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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54期

第１四半期連結
累計期間

第55期
第１四半期連結

累計期間
第54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） 19,087,388 20,073,877 78,650,187

経常利益 （千円） 759,980 756,700 2,905,228

親会社株主に帰属する四半期（当

期）純利益
（千円） 539,675 478,540 2,003,211

四半期包括利益又は包括利益 （千円） 544,493 516,650 2,129,097

純資産額 （千円） 22,275,979 23,855,783 23,599,858

総資産額 （千円） 42,238,302 41,825,793 41,974,312

１株当たり四半期（当期）純利益

金額
（円） 27.94 24.77 103.72

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 （％） 52.74 57.04 56.22

　（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）純利益金額は、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。
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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】

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当社グループが判断したものであります。

(1) 業績の状況

当第１四半期連結累計期間（平成29年4月1日～平成29年6月30日）における我が国経済は、基本的には堅調に推移

したものの、欧米などの海外情勢の不安定化を受けて、今後の先行きについては相変わらず不透明な状況にありま

す。

当社グループの主要顧客である流通・食品加工業におきましては、個人消費の伸び悩みや競争の激化を受け、業

界を取り巻く環境は相変わらず厳しいものとなっております。

このような中、当社グループにおきましては、地域密着型営業を基本としながら、新規エリアや新規顧客の開拓、

既存顧客の深耕を進めてまいりました。また、積極的に市場の要望に応えながら「食の流通を支える」、「食の安全

安心に貢献する」さらに「買い物の楽しさや食品のおいしさを演出する」という当社グループの機能を発揮するため

に、お取引先への商品・企画の提案や情報提供に努めてまいりました。

これらの結果、当第１四半期連結累計期間での業績は売上高200億73百万円（前年同期比105.2％）、営業利益7億9

百万円（同98.9％）、経常利益7億56百万円（同99.6％）、親会社株主に帰属する四半期純利益4億78百万円（同

88.7％）となりました

当社グループは「包装資材等製造販売事業」の単一セグメントであるためセグメント情報は記載しておりません。

また、実質的に単一事業のため、事業部門別等の記載も省略しております。

 

(2) 四半期連結財政状態に関する分析

四半期連結貸借対照表に関する分析

当第１四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ1億48百万円減少し、418億25百万円とな

りました。これは主に、現金及び預金7億82百万円減少、受取手形及び売掛金3億73百万円増加、商品及び製品1億83

百万円増加によるものであります。

負債は、前連結会計年度末に比べ4億4百万円減少し、179億70百万円となりました。これは主に、未払法人税等2億

13百万円減少によるものであります。

純資産は、前連結会計年度末に比べ2億55百万円増加し、238億55百万円となりました。これは、主に利益剰余金2

億17百万円増加によるものであります

 

(3) 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。

 

(4) 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。

 

(5) 研究開発活動

特記すべき事項はありません。
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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10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 20,973,920 20,973,920
東京証券取引所

（市場第一部）
単元株式数100株

計 20,973,920 20,973,920 ― ―

 

（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
－ 20,973,920 － 1,690,450 － 1,858,290

 

（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）
（自己保有株式）

普通株式　1,660,900
－ －

完全議決権株式（その他） 普通株式 19,304,200 193,042 －

単元未満株式 普通株式　　　8,820 －
一単元(100株)未満

の株式

発行済株式総数 20,973,920 － －

総株主の議決権 － 193,042 －

（注）「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が2,300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23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（％）

㈱高速
仙台市宮城野区

扇町七丁目4番20号
1,660,900 － 1,660,900 7.92

計 － 1,660,900 － 1,660,900 7.92

 

 

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、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。

なお、当社の監査人は次のとおり交代しております。

第54期連結会計年度　　新日本有限責任監査法人

第55期第１四半期連結会計期間及び第１四半期連結累計期間　　有限責任監査法人トーマツ

 

EDINET提出書類

株式会社高速(E02850)

四半期報告書

 7/15



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 7,743,487 6,960,826

受取手形及び売掛金 12,049,928 12,423,114

商品及び製品 3,585,270 3,768,382

仕掛品 76,129 60,704

原材料及び貯蔵品 119,985 133,719

繰延税金資産 287,854 287,940

その他 130,347 169,168

貸倒引当金 △32,168 △32,208

流動資産合計 23,960,836 23,771,649

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 5,026,712 4,964,284

土地 9,380,556 9,380,556

その他（純額） 1,096,029 1,167,554

有形固定資産合計 15,503,298 15,512,394

無形固定資産   

のれん 24,344 18,258

その他 85,594 81,241

無形固定資産合計 109,939 99,500

投資その他の資産   

投資有価証券 1,645,040 1,710,185

長期貸付金 8,792 15,788

投資不動産（純額） 302,924 301,933

繰延税金資産 130,189 111,933

その他 338,601 328,983

貸倒引当金 △25,309 △26,576

投資その他の資産合計 2,400,238 2,442,248

固定資産合計 18,013,475 18,054,143

資産合計 41,974,312 41,825,793
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  （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)

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 14,071,431 13,931,244

1年内返済予定の長期借入金 40,000 20,000

未払法人税等 466,039 252,402

賞与引当金 415,145 271,564

その他 1,246,953 1,378,668

流動負債合計 16,239,570 15,853,879

固定負債   

長期未払金 48,230 48,230

リース債務 348,562 334,158

繰延税金負債 566,374 565,029

退職給付に係る負債 1,118,968 1,115,196

その他 52,747 53,515

固定負債合計 2,134,883 2,116,129

負債合計 18,374,453 17,970,009

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,690,450 1,690,450

資本剰余金 1,858,290 1,858,290

利益剰余金 21,139,215 21,357,030

自己株式 △1,354,532 △1,354,532

株主資本合計 23,333,422 23,551,237

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 278,903 316,562

退職給付に係る調整累計額 △12,467 △12,017

その他の包括利益累計額合計 266,435 304,545

純資産合計 23,599,858 23,855,783

負債純資産合計 41,974,312 41,825,793
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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 19,087,388 20,073,877

売上原価 15,726,509 16,457,480

売上総利益 3,360,879 3,616,396

販売費及び一般管理費   

運賃及び荷造費 416,968 458,675

給料及び手当 969,532 1,063,843

賞与引当金繰入額 157,303 161,819

退職給付費用 31,889 31,085

のれん償却額 11,917 6,086

その他 1,056,474 1,185,642

販売費及び一般管理費合計 2,644,084 2,907,153

営業利益 716,794 709,242

営業外収益   

受取利息 45 41

受取配当金 16,173 15,723

仕入割引 13,857 22,755

受取賃貸料 13,324 13,401

その他 6,668 9,762

営業外収益合計 50,069 61,686

営業外費用   

支払利息 222 90

賃貸収入原価 4,738 5,110

その他 1,923 9,027

営業外費用合計 6,883 14,228

経常利益 759,980 756,700

特別利益   

受取補償金 － 5,230

特別利益合計 － 5,230

税金等調整前四半期純利益 759,980 761,930

法人税等 220,305 283,390

四半期純利益 539,675 478,540

親会社株主に帰属する四半期純利益 539,675 478,540
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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 539,675 478,540

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 4,293 37,659

退職給付に係る調整額 524 450

その他の包括利益合計 4,818 38,109

四半期包括利益 544,493 516,650

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 544,493 516,650
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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）

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 169,759千円 168,147千円

のれんの償却額 11,917 6,086

 

（株主資本等関係）

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19日

取締役会
普通株式 270,381 14.00 平成28年3月31日 平成28年6月24日 利益剰余金

（注）創立50周年記念配当2円を含んでおります。

 

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19日

取締役会
普通株式 260,725 13.50 平成29年3月31日 平成29年6月22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（自平成28年4月1日　至平成28年6月30日）及び当第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）

当社グループは「包装資材等製造販売事業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

（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 27円94銭 24円77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） 539,675 478,540

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）
539,675 478,540

普通株式の期中平均株式数（株） 19,312,973 19,312,973

（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額は、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】

　当第１四半期連結会計期間及び当第１四半期連結会計期間終了後四半期報告書提出日までの間に、配当について行

われた取締役会決議の内容

決議年月日 配当金の総額（千円） １株当たり配当額（円）

 平成29年5月19日　取締役会決議 260,725 13.50
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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１０日

株式会社高速

取締役会　御中

 

有限責任監査法人トーマツ

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 瀬戸　卓　　　印

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 木村　大輔　　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」に掲げられている株式会社高速
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、株式会社高速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。
 
その他の事項
　会社の平成２９年３月３１日をもって終了した前連結会計年度の第１四半期連結会計期間及び第１四半期連結累計期間
に係る四半期連結財務諸表並びに前連結会計年度の連結財務諸表は、それぞれ、前任監査人によって四半期レビュー及び
監査が実施されている。前任監査人は、当該四半期連結財務諸表に対して平成２８年８月１５日付で無限定の結論を表明
しており、また、当該連結財務諸表に対して平成２９年６月２２付で無限定適正意見を表明している。
 
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おりません。
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