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1. 平成31年3月期第2四半期の連結業績（平成30年4月1日～平成30年9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2四半期 8,573 △1.5 185 △27.5 214 △25.9 118 △56.6

30年3月期第2四半期 8,702 △0.1 256 9.8 289 11.2 273 55.0

（注）包括利益 31年3月期第2四半期　　177百万円 （△51.9％） 30年3月期第2四半期　　367百万円 （118.7％）

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2四半期 6.40 ―

30年3月期第2四半期 14.74 ―

(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2四半期 17,134 9,271 54.1

30年3月期 17,794 9,187 51.6

（参考）自己資本 31年3月期第2四半期 9,271百万円 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 ― 0.00

31年3月期（予想） ― 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、対前期増減率）

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

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2Q 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2Q 5,227,411 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2Q 18,590,860 株 30年3月期2Q 18,591,109 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２四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２四半期連結累計期間の売上高は８５億７３百万円（前年同四半

期比1.5％減）となりました。

　利益面では、営業利益１億８５百万円（前年同四半期比27.5％減）、経常利益２億１４百万円（前年同四半期比

25.9％減）、親会社株主に帰属する四半期純利益１億１８百万円（前年同四半期比56.6％減）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８４億３百万円（前年同四半期比1.5％減）、営業利益は３億９

３百万円（前年同四半期比15.5％減）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１億７７百万円（前年同四半期比1.4％増）、営業利益は１億９百万

円（前年同四半期比11.3％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6.5％減少し、９０億３８百万円となりました。これは主に受取手

形及び売掛金７億８４百万円及び商品２億８２百万円の減少と現金及び預金４億３６百万円の増加が相殺さ

れたものです。

固定資産は、前連結会計年度末に比べて0.4％減少し、８０億９６百万円となりました。これは主に、減価

償却費の計上額１億２０百万円、繰延税金資産の減少３２百万円及び土地の減少１３百万円と投資有価証券

１億３７百万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10.2％減少し、６５億７７百万円となりました。これは主に、支

払手形及び買掛金７億７２百万円及び未払法人税等９２百万円の減少といずれもその他に含まれる未払消費

税７６百万円、前受金３２百万円及び預り金２２百万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0.3％増加し、１２億８４百万円となりました。これは主に、退職

給付に係る負債が４百万円増加したものです。

（純資産）

純資産は、前連結会計年度末に比べて0.9％増加し、９２億７１百万円となりました。これは主に、その他

有価証券評価差額金５５百万円及び利益剰余金２５百万円の増加によるものです。

（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２四半期連結会計期間
(平成30年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 4,079,505 4,515,832

受取手形及び売掛金 3,754,326 2,969,869

商品 1,631,125 1,348,822

製品 3,356 9,997

仕掛品 24,361 11,952

原材料及び貯蔵品 42,660 48,129

その他 162,640 157,435

貸倒引当金 △30,500 △23,900

流動資産合計 9,667,475 9,038,139

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 2,441,304 2,341,018

機械装置及び運搬具（純額） 157,190 147,563

土地 2,543,073 2,529,190

その他（純額） 157,164 152,820

有形固定資産合計 5,298,733 5,170,592

無形固定資産

ソフトウエア 19,247 14,786

ソフトウエア仮勘定 5,512 10,894

その他 52,727 52,660

無形固定資産合計 77,487 78,340

投資その他の資産

投資有価証券 2,302,822 2,439,460

破産更生債権等 191,932 191,185

長期貸付金 353 273

長期預金 100,000 100,000

繰延税金資産 74,360 41,451

その他 253,009 250,743

貸倒引当金 △171,308 △175,619

投資その他の資産合計 2,751,169 2,847,495

固定資産合計 8,127,389 8,096,428

資産合計 17,794,865 17,134,568
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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２四半期連結会計期間
(平成30年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 4,583,073 3,810,245

短期借入金 2,119,000 2,119,000

未払法人税等 231,581 139,006

賞与引当金 109,499 110,289

その他 283,476 399,453

流動負債合計 7,326,630 6,577,994

固定負債

退職給付に係る負債 997,856 1,002,255

役員退職慰労引当金 262,456 262,456

その他 20,089 19,957

固定負債合計 1,280,401 1,284,669

負債合計 8,607,031 7,862,663

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 2,936,405

自己株式 △942,238 △942,259

株主資本合計 8,168,845 8,194,823

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 1,080,937

退職給付に係る調整累計額 △6,031 △3,857

その他の包括利益累計額合計 1,018,988 1,077,080

純資産合計 9,187,833 9,271,904

負債純資産合計 17,794,865 17,134,568
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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４月１日
　至 平成29年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成30年４月１日
　至 平成30年９月30日)

売上高 8,702,073 8,573,808

売上原価 6,547,785 6,479,722

売上総利益 2,154,287 2,094,086

販売費及び一般管理費 1,897,859 1,908,294

営業利益 256,427 185,791

営業外収益

受取利息 190 85

受取配当金 20,053 23,032

受取家賃 4,540 4,750

為替差益 4,528 725

その他 17,613 5,545

営業外収益合計 46,926 34,140

営業外費用

支払利息 7,147 5,628

支払手数料 7,096 -

営業外費用合計 14,244 5,628

経常利益 289,110 214,303

特別利益

投資有価証券売却益 174,472 49,578

特別利益合計 174,472 49,578

特別損失

固定資産除却損 193 1,739

固定資産売却損 - 32,470

会員権売却損 - 228

特別損失合計 193 34,438

税金等調整前四半期純利益 463,389 229,443

法人税、住民税及び事業税 157,486 103,800

法人税等調整額 31,914 6,689

法人税等合計 189,400 110,490

四半期純利益 273,989 118,953

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 273,989 118,953
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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４月１日
　至 平成29年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成30年４月１日
　至 平成30年９月30日)

四半期純利益 273,989 118,953

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 89,958 55,918

退職給付に係る調整額 3,857 2,174

その他の包括利益合計 93,815 58,092

四半期包括利益 367,804 177,046

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 367,804 177,046

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４月１日
　至 平成29年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成30年４月１日
　至 平成30年９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 463,389 229,443

減価償却費 119,426 120,720

有形固定資産除却損 193 1,739

有形固定資産売却損益（△は益） - 32,470

投資有価証券売却損益（△は益） △174,472 △49,578

会員権売却損益（△は益） - 228

貸倒引当金の増減額（△は減少） △15,368 △2,288

賞与引当金の増減額（△は減少） 1,355 790

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △1,151 7,533

受取利息及び受取配当金 △20,243 △23,118

支払利息 7,147 5,628

売上債権の増減額（△は増加） 75,888 784,456

たな卸資産の増減額（△は増加） △223,785 261,135

仕入債務の増減額（△は減少） 33,870 △772,828

未払消費税等の増減額（△は減少） △60,473 76,722

その他 52,602 64,275

小計 258,378 737,329

利息及び配当金の受取額 20,091 23,061

利息の支払額 △7,139 △6,409

法人税等の支払額 △84,870 △200,922

営業活動によるキャッシュ・フロー 186,461 553,059

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 △140,508 △45,486

有形固定資産の売却による収入 - 31,945

無形固定資産の取得による支出 △1,900 △5,384

投資有価証券の取得による支出 △5,331 △58,475

投資有価証券の売却による収入 268,042 52,592

貸付金の回収による収入 - 80

貸付けによる支出 △593 -

会員権の売却による収入 - 972

投資活動によるキャッシュ・フロー 119,709 △23,756

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出 △18 △21

配当金の支払額 △92,955 △92,954

財務活動によるキャッシュ・フロー △92,973 △92,975

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 213,197 436,327

現金及び現金同等物の期首残高 4,326,786 4,079,505

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,539,984 4,515,832
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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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