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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71期

第１四半期連結累計期間
第72期

第１四半期連結累計期間
第71期

会計期間
自平成28年４月１日
至平成28年６月30日

自平成29年４月１日
至平成29年６月30日

自平成28年４月１日
至平成29年３月31日

売上高 （千円） 11,892,239 11,662,781 47,983,783

経常利益 （千円） 133,225 63,489 1,333,116

親会社株主に帰属する四半期

（当期）純利益
（千円） 85,292 38,238 859,915

四半期包括利益又は包括利益 （千円） 86,934 △79,890 1,202,634

純資産額 （千円） 20,385,116 20,877,907 21,500,816

総資産額 （千円） 29,232,219 29,665,768 28,726,831

１株当たり四半期（当期）純利

益金額
（円） 4.23 1.90 42.73

潜在株式調整後１株当たり四半

期（当期）純利益金額
（円） － － －

自己資本比率 （％） 69.7 70.4 74.8

 （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、消費税等は含まれておりません。

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【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、新たな事業等のリスクの発生、または、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の重要な変更はありません。

 

２【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。

 

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

 (1）業績の状況

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・所得環境の改善が続いており、緩やかな

回復基調で推移しておりますが、海外経済の不確実性や金融資本市場の変動など、依然として不透明な状況が続

いております。

一方、当社の主な販売先である、スーパーマーケット、ホームセンター等を取り巻く環境は、他業態の参入に

よる価格競争の激化や人手不足による経費の増加などにより、厳しさを増しております。

当社グループにおきましても、このような市場環境の悪化に伴う粗利率の低下、人手不足に伴う人件費の増加

など、依然として厳しい状況であります。

このような状況のもと、当社グループといたしましては、子会社とのシナジー効果の発揮や他業態との連携に

よる新規事業の模索などを通じて、経営戦略である、「既存市場におけるシェア拡大」、「新規販売チャネルの

開発」、「海外市場への販路拡大」、「自社オリジナル商品の強化」に注力してまいりました。

この結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は116億62百万円（前年同期比1.9％減）、営業損失１億10百万

円（前年同期は営業損失54百万円）、経常利益63百万円（前年同期比52.3％減）、親会社株主に帰属する四半期

純利益38百万円（前年同期比55.2％減）となりました。

品目別売上高につきましては、「キッチン用品」は、フライパン、鍋ギフトセット、包丁等を中心に37億14百

万円（前年同期比3.3％減）となりました。「ダイニング用品」は、ステンレスボトル、ランチボックス、シール

容器等を中心に36億92百万円（前年同期比1.0％増）となりました。「サニタリー用品」は、清掃用具、スペア

テープ、浴室小物等を中心に17億33百万円（前年同期比5.4％減）となりました。「収納用品」は、プラスチック

引き出しケース、玄関小物用品、キッチンアクセサリー等を中心に10億３百万円（前年同期比3.4％減）となりま

した。「シーズン用品他」は、クーラーボックス、電池、フリーザーポット等を中心に13億１百万円（前年同期

比0.5％増）となりました。「インテリア関連製品」は、時計、照明等を中心に２億17百万円（前年同期比4.0％

減）となりました。

報告セグメント別売上高につきましては、「北海道・東北」が６億58百万円（前年同期比4.4％減）、「関東」

が53億81百万円（前年同期比3.3％減）、「中部」が10億１百万円（前年同期比4.6％増）、「近畿」が23億85百

万円（前年同期比0.7％増）、「中四国・九州」が18億１百万円（前年同期比3.9％減）、「その他」が４億39百

万円（前年同期比1.3％減）となりました。

また、報告セグメント別利益につきましては、「北海道・東北」が６百万円（前年同期比49.5％減）、「関

東」が１億97百万円（前年同期比21.5％減）、「中部」が32百万円（前年同期比12.8％減）、「近畿」が58百万

円（前年同期比13.9％増）、「中四国・九州」が54百万円（前年同期比7.2％増）、「その他」が23百万円（前年

同期比24.1％増）となりました。

 

 (2）財政状態の分析

（資産）

当第１四半期連結会計期間末における流動資産は189億82百万円となり、前連結会計年度末に比べ11億73百万円

増加いたしました。これは主に現金及び預金が11億34百万円、商品及び製品が４億円それぞれ増加したことと、

受取手形及び売掛金が４億80百万円減少したことによるものであります。固定資産は106億83百万円となり、前連

結会計年度末に比べ２億34百万円減少いたしました。これは主に有形固定資産が42百万円、投資その他の資産が

１億79百万円それぞれ減少したことによるものであります。

この結果、総資産は296億65百万円となり、前連結会計年度末に比べ９億38百万円増加いたしました。

 

（負債）

当第１四半期連結会計期間末における流動負債は79億51百万円となり、前連結会計年度末に比べ16億39百万円

増加いたしました。これは主に支払手形及び買掛金が５億72百万円、短期借入金が11億97百万円それぞれ増加し

たことによるものであります。固定負債は８億36百万円となり、前連結会計年度末に比べ77百万円減少いたしま

した。

この結果、負債合計は87億87百万円となり、前連結会計年度末に比べ15億61百万円増加いたしました。
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（純資産）

当第１四半期連結会計期間末における純資産合計は208億77百万円となり、前連結会計年度末に比べ６億22百万

円減少いたしました。これは主にその他有価証券評価差額金１億31百万円の減少と剰余金の配当５億43百万円に

よるものであります。

この結果、自己資本比率は70.4％（前連結会計年度末は74.8％）となりました。

 

    (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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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 80,000,000

計 80,000,000

 

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末現
在発行数（株）

(平成29年６月30日)

提出日現在発行数（株）
(平成29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 20,214,480 20,214,480
東京証券取引所

市場第一部
（注）

計 20,214,480 20,214,480 － －

 （注） 完全議決権株式であり、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ます。また、単元株

式数は100株であります。

 

（２）【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）【ライツプランの内容】

 該当事項はありません。

 

（５）【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）

平成29年４月１日～

平成29年６月30日
－ 20,214,480 － 1,706,000 － 1,269,000

 

（６）【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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（７）【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（平成29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】

平成29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　　 102,600 －

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。

完全議決権株式（その他） 普通株式　20,104,600 201,046 同上

単元未満株式 普通株式　　　 7,280 － －

発行済株式総数 20,214,480 － －

総株主の議決権 － 201,046 －

 （注）「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が1,300株含まれております。また、

「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数13個が含まれております。

 

②【自己株式等】

平成29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(％)

中山福株式会社
大阪市中央区島之内一丁

目22番９号
102,600 － 102,600 0.50

計 － 102,600 － 102,600 0.50

 

 

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（平成29年４月１日から平

成29年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成29年４月１日から平成29年６月30日まで）に係る四半期連

結財務諸表について、新日本有限責任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

(平成29年３月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成29年６月30日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,991,080 4,125,690

受取手形及び売掛金 10,110,867 9,630,244

商品及び製品 3,907,882 4,308,578

その他 806,682 925,358

貸倒引当金 △7,483 △7,308

流動資産合計 17,809,029 18,982,563

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,264,871 3,220,354

土地 3,325,642 3,325,642

その他（純額） 113,042 115,121

有形固定資産合計 6,703,556 6,661,118

無形固定資産   

のれん 218,981 208,543

その他 49,993 47,487

無形固定資産合計 268,975 256,030

投資その他の資産   

投資有価証券 3,783,884 3,605,960

その他 208,583 188,845

貸倒引当金 △47,197 △28,750

投資その他の資産合計 3,945,269 3,766,055

固定資産合計 10,917,801 10,683,205

資産合計 28,726,831 29,665,768

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,957,481 5,529,836

短期借入金 136,521 1,334,039

未払法人税等 303,815 42,274

賞与引当金 230,075 119,982

その他 684,856 925,618

流動負債合計 6,312,750 7,951,750

固定負債   

役員退職慰労引当金 174,946 157,214

退職給付に係る負債 303,060 291,020

その他 435,257 387,875

固定負債合計 913,264 836,110

負債合計 7,226,014 8,787,860

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,706,000 1,706,000

資本剰余金 1,269,049 1,269,049

利益剰余金 17,157,410 16,652,629

自己株式 △66,656 △66,656

株主資本合計 20,065,803 19,561,022

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 1,564,222 1,432,223

繰延ヘッジ損益 △28 345

退職給付に係る調整累計額 △129,180 △115,683

その他の包括利益累計額合計 1,435,013 1,316,885

純資産合計 21,500,816 20,877,907

負債純資産合計 28,726,831 29,665,768
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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28年４月１日
　至　平成28年６月30日)

当第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)

売上高 11,892,239 11,662,781

売上原価 9,802,721 9,660,755

売上総利益 2,089,518 2,002,026

販売費及び一般管理費 2,143,810 2,112,167

営業損失（△） △54,291 △110,141

営業外収益   

受取利息 54 45

受取配当金 16,742 19,482

仕入割引 146,708 128,185

その他 27,372 29,427

営業外収益合計 190,877 177,140

営業外費用   

支払利息 624 648

賃貸費用 1,930 1,726

その他 804 1,135

営業外費用合計 3,360 3,509

経常利益 133,225 63,489

特別損失   

固定資産除却損 141 91

特別損失合計 141 91

税金等調整前四半期純利益 133,084 63,398

法人税等 47,792 25,160

四半期純利益 85,292 38,238

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 85,292 38,238

 

【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28年４月１日
　至　平成28年６月30日)

当第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)

四半期純利益 85,292 38,238

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △15,718 △131,999

繰延ヘッジ損益 27 374

退職給付に係る調整額 17,332 13,496

その他の包括利益合計 1,642 △118,128

四半期包括利益 86,934 △79,890

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 86,934 △79,890

非支配株主に係る四半期包括利益 － －
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【注記事項】

（四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理）

　　（税金費用の計算）

税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会

計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

 

（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（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）及びのれんの償却額は、次

のとおりであります。

 
前第１四半期連結累計期間
（自 平成28年４月１日
至 平成28年６月30日）

当第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）

減価償却費 52,091千円 54,259千円

のれんの償却額 10,438 10,438

 

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自 平成28年４月１日 至 平成28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

平成28年５月12日

取締役会
普通株式 544,901 27 平成28年３月31日 平成28年６月10日 利益剰余金

 

Ⅱ　当第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）

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

平成29年５月12日

取締役会
普通株式 543,018 27 平成29年３月31日 平成29年６月12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】

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自平成28年４月１日 至平成28年６月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

       （単位：千円）

 報告セグメント

その他

（注）１
合計

調整額

（注）２

四半期連結

損益計算書

計上額

（注）３
 

北海道・

東北
関東 中部 近畿

中四国・

九州
計

売上高           

外部顧客への

売上高
688,706 5,565,996 957,618 2,368,105 1,873,409 11,453,836 438,403 11,892,239 － 11,892,239

セグメント間

の内部売上高

又は振替高

－ 945 － － － 945 6,989 7,935 △7,935 －

計 688,706 5,566,941 957,618 2,368,105 1,873,409 11,454,781 445,393 11,900,175 △7,935 11,892,239

セグメント利益

又は損失（△）
13,565 251,711 37,325 51,314 50,774 404,691 19,325 424,016 △478,308 △54,291

（注）１.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない地域別セグメントであり、インターネット通信販売事

業、インテリア関連製品の輸入販売事業、海外への輸出及びその他売上等を含んでおります。

２．セグメント利益又は損失（△）の調整額△478,308千円には、各報告セグメントに配分していない全社費用

△474,303千円及びその他の調整額△4,005千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに

帰属しない一般管理費であります。

３．セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業損失（△）と調整を行っております。

 

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

 

Ⅱ　当第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）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

       （単位：千円）

 報告セグメント

その他

（注）１
合計

調整額

（注）２

四半期連結

損益計算書

計上額

（注）３
 

北海道・

東北
関東 中部 近畿

中四国・

九州
計

売上高           

外部顧客への

売上高
658,624 5,380,529 1,001,902 2,385,680 1,801,126 11,227,863 434,917 11,662,781 － 11,662,781

セグメント間

の内部売上高

又は振替高

－ 1,287 － － － 1,287 4,650 5,937 △5,937 －

計 658,624 5,381,816 1,001,902 2,385,680 1,801,126 11,229,151 439,567 11,668,718 △5,937 11,662,781

セグメント利益

又は損失（△）
6,847 197,521 32,542 58,438 54,438 349,788 23,987 373,775 △483,916 △110,141

（注）１.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない地域別セグメントであり、インターネット通信販売事

業、インテリア関連製品の輸入販売事業、海外への輸出及びその他売上等を含んでおります。

２．セグメント利益又は損失（△）の調整額△483,916千円には、各報告セグメントに配分していない全社費用

△484,875千円及びその他の調整額958千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属

しない一般管理費であります。

３．セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業損失（△）と調整を行っております。

 

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

 １株当たり四半期純利益金額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 平成28年４月１日
至 平成28年６月30日）

当第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）

１株当たり四半期純利益金額 4円23銭 1円90銭

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する四半期純利益金額（千円） 85,292 38,238

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

益金額（千円）
85,292 38,238

普通株式の期中平均株式数（千株） 20,146 20,111

（注） 潜在株式調整後１株当たり四半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。

 

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

２【その他】

（剰余金の配当）

平成29年５月12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………………………………………543,018千円

(ロ）１株当たりの金額…………………………………27円

(ハ）支払請求の効力発生日及び支払開始日…………平成29年６月12日

　（注）　平成29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29年８月９日

中山福株式会社

取締役会 御中

 

新日本有限責任監査法人

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 廣田 壽俊   印

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 内野 健志   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」に掲げられている中山福株式会社

の平成29年４月１日から平成30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29年４月１日から平成29

年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成29年４月１日から平成29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、中山福株式会社及び連結子会社の平成29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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