他の包括利益累計額合計 1,018,988 1,094,275

純資産合計 9,187,833 9,228,574

負債純資産合計 17,794,865 17,587,864
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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 3,872,795 4,268,029

売上原価 2,905,855 3,224,889

売上総利益 966,939 1,043,139

販売費及び一般管理費 928,205 948,839

営業利益 38,734 94,300

営業外収益

受取利息 85 32

受取配当金 14,626 17,533

受取家賃 2,261 2,343

為替差益 1,376 1,113

その他 4,137 1,798

営業外収益合計 22,487 22,820

営業外費用

支払利息 3,642 2,895

支払手数料 3,528 -

営業外費用合計 7,171 2,895

経常利益 54,050 114,226

特別損失

固定資産除却損 158 302

特別損失合計 158 302

税金等調整前四半期純利益 53,892 113,923

法人税、住民税及び事業税 34,257 18,459

法人税等調整額 1,784 37,036

法人税等合計 36,042 55,495

四半期純利益 17,850 58,428

非支配株主に帰属する四半期純利益 - -

親会社株主に帰属する四半期純利益 17,850 58,428
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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 17,850 58,428

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 176,080 75,041

退職給付に係る調整額 1,928 245

その他の包括利益合計 178,009 75,287

四半期包括利益 195,859 133,715

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 195,859 133,715

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、繰延税金負債は固定負

債の区分に表示しております。
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