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(百万円未満切捨て)
１．平成30年３月期の連結業績（平成29年４月１日～平成30年３月31日）
（１）連結経営成績 (％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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

30年３月期 6,195 19.3 177 11.5 191 22.7 148 12.4

29年３月期 5,194 5.9 159 33.5 155 15.5 131 25.6
(注) 包括利益 30年３月期 223百万円( 25.7％) 29年３月期 178百万円( 172.1％)
　

１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり
当期純利益

自己資本
当期純利益率

総資産
経常利益率

売上高
営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

30年３月期 29.18 - 5.4 3.6 2.9

29年３月期 25.95 - 5.1 3.2 3.1
(参考) 持分法投資損益 30年３月期 △1百万円 29年３月期 △8百万円
　

　

（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３月期 5,487 2,848 51.9 560.82

29年３月期 5,002 2,650 53.0 521.68
(参考) 自己資本 30年３月期 2,848百万円 29年３月期 2,650百万円
　

　

（３）連結キャッシュ・フローの状況
営業活動による

キャッシュ・フロー
投資活動による

キャッシュ・フロー
財務活動による

キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物

期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円

30年３月期 109 87 △80 889

29年３月期 79 15 △88 772
　

　　

２．配当の状況

年間配当金 配当金総額
(合計)

配当性向
(連結)

純資産
配当率
(連結)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 百万円 ％ ％

29年３月期 - 0.00 - 5.00 5.00 25 19.3 1.0

30年３月期 - 0.00 - 10.00 10.00 50 34.3 1.8

31年３月期(予想) - 0.00 - 7.00 7.00 19.6
　

(注）平成30年３月期期末配当金の内訳 普通配当７円 記念配当３円

　

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) 3,457 16.1 110 17.1 116 8.9 90 10.8 17.82

通 期 7,107 14.7 238 34.6 242 26.9 181 22.3 35.69
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※ 注記事項

（１）期中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）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
　

　

（３）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３月期 5,090,000株 29年３月期 5,090,000株

② 期末自己株式数 30年３月期 5,078,736株 29年３月期 8,591株

③ 期中平均株式数 30年３月期 5,079,254株 29年３月期 5,081,409株
　

　

(参考) 個別業績の概要
１．平成30年３月期の個別業績（平成29年４月１日～平成30年３月31日）
（１）個別経営成績 (％表示は対前期増減率)

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

30年３月期 5,598 22.5 146 26.5 162 30.2 130 13.7

29年３月期 4,569 8.7 115 62.2 124 50.8 114 61.3
　

１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

円 銭 円 銭

30年３月期 25.64 -

29年３月期 22.55 -
　

　

（２）個別財政状態

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３月期 4,881 2,510 51.4 494.26

29年３月期 4,466 2,328 52.1 458.28

(参考) 自己資本 30年３月期 2,510百万円 29年３月期 2,328百万円
　

　

　

２．平成31年３月期の個別業績予想（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 経常利益 当期純利益 １株当たり当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第２四半期(累計) 3,151 17.2 101 14.8 79 12.5 15.74

通 期 6,500 16.1 216 32.9 162 24.4 31.90
　

　

※ 決算短信は公認会計士又は監査法人の監査の対象外です
　

※ 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条件に基づいており、実際の業績等は様々な要因によって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については、添付資料２ページの「1.経営成
績等の概況 (4)今後の見通し」をご覧ください。
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１．経営成績等の概況

（１）当期の経営成績の概況

当社グループは、当連結会計年度において主要顧客である半導体製造装置関連メーカーの需要拡大等を背景とす

る好況に牽引され、増収増益となりました。

当社グループの当連結会計年度の業績は、売上高6,195百万円（前年同期比19.3％増）、営業利益177百万円（前

年同期比11.5％増）、経常利益191百万円（前年同期比22.7％増）、親会社株主に帰属する当期純利益148百万円

（前年同期比12.4％増）という結果になりました。

なお、当社グループは単一セグメントのため、セグメント別の記載を行っておりません。

（２）当期の財政状態の概況

当連結会計年度末の総資産は5,487百万円で、前連結会計年度末より485百万円増加いたしました。

流動資産は3,246百万円で、前連結会計年度末に比べ483百万円増加いたしました。主な要因は、受取手形及び売

掛金の増加218百万円、現金及び預金の増加117百万円等であります。

固定資産は2,241百万円で、前連結会計年度末に比べ１百万円増加いたしました。主な要因は、投資有価証券の

増加32百万円、設備等の減価償却費24百万円であります。

流動負債は2,390百万円で、前連結会計年度末に比べ273百万円増加いたしました。主な要因は、支払手形及び買

掛金の増加294百万円等であります。

固定負債は249百万円で、前連結会計年度末に比べ13百万円増加いたしました。主な要因は、繰延税金負債の増

加27百万円、長期借入金の減少20百万円等であります。

純資産は2,848百万円で、前連結会計年度末に比べ197百万円増加いたしました。主な要因は、利益剰余金の増加

122百万円、その他有価証券評価差額金の増加75百万円であります。

（３）当期のキャッシュ・フローの概況

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)の残高は、前連結会計年度末に比べ117百

万円増加し、889百万円となりました。

(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、109百万円の収入（前連結会計年度は79百万円の収入）となりました。

主な要因は、税金等調整前当期純利益188百万円,売上債権の増加額297百万円及び仕入債務の増加額294百万円であ

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、87百万円の収入（前連結会計年度は15百万円の収入）となりました。主

な要因は、投資有価証券の売却による収入78百万円及び有形固定資産の売却による収入６百万円であります。

(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、80百万円の支出（前連結会計年度は88百万円の支出）となりました。主

な要因は、長期借入金の返済による支出50百万円及び配当金の支払額25百万円であります。

（４）今後の見通し

当社の主力市場である半導体製造装置関連業界におきましては、引き続き堅調な需要が見込まれます。

このような状況のもと当社グループにおきましては、既存の主力市場、主要顧客への対応力の強化及び各地に分

散している情報の共有並びに所管エリアへの効率かつ柔軟な営業展開を行なうため、現行の営業体制を再編し、事

業の確実な取り込みを図るとともに、新たに核となりうる商材や市場の開拓を計画的に深耕し、業績向上に向け邁

進して参ります。

次期（平成31年３月期）の当社グループの業績につきましては、売上高7,107百万円、親会社株主に帰属する当

期純利益181百万円を見込んでおります。
　

２．会計基準の選択に関する基本的な考え方

当社グループは、連結財務諸表の期間比較可能性及び企業間の比較可能性を考慮し、当面は、日本基準で連結財

務諸表を作成する方針であります。

なお、ＩＦＲＳの適用については、国内外の諸事情を考慮の上、適切に対応していく方針であります。
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３．連結財務諸表及び主な注記

（１）連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成29年３月31日)

当連結会計年度
(平成30年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 772,618 889,718

受取手形及び売掛金 1,533,062 1,751,150

電子記録債権 130,523 209,863

商品 295,751 367,607

繰延税金資産 17,876 13,750

その他 13,474 15,054

貸倒引当金 △816 △1,035

流動資産合計 2,762,492 3,246,109

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 1,242,706 1,213,315

減価償却累計額 △705,231 △699,842

建物及び構築物（純額） 537,474 513,472

工具、器具及び備品 78,899 78,639

減価償却累計額 △75,962 △76,523

工具、器具及び備品（純額） 2,937 2,115

土地 1,164,996 1,158,875

リース資産 8,692 13,930

減価償却累計額 △6,191 △8,119

リース資産（純額） 2,501 5,810

有形固定資産合計 1,707,908 1,680,274

無形固定資産

借地権 28,203 28,203

リース資産 2,681 2,590

その他 7,092 7,092

無形固定資産合計 37,977 37,886

投資その他の資産

投資有価証券 465,487 498,392

その他 60,865 57,477

貸倒引当金 △32,339 △32,671

投資その他の資産合計 494,013 523,198

固定資産合計 2,239,899 2,241,359

資産合計 5,002,392 5,487,469

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,251,295 1,545,967

短期借入金 700,000 700,000

1年内返済予定の長期借入金 50,000 20,000

リース債務 3,213 3,412

未払法人税等 25,095 21,777

賞与引当金 25,707 26,923

その他 61,018 71,977

流動負債合計 2,116,330 2,390,057
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成29年３月31日)

当連結会計年度
(平成30年３月31日)

固定負債

長期借入金 95,000 75,000

長期未払金 3,765 4,076

リース債務 2,079 5,059

繰延税金負債 112,450 140,321

退職給付に係る負債 21,714 24,502

長期預り保証金 170 170

固定負債合計 235,178 249,130

負債合計 2,351,509 2,639,188

純資産の部

株主資本

資本金 500,000 500,000

資本剰余金 372,500 372,500

利益剰余金 1,644,632 1,767,453

自己株式 △3,828 △4,912

株主資本合計 2,513,303 2,635,041

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 137,316 212,410

為替換算調整勘定 263 829

その他の包括利益累計額合計 137,579 213,240

純資産合計 2,650,883 2,848,281

負債純資産合計 5,002,392 5,487,469
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書

連結損益計算書

(単位：千円)
前連結会計年度

(自 平成28年４月１日
　至 平成29年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成29年４月１日
　至 平成30年３月31日)

売上高 5,194,528 6,195,447

売上原価 4,331,103 5,213,808

売上総利益 863,424 981,638

販売費及び一般管理費 704,146 804,108

営業利益 159,278 177,530

営業外収益

受取利息 35 21

受取配当金 13,553 13,206

不動産賃貸料 1,976 1,976

投資有価証券売却益 － 6,106

その他 3,129 3,121

営業外収益合計 18,695 24,432

営業外費用

支払利息 8,482 7,641

不動産賃貸費用 1,455 1,411

持分法による投資損失 8,366 1,392

為替差損 3,152 －

その他 575 156

営業外費用合計 22,031 10,602

経常利益 155,942 191,361

特別利益

固定資産売却益 6,561 －

特別利益合計 6,561 －

特別損失

固定資産売却損 － 2,891

特別損失合計 － 2,891

税金等調整前当期純利益 162,504 188,469

法人税、住民税及び事業税 34,168 37,799

法人税等調整額 △3,513 2,440

法人税等合計 30,655 40,240

当期純利益 131,848 148,228

非支配株主に帰属する当期純利益 － －

親会社株主に帰属する当期純利益 131,848 148,228
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連結包括利益計算書

(単位：千円)
前連結会計年度

(自 平成28年４月１日
　至 平成29年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成29年４月１日
　至 平成30年３月31日)

当期純利益 131,848 148,228

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 48,825 75,094

持分法適用会社に対する持分相当額 △2,556 565

その他の包括利益合計 46,268 75,660

包括利益 178,117 223,888

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 178,117 223,888

非支配株主に係る包括利益 － －
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（３）連結株主資本等変動計算書

前連結会計年度(自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日)

(単位：千円)

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 500,000 372,500 1,538,190 △3,828 2,406,861

当期変動額

剰余金の配当 △25,407 △25,407

親会社株主に帰属す

る当期純利益
131,848 131,848

自己株式の取得 － －

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

－

当期変動額合計 － － 106,441 － 106,441

当期末残高 500,000 372,500 1,644,632 △3,828 2,513,303

その他の包括利益累計額

純資産合計その他有価証券評価差

額金
為替換算調整勘定

その他の包括利益累計

額合計

当期首残高 88,491 2,819 91,311 2,498,173

当期変動額

剰余金の配当 △25,407

親会社株主に帰属す

る当期純利益
131,848

自己株式の取得 －

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

48,825 △2,556 46,268 46,268

当期変動額合計 48,825 △2,556 46,268 152,710

当期末残高 137,316 263 137,579 2,650,883
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当連結会計年度(自 平成29年４月１日 至 平成30年３月31日)

(単位：千円)

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 500,000 372,500 1,644,632 △3,828 2,513,303

当期変動額

剰余金の配当 △25,407 △25,407

親会社株主に帰属す

る当期純利益
148,228 148,228

自己株式の取得 △1,083 △1,083

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

－

当期変動額合計 － － 122,821 △1,083 121,737

当期末残高 500,000 372,500 1,767,453 △4,912 2,635,041

その他の包括利益累計額

純資産合計その他有価証券評価差

額金
為替換算調整勘定

その他の包括利益累計

額合計

当期首残高 137,316 263 137,579 2,650,883

当期変動額

剰余金の配当 △25,407

親会社株主に帰属す

る当期純利益
148,228

自己株式の取得 △1,083

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

75,094 565 75,660 75,660

当期変動額合計 75,094 565 75,660 197,397

当期末残高 212,410 829 213,240 2,848,281
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)
前連結会計年度

(自 平成28年４月１日
　至 平成29年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成29年４月１日
　至 平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益 162,504 188,469

減価償却費 27,224 24,946

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3,213 551

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △1,324 2,788

投資有価証券売却損益（△は益） － △6,106

有形固定資産売却損益（△は益） △6,561 2,891

長期未払金の増減額（△は減少） △4,388 311

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △2,175 －

賞与引当金の増減額（△は減少） 503 1,215

受取利息及び受取配当金 △13,589 △13,228

支払利息 8,482 7,641

為替差損益（△は益） 3,053 △91

持分法による投資損益（△は益） 8,366 1,392

売上債権の増減額（△は増加） △235,969 △297,759

たな卸資産の増減額（△は増加） 14,945 △71,855

仕入債務の増減額（△は減少） 146,439 294,671

未払消費税等の増減額（△は減少） △3,378 △2,458

その他の流動資産の増減額（△は増加） △4,837 △1,579

その他の流動負債の増減額（△は減少） 8,829 12,947

その他 267 △409

小計 105,179 144,337

利息及び配当金の受取額 13,589 13,228

利息の支払額 △8,457 △7,636

法人税等の支払額 △30,420 △40,652

営業活動によるキャッシュ・フロー 79,891 109,277

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 △320 －

有形固定資産の売却による収入 17,591 6,719

投資有価証券の売却による収入 － 78,368

投資有価証券の取得による支出 △2,324 △743

差入保証金の回収による収入 238 30

会員権の売却による収入 － －

会員権預託金の返還による収入 － 3,500

その他 △37 －

投資活動によるキャッシュ・フロー 15,148 87,874
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(単位：千円)
前連結会計年度

(自 平成28年４月１日
　至 平成29年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成29年４月１日
　至 平成30年３月31日)

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） － －

長期借入金の返済による支出 △60,000 △50,000

リース債務の返済による支出 △3,173 △3,653

配当金の支払額 △25,407 △25,407

その他 － △1,083

財務活動によるキャッシュ・フロー △88,580 △80,144

現金及び現金同等物に係る換算差額 △3,053 91

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 3,405 117,099

現金及び現金同等物の期首残高 769,213 772,618

現金及び現金同等物の期末残高 772,618 889,718
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（５）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。

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

前連結会計年度（自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日）及び当連結会計年度(自 平成29年４月１日

至 平成30年３月31日)

当社グループの事業は、産業用一般電子部品、電子機器の販売を行っており、事業区分としては、単一のセ

グメントであり、開示対象となるセグメントはありませんので記載を省略しております。

(１株当たり情報)

　

項目
前連結会計年度

(平成29年３月31日)
当連結会計年度

(平成30年３月31日)

１株当たり純資産額 521円68銭 560円82銭

１株当たり当期純利益金額 25円95銭 29円18銭

（注）１．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

２．１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目
前連結会計年度

(自 平成28年４月１日
至 平成29年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成29年４月１日
至 平成30年３月31日)

親会社株主に帰属する当期純利益金額(千円) 131,848 148,228

普通株主に帰属しない金額 (千円) ― ―

普通株式に係る親会社株主に帰属する
当期純利益金額（千円）

131,848 148,228

普通株式の期中平均株式数（株） 5,081,409 5,079,254

３．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目
前連結会計年度

(自 平成28年４月１日
至 平成29年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成29年４月１日
至 平成30年３月31日)

純資産の部の合計額（千円） 2,650,883 2,848,281

純資産の部の合計額から控除する金額（千円） ― ―

普通株式に係る期末の純資産額（千円） 2,650,883 2,848,281

１株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株式
の数（株）

5,081,409 5,078,736

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

決算短信（宝印刷） 2018年05月10日 09時04分 13ページ（Tess 1.50(64) 20180315_01）



株式会社栄電子(7567) 平成30年３月期 決算短信

12

４．個別財務諸表及び主な注記

（１）貸借対照表

(単位：千円)

前事業年度
(平成29年３月31日)

当事業年度
(平成30年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 529,349 491,320

受取手形 438,640 512,595

電子記録債権 130,523 209,863

売掛金 916,030 1,078,666

商品 257,987 319,713

前払費用 5,221 5,403

繰延税金資産 16,044 11,974

その他 7,619 9,129

貸倒引当金 △726 △803

流動資産合計 2,300,691 2,637,863

固定資産

有形固定資産

建物 536,929 513,019

構築物 544 453

工具、器具及び備品 2,878 2,068

土地 1,164,996 1,158,875

リース資産 2,501 5,810

有形固定資産合計 1,707,849 1,680,227

無形固定資産

借地権 28,203 28,203

リース資産 2,681 2,590

電話加入権 6,424 6,424

無形固定資産合計 37,309 37,218

投資その他の資産

投資有価証券 389,354 498,392

関係会社株式 10,000 10,000

出資金 3,350 3,350

関係会社出資金 10,272 10,272

破産更生債権等 16,194 15,971

会員権 3,500 －

差入保証金 3,846 3,726

その他 － 463

貸倒引当金 △16,194 △15,971

投資その他の資産合計 420,323 526,206

固定資産合計 2,165,483 2,243,651

資産合計 4,466,174 4,881,515
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(単位：千円)

前事業年度
(平成29年３月31日)

当事業年度
(平成30年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形 560,676 768,292

買掛金 488,405 525,179

短期借入金 700,000 700,000

1年内返済予定の長期借入金 50,000 20,000

リース債務 3,213 3,412

未払金 15,965 10,841

未払費用 20,800 32,453

未払法人税等 24,058 16,548

未払消費税等 12,357 10,576

預り金 5,285 9,820

賞与引当金 22,541 24,676

その他 634 1,067

流動負債合計 1,903,939 2,122,868

固定負債

長期借入金 95,000 75,000

長期未払金 3,765 4,076

リース債務 2,079 5,059

繰延税金負債 111,464 140,321

退職給付引当金 21,060 23,801

その他 170 170

固定負債合計 233,539 248,429

負債合計 2,137,479 2,371,298

純資産の部

株主資本

資本金 500,000 500,000

資本剰余金

資本準備金 372,500 372,500

資本剰余金合計 372,500 372,500

利益剰余金

利益準備金 71,780 71,780

その他利益剰余金

固定資産圧縮積立金 150,310 146,715

別途積立金 800,000 800,000

繰越利益剰余金 303,302 411,723

利益剰余金合計 1,325,393 1,430,219

自己株式 △3,828 △4,912

株主資本合計 2,194,064 2,297,806

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 134,630 212,410

評価・換算差額等合計 134,630 212,410

純資産合計 2,328,695 2,510,217

負債純資産合計 4,466,174 4,881,515
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（２）損益計算書

(単位：千円)
前事業年度

(自 平成28年４月１日
　至 平成29年３月31日)

当事業年度
(自 平成29年４月１日
　至 平成30年３月31日)

売上高 4,569,653 5,598,642

売上原価 3,827,741 4,730,702

売上総利益 741,912 867,939

販売費及び一般管理費 626,014 721,373

営業利益 115,897 146,566

営業外収益

受取利息及び受取配当金 11,534 13,227

仕入割引 1,229 1,191

不動産賃貸料 11,426 11,426

その他 1,164 1,956

営業外収益合計 25,355 27,801

営業外費用

支払利息 8,482 7,641

不動産賃貸費用 4,216 4,016

為替差損 3,152 －

その他 575 156

営業外費用合計 16,426 11,814

経常利益 124,827 162,554

特別利益

固定資産売却益 6,561 －

特別利益合計 6,561 －

特別損失

固定資産売却損 － 2,891

特別損失合計 － 2,891

税引前当期純利益 131,388 159,662

法人税、住民税及び事業税 22,746 27,017

法人税等調整額 △5,938 2,412

法人税等合計 16,808 29,429

当期純利益 114,580 130,232
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（３）株主資本等変動計算書

前事業年度(自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日)

(単位：千円)

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金
資本剰余金合

計
利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金合

計固定資産圧縮

積立金
別途積立金 繰越利益剰余金

当期首残高 500,000 372,500 372,500 71,780 153,906 800,000 210,534 1,236,220

当期変動額

剰余金の配当 △25,407 △25,407

当期純利益 114,580 114,580

自己株式の取得

固定資産圧縮積立金

の取崩
△3,595 3,595 ―

株主資本以外の項目

の当期変動額（純

額）

当期変動額合計 ― ― ― ― △3,595 ― 92,768 89,173

当期末残高 500,000 372,500 372,500 71,780 150,310 800,000 303,302 1,325,393

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
自己株式 株主資本合計

その他有価証

券評価差額金

評価・換算差

額等合計

当期首残高 △3,828 2,104,891 89,664 89,664 2,194,555

当期変動額

剰余金の配当 △25,407 △25,407

当期純利益 114,580 114,580

自己株式の取得 ― ― ―

固定資産圧縮積立金

の取崩
― ―

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

44,965 44,965 44,965

当期変動額合計 ― 89,173 44,965 44,965 134,139

当期末残高 △3,828 2,194,064 134,630 134,630 2,328,695
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当事業年度(自 平成29年４月１日 至 平成30年３月31日)

(単位：千円)

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金
資本剰余金合

計
利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金合

計固定資産圧縮

積立金
別途積立金 繰越利益剰余金

当期首残高 500,000 372,500 372,500 71,780 150,310 800,000 303,302 1,325,393

当期変動額

剰余金の配当 △25,407 △25,407

当期純利益 130,232 130,232

自己株式の取得

固定資産圧縮積立金

の取崩
△3,595 3,595 －

株主資本以外の項目

の当期変動額（純

額）

当期変動額合計 － － － － △3,595 － 108,421 104,825

当期末残高 500,000 372,500 372,500 71,780 146,715 800,000 411,723 1,430,219

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
自己株式 株主資本合計

その他有価証

券評価差額金

評価・換算差

額等合計

当期首残高 △3,828 2,194,064 134,630 134,630 2,328,695

当期変動額

剰余金の配当 △25,407 △25,407

当期純利益 130,232 130,232

自己株式の取得 △1,083 △1,083 △1,083

固定資産圧縮積立金

の取崩
－ －

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

77,780 77,780 77,780

当期変動額合計 △1,083 103,742 77,780 77,780 181,522

当期末残高 △4,912 2,297,806 212,410 212,410 2,510,217
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（４）個別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。

(重要な後発事象)

該当事項はありません。
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５．その他

（１）役員の異動

(１)代表取締役の異動（平成30年６月28日付）

　 退任予定代表取締役

　 代表取締役社長 東 澤 雅 樹

(２)その他の取締役・監査役の異動(平成30年６月28日付）

　①新任取締役候補

　 取 締 役 荒 井 功

　②退任予定取締役

　 取 締 役 伊 賀 憲 三

　③新任監査役候補

　 監査役(常勤監査役) 内 田 淳

　④退任予定監査役

　 常勤監査役 台 蔵 万留美
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