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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第57期

第１四半期連結
累計期間

第58期
第１四半期連結

累計期間
第57期

会計期間
自　2017年４月１日
至　2017年６月30日

自　2018年４月１日
至　2018年６月30日

自　2017年４月１日
至　2018年３月31日

売上高 （千円） 5,777,957 6,216,800 27,857,715

経常利益 （千円） 106,838 126,245 899,559

親会社株主に帰属する四

半期（当期）純利益
（千円） 64,763 83,850 572,552

四半期包括利益又は包括

利益
（千円） 71,194 90,157 605,738

純資産額 （千円） 10,376,885 10,825,283 10,823,291

総資産額 （千円） 20,394,621 21,710,955 23,672,881

１株当たり四半期（当

期）純利益
（円） 7.35 9.52 65.00

潜在株式調整後１株当た

り四半期（当期）純利益
（円） － － －

自己資本比率 （％） 50.9 49.9 45.7

（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載して

おりません。

２．売上高には、消費税等は含んでおりません。

３．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。

２【事業の内容】

　当第１四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要

な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第１四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

　また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

２【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。

(1）財政状態及び経営成績の状況

①財政状態

　当第１四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ1,961,926千円減少し、21,710,955千円とな

りました。

　流動資産は、受取手形及び売掛金の減少等により、前連結会計年度末に比べ1,732,456千円減少し、10,370,195

千円となりました。

　固定資産は、土地等売却による減少等により、前連結会計年度末に比べ229,470千円減少し、11,340,759千円と

なりました。

　流動負債は、支払手形及び買掛金、短期借入金の減少等により、前連結会計年度末に比べ1,961,839千円減少

し、9,358,202千円となりました。

　固定負債は、その他の固定負債の減少等により、前連結会計年度末に比べ2,078千円減少し、1,527,469千円とな

りました。

　純資産は、剰余金の配当による減少等があったものの、親会社株主に帰属する四半期純利益の計上及びその他有

価証券評価差額金の増加等により、前連結会計年度末に比べ1,991千円増加し、10,825,283千円となりました。

②経営成績

　当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、個人消費の持ち直しや企業収益の改善が続き景気は緩やかな

回復で推移しました。一方、海外経済では米国の通商政策への懸念や中東の原油情勢等のリスクなど、先行きは不

透明な状況が続いております。

　当社グループの属する建設関連業界におきましては、公共需要、民間需要ともに堅調に推移しているものの、労

務費、資材費の高騰により受注競争の激化が続くなど、利益面においては依然として厳しい環境が継続しておりま

す。

　このような状況の中で、当社グループにおきましては、営業戦略の柱として物件受注の更なる強化を図る為、得

意先ベースの強化、社員の教育・育成による現場の対応力向上で積極的な受注活動を行ってまいりました。

　この結果、商品分類別売上高は、照明器具類1,235,973千円（前年同四半期比114.7％）、電線類2,045,023千円

（前年同四半期比117.4％）、配・分電盤類1,502,389千円（前年同四半期比106.5％）、家電品類896,001千円（前

年同四半期比95.0％）、その他の品目537,412千円（前年同四半期比89.0％）を計上し、売上高は6,216,800千円

（前年同四半期比107.6％）となりました。利益面におきましては、営業利益126,471千円（前年同四半期比

117.8％）、経常利益126,245千円（前年同四半期比118.2％）、親会社株主に帰属する四半期純利益83,850千円

（前年同四半期比129.5％）となりました。

(2）経営方針・経営戦略等

　当第１四半期連結累計期間において、当社グループが定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はあ

りません。

(3）事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第１四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

(4）研究開発活動

　該当事項はありません。
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(5）主要な設備

　前連結会計年度末において計画中であった主要な設備の新設、休止、大規模改修、除却、売却等について、当第

１四半期連結累計期間に著しい変更があったものは、次のとおりであります。

①新設

　当第１四半期連結累計期間において、前連結会計年度末に計画中であった愛知県名古屋市及び栃木県宇都宮市の

販売設備は、2018年６月にそれぞれ建て替え及び新築移転が完了いたしました。

３【経営上の重要な契約等】

   　当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 35,328,000

計 35,328,000

 

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末
現在発行数（株）
（2018年６月30日）

提出日現在発行数（株）
（2018年８月９日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 8,832,000 8,832,000
東京証券取引所

市場第一部

権利内容に何ら限

定のない当社にお

ける標準となる株

式であり、単元株

式数は100株であ

ります。

計 8,832,000 8,832,000 － －

 

（２）【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

　該当事項はありません。

②【その他の新株予約権等の状況】

　該当事項はありません。

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
（株）

発行済株式
総数残高
（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金
増減額
（千円）

資本準備金
残高

（千円）

2018年４月１日～
2018年６月30日

－ 8,832,000 － 1,073,200 － 951,153

 

（５）【大株主の状況】

　当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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（６）【議決権の状況】

　当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記

載することができないことから、直前の基準日（2018年３月31日）に基づく株主名簿による記載をしておりま

す。

①【発行済株式】

2018年６月30日現在
 

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式    24,000 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 8,802,300 88,023 －

単元未満株式 普通株式     5,700 － －

発行済株式総数 8,832,000 － －

総株主の議決権 － 88,023 －

 

②【自己株式等】

2018年６月30日現在
 

所有者の氏名又は
名称

所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

田中商事株式会社
東京都品川区南大井

3-2-2
24,000 － 24,000 0.27

計 － 24,000 － 24,000 0.27

 

２【役員の状況】

　該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号）に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間（2018年４月１日から2018

年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（2018年４月１日から2018年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸

表について、東陽監査法人による四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

  （単位：千円）

 
前連結会計年度
(2018年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2018年６月30日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,120,525 2,209,944

受取手形及び売掛金 ※２ 7,623,623 ※２ 6,338,532

電子記録債権 ※２ 556,080 ※２ 344,047

商品及び製品 1,537,967 1,369,176

仕掛品 424 940

原材料及び貯蔵品 40,559 42,517

その他 232,362 72,288

貸倒引当金 △8,890 △7,252

流動資産合計 12,102,651 10,370,195

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,914,507 3,113,725

土地 7,216,209 7,015,944

その他（純額） 440,158 199,994

有形固定資産合計 10,570,875 10,329,664

無形固定資産   

借地権 183,254 183,254

その他 104,419 102,375

無形固定資産合計 287,673 285,630

投資その他の資産   

繰延税金資産 516,581 521,952

その他 ※１ 327,661 ※１ 335,890

貸倒引当金 △132,562 △132,377

投資その他の資産合計 711,680 725,465

固定資産合計 11,570,230 11,340,759

資産合計 23,672,881 21,710,955
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  （単位：千円）

 
前連結会計年度
(2018年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2018年６月30日)

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 ※２ 4,901,142 ※２ 4,159,606

短期借入金 5,270,000 4,170,000

未払法人税等 219,302 73,049

賞与引当金 104,288 157,169

その他 825,308 798,376

流動負債合計 11,320,042 9,358,202

固定負債   

退職給付に係る負債 1,357,657 1,360,658

役員退職慰労引当金 63,500 65,924

その他 108,390 100,887

固定負債合計 1,529,548 1,527,469

負債合計 12,849,590 10,885,671

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,073,200 1,073,200

資本剰余金 951,153 951,153

利益剰余金 8,773,953 8,769,724

自己株式 △13,875 △13,961

株主資本合計 10,784,432 10,780,116

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 23,240 30,031

退職給付に係る調整累計額 15,618 15,134

その他の包括利益累計額合計 38,859 45,166

純資産合計 10,823,291 10,825,283

負債純資産合計 23,672,881 21,710,955
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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　2017年４月１日
　至　2017年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　2018年４月１日
　至　2018年６月30日)

売上高 5,777,957 6,216,800

売上原価 4,836,759 5,220,499

売上総利益 941,197 996,301

販売費及び一般管理費 833,853 869,830

営業利益 107,343 126,471

営業外収益   

受取利息 1 0

受取配当金 867 764

その他 2,010 2,519

営業外収益合計 2,879 3,284

営業外費用   

支払利息 3,384 3,510

営業外費用合計 3,384 3,510

経常利益 106,838 126,245

特別利益   

固定資産売却益 611 30,543

特別利益合計 611 30,543

特別損失   

固定資産除却損 － 510

固定資産売却損 137 16,864

特別損失合計 137 17,374

税金等調整前四半期純利益 107,312 139,414

法人税、住民税及び事業税 51,907 63,717

法人税等調整額 △9,358 △8,154

法人税等合計 42,549 55,563

四半期純利益 64,763 83,850

親会社株主に帰属する四半期純利益 64,763 83,850
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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　2017年４月１日
　至　2017年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　2018年４月１日
　至　2018年６月30日)

四半期純利益 64,763 83,850

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 4,433 6,791

退職給付に係る調整額 1,997 △484

その他の包括利益合計 6,430 6,307

四半期包括利益 71,194 90,157

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 71,194 90,157

非支配株主に係る四半期包括利益 － －
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【注記事項】

（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。

（四半期連結貸借対照表関係）

※１　投資その他の資産の「その他」には、次の非連結子会社株式が含まれております。

 
前連結会計年度

（2018年３月31日）
当第１四半期連結会計期間

（2018年６月30日）

非連結子会社株式 89,178千円 89,178千円

 

※２　四半期連結会計期間末日満期手形及び電子記録債権

　四半期連結会計期間末日満期手形及び電子記録債権の会計処理については、手形交換日又は決済日をもっ

て決済処理をしております。なお、当四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期

連結会計期間末日満期手形及び電子記録債権が四半期連結会計期間末日残高に含まれております。

 
前連結会計年度

（2018年３月31日）
当第１四半期連結会計期間

（2018年６月30日）

受取手形 206,151千円 244,811千円

電子記録債権 1,723 6,058

支払手形 216,505 219,730

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

　当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四

半期連結累計期間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。

 
前第１四半期連結累計期間
（自　2017年４月１日
至　2017年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自　2018年４月１日
至　2018年６月30日）

減価償却費 51,807千円 59,669千円

 

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自　2017年４月１日　至　2017年６月30日）

 配当金支払額

 
 

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

2017年５月12日

取締役会
普通株式 132,120 15  2017年３月31日  2017年６月26日 利益剰余金

 

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自　2018年４月１日　至　2018年６月30日）

 配当金支払額

 
 

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

2018年５月９日

取締役会
普通株式 88,079 10  2018年３月31日  2018年６月25日 利益剰余金
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

前第１四半期連結累計期間（自2017年４月１日　至2017年６月30日）及び当第１四半期連結累計期間（自2018

年４月１日　至2018年６月30日）

　当社グループは、電設資材卸売業以外のセグメントの重要性が乏しく、財務諸表利用者の判断を誤らせる可

能性が乏しいと考えられますので、記載は省略しております。

（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第１四半期連結累計期間
（自　2017年４月１日
至　2017年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自　2018年４月１日
至　2018年６月30日）

　　１株当たり四半期純利益 7円35銭 9円52銭

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する四半期純利益（千円） 64,763 83,850

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四半期純利益

（千円）
64,763 83,850

普通株式の期中平均株式数（千株） 8,808 8,807

（注）　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

（重要な後発事象）

 　該当事項はありません。

２【その他】

　2018年５月９日開催の取締役会において、次のとおり剰余金の配当を行うことを決議いたしました。

(イ）配当金の総額………………………………………88,079千円

(ロ）１株当たりの金額…………………………………10円00銭

(ハ）支払請求の効力発生日及び支払開始日…………2018年６月25日

　（注）　2018年３月31日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行います。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

平成30年８月６日

田中商事株式会社

取締役会　御中

 

東　陽　監　査　法　人

 

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 高木　康行　　印

 

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 浅山　英夫　　印

 

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている田中商事株式会
社の平成30年４月１日から平成31年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間（平成30年４月１日から平成
30年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成30年４月１日から平成30年６月30日まで）に係る四半期連結財務
諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レ
ビューを行った。
 
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財
務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を
作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
 
監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する
結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し
て四半期レビューを行った。
　四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質
問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認
められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
 
監査人の結論
　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め
られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、田中商事株式会社及び連結子会社の平成30年６月30日現在の財政状態
及び同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要
な点において認められなかった。
 
利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
 

以　上

（注）１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報告

書提出会社）が別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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