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(百万円未満切捨て)

１．平成30年12月期第３四半期の連結業績（平成30年１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 ％

30年12月期第３四半期 19,733 △6.4 698 △25.0 755 △21.7 455 △28.1

29年12月期第３四半期 21,084 4.4 931 △26.4 964 △24.3 633 △13.7
(注) 包括利益 30年12月期第３四半期 584百万円( △9.7％) 29年12月期第３四半期 647百万円( 19.3％)
　

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

30年12月期第３四半期 46.25 43.64

29年12月期第３四半期 64.37 60.57
　

　

（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 ％

30年12月期第３四半期 17,899 9,478 53.0

29年12月期 17,581 9,359 53.2
(参考) 自己資本 30年12月期第３四半期 9,478百万円 29年12月期 9,359百万円
　

　

　

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

29年12月期 － 0.00 － 35.00 35.00

30年12月期 － 0.00 －

30年12月期(予想) 40.00 40.00
(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30年12月期の連結業績予想（平成30年１月１日～平成30年12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 28,800 △2.5 1,270 △10.7 1,300 △11.7 800 △19.3 81.02
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無
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※ 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 ： 無

　 (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

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 ： 有
　

　

（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) 30年12月期３Ｑ 9,855,000株 29年12月期 9,850,000株

② 期末自己株式数 30年12月期３Ｑ －株 29年12月期 －株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 30年12月期３Ｑ 9,851,000株 29年12月期３Ｑ 9,840,750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予想等の将来に関する記述は、本業績予想作成時点において入手可能な情報に基づき
当社が合理的と判断した予想であり、潜在的なリスクや不確実性が含まれているため、実際の成果や業績は記載の
予想と異なる可能性があります。
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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３四半期連結累計期間（平成30年１月１日～平成30年９月30日）におけるわが国経済は、雇用・所得環境の

改善及び個人消費の持ち直しなどを背景に、景気は緩やかな回復基調にありながらも、海外の政治動向及び世界的

な通商問題が与える影響の懸念などもあり、先行きの見通しは依然として不透明な状況にあります。

当社グループを取り巻く事業環境におきましては、首都圏及び地方都市部の大型開発、並びに飲食・サービス業

種においては設備投資が増加の兆しを見せる一方、特定の業種業態や顧客においては投資の抑制傾向が続く、厳し

い環境となっています。

このような状況の下、当社グループは、従来顧客における投資抑制の影響を受けながらも、都市部における大型

施設の新装及び改装案件、並びにサービス関連施設案件に携わり、受注は堅調に推移しましたが、国内外共に第４

四半期以降に完成が見込まれる物件が多く、その影響を受けて売上高は減少いたしました。

その結果、当第３四半期連結累計期間につきましては、売上高は19,733百万円（前期比6.4％減）となりました。

また、利益面におきましては、売上高減少や競合激化による入札案件増加等の影響、及びIT環境整備等の成長に

向けた計画的な費用計上もあり、経常利益755百万円（前期比21.7％減）、親会社株主に帰属する四半期純利益は

455百万円（前期比28.1％減）となりました。

（２）財政状態に関する説明

　

　① 資産、負債、純資産の状況

（総資産）

総資産は、前連結会計年度末と比較し317百万円増加し、17,899百万円となりました。これは現金及び預金の減

少が2,522百万円あったこと、有価証券の増加が1,400百万円あったこと、たな卸資産の増加が1,317百万円あった

こと、投資有価証券の増加が220百万円あったこと等によります。

（負債）

負債は、前連結会計年度末と比較し198百万円増加し、8,420百万円となりました。これは仕入債務の減少が131

百万円あったこと、前受金の増加が494百万円あったこと、退職給付に係る負債の減少が128百万円あったこと等

によります。

（純資産）

純資産は前連結会計年度末と比較し119百万円増加し、9,478百万円となりました。これは、親会社株主に帰属

する四半期純利益を455百万円計上したものの、剰余金の配当を344百万円行ったこと及び連結範囲の変更に伴う

剰余金の減少が122百万円あったため、利益剰余金が11百万円減少したこと、その他有価証券評価差額金が95百万

円増加したこと、退職給付に係る調整累計額が50百万円増加したこと等によります。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

　業績予想につきましては、平成30年８月10日に公表しました通期連結業績予想に変更ありません。
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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29年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成30年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 8,313,829 5,791,596

受取手形及び売掛金 4,265,644 4,710,489

電子記録債権 1,471,737 1,112,871

有価証券 － 1,400,000

たな卸資産 957,556 2,274,813

繰延税金資産 149,166 155,018

その他 167,545 107,070

貸倒引当金 △902 △5,708

流動資産合計 15,324,578 15,546,152

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 1,195,263 1,211,958

減価償却累計額 △836,882 △858,456

建物及び構築物（純額） 358,381 353,501

機械装置及び運搬具 86,900 86,900

減価償却累計額 △48,620 △54,133

機械装置及び運搬具（純額） 38,280 32,766

工具、器具及び備品 204,015 215,022

減価償却累計額 △122,600 △141,772

工具、器具及び備品（純額） 81,415 73,250

土地 324,444 323,520

リース資産 85,541 45,619

減価償却累計額 △64,790 △41,911

リース資産（純額） 20,750 3,708

有形固定資産合計 823,271 786,747

無形固定資産 95,452 81,567

投資その他の資産

投資有価証券 748,767 968,775

差入保証金 289,660 288,773

繰延税金資産 293,930 223,582

その他 6,286 3,920

貸倒引当金 △432 △117

投資その他の資産合計 1,338,212 1,484,933

固定資産合計 2,256,936 2,353,248

資産合計 17,581,515 17,899,400

決算短信（宝印刷） 2018年11月12日 12時09分 5ページ（Tess 1.50(64) 20180621_01）



株式会社船場(6540) 平成30年12月期 第３四半期決算短信

3

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成29年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(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 3,131,618 3,849,853

電子記録債務 2,428,320 1,578,720

リース債務 12,495 3,242

未払金及び未払費用 323,845 274,661

未払法人税等 180,804 173,977

未払消費税等 88,954 52,327

前受金 192,328 686,681

賞与引当金 288,638 434,015

完成工事補償引当金 35,731 35,019

工事損失引当金 13,599 －

繰延税金負債 3,889 3,756

その他 98,888 42,633

流動負債合計 6,799,114 7,134,888

固定負債

長期未払金 148,365 148,365

リース債務 10,652 935

退職給付に係る負債 1,261,268 1,132,729

繰延税金負債 444 437

その他 2,160 3,326

固定負債合計 1,422,891 1,285,793

負債合計 8,222,005 8,420,682

純資産の部

株主資本

資本金 215,475 216,175

資本剰余金 1,181,459 1,182,159

利益剰余金 8,021,511 8,010,206

株主資本合計 9,418,446 9,408,542

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 247,938 343,664

為替換算調整勘定 48,097 30,488

退職給付に係る調整累計額 △354,973 △303,977

その他の包括利益累計額合計 △58,937 70,176

純資産合計 9,359,509 9,478,718

負債純資産合計 17,581,515 17,899,400
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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３四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第３四半期連結累計期間
(自 平成29年１月１日
　至 平成29年９月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成30年１月１日
　至 平成30年９月30日)

売上高 21,084,588 19,733,618

売上原価 17,847,035 16,716,529

売上総利益 3,237,553 3,017,089

販売費及び一般管理費 2,306,243 2,318,180

営業利益 931,309 698,909

営業外収益

受取利息 3,871 3,949

受取配当金 4,804 4,740

為替差益 － 1,303

受取手数料 10,496 13,938

受取地代家賃 5,771 7,820

業務受託料 7,500 17,400

その他 17,897 18,845

営業外収益合計 50,341 67,998

営業外費用

支払手数料 3,951 3,982

為替差損 3,658 －

地代家賃 4,565 4,565

その他 4,685 3,089

営業外費用合計 16,860 11,637

経常利益 964,790 755,270

特別利益

固定資産売却益 8,034 －

投資有価証券売却益 72,304 1,231

補助金収入 10,539 －

特別利益合計 90,877 1,231

特別損失

固定資産売却損 11,151 －

固定資産除却損 2,495 71

投資有価証券評価損 155 －

減損損失 20,333 －

移転損失 33,236 －

その他 － 433

特別損失合計 67,372 504

税金等調整前四半期純利益 988,295 755,997

法人税等 354,870 300,379

四半期純利益 633,424 455,618

親会社株主に帰属する四半期純利益 633,424 455,618
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四半期連結包括利益計算書

第３四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第３四半期連結累計期間
(自 平成29年１月１日
　至 平成29年９月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成30年１月１日
　至 平成30年９月30日)

四半期純利益 633,424 455,618

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △39,961 95,726

為替換算調整勘定 3,336 △17,608

退職給付に係る調整額 50,533 50,996

その他の包括利益合計 13,908 129,113

四半期包括利益 647,333 584,732

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 647,333 584,732

決算短信（宝印刷） 2018年11月12日 12時09分 8ページ（Tess 1.50(64) 20180621_01）



株式会社船場(6540) 平成30年12月期 第３四半期決算短信

6

（３）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。

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用）

　税金費用については、当第３四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。
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