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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２四半期
連結累計期間

第72期
第２四半期
連結累計期間

第71期

会計期間
自　2018年４月１日
至　2018年９月30日

自　2019年４月１日
至　2019年９月30日

自　2018年４月１日
至　2019年３月31日

売上高 （百万円） 73,370 73,580 145,848

経常利益 （百万円） 231 357 1,013

親会社株主に帰属する四半期

（当期）純利益
（百万円） 142 214 642

四半期包括利益又は包括利益 （百万円） 340 93 369

純資産額 （百万円） 18,964 18,836 18,994

総資産額 （百万円） 49,313 47,594 49,275

１株当たり四半期（当期）

純利益
（円） 69.01 103.92 310.73

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 （％） 38.5 39.6 38.5

営業活動による

キャッシュ・フロー
（百万円） △374 △1,040 1,059

投資活動による

キャッシュ・フロー
（百万円） △87 △174 △308

財務活動による

キャッシュ・フロー
（百万円） 120 1,253 △1,067

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高
（百万円） 148 211 172

 

回次
第71期

第２四半期
連結会計期間

第72期
第２四半期
連結会計期間

会計期間
自　2018年７月１日
至　2018年９月30日

自　2019年７月１日
至　2019年９月30日

１株当たり四半期純利益又は１株当

たり四半期純損失（△）
（円） △47.17 3.34

（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。

４．株主資本において自己株式として計上している「株式給付信託（BBT）」が保有する当社株式を、「１株当

たり四半期（当期）純利益」の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めておりま

す。

 

２【事業の内容】

当第２四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２四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、

投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項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）経営成績の状況

当第２四半期連結累計期間の当社グループを巡る経営環境は、実質可処分所得の減少にもとづく消費伸び悩み

の中、天候不順やインバウンド需要の低下、労働力不足による物流費の大幅な上昇などの影響もあり、依然とし

て厳しい状況が続きました。

しかしながらこのような環境の中、当社グループは前年同四半期と比較して、高付加価値商材の販売が好調に

推移し、売上総利益率が改善したことにより、営業利益、経常利益、親会社株主に帰属する四半期純利益がいず

れも増加いたしました。なお、通期の計画に対しては、ほぼ予定通りの進捗となっております。

前期から開始した高利益体質への基盤づくりのための事業ポートフォリオ強化と卸売事業の生産性向上のため

の積極的な投資は継続しております。

こうした状況のもと、当社グループは、引き続き、2019年３月期を初年度とするグループ中期経営計画（～

2023年３月期）の３つの重点戦略に注力しております。

 

１）当社グループ全体に対する戦略的マネジメントの強化

新ビジョンの実現のため、グループ全体の経営戦略立案と戦略的支援ならびにモニタリング機能充実のための

組織体制の再構築と強化を推進しております。

 

２）デザインマネジメントによる新しいビジネスモデルを通じた事業構造と収益構造の変革

以下の５点を重点施策として事業構造と収益構造の変革を加速化します。

①メーカー事業の体制強化のための積極的投資

②卸売事業の付加価値向上のための構造転換

③差別化のためのイノベーションを生み出す企業文化の創出

④ITによる生産性向上

⑤キャッシュ・フロー経営の徹底

 

３）次世代リーダーの育成と強化

新ビジョンの実現を具現化するために人財がもっとも重要な経営資源であるという基本的な考えから、戦略的

人材マネジメントを強力に推進し、将来の経営の中核となる人材をはじめ、マネジャー層、若手社員の育成・採

用に注力しております。

 

以上の結果、子会社６社を含めた当第２四半期連結累計期間の売上高は735億８千万円（前年同期比２億９百

万円の増加）、営業利益は３億３千４百万円（前年同期比１億１千４百万円の増加）、経常利益は３億５千７百

万円（前年同期比１億２千６百万円の増加）、親会社株主に帰属する四半期純利益は２億１千４百万円（前年同

期比７千１百万円の増加）となりました。

 

セグメントの経営成績は、次のとおりであります。

①日用雑貨事業におきまして、売上高は733億７千６百万円（前年同期比２億３千９百万円の増加）、営業利

益は３億７千４百万円（前年同期比１億１千５百万円の増加）となりました。

②不動産賃貸事業におきまして、売上高は２億４百万円（前年同期比２千９百万円の減少）、営業利益は１千

２百万円（前年同期比２百万円の減少）となりました。
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（２）財政状態の分析

（資産）

資産合計は、前連結会計年度末比16億８千万円減少し、475億９千４百万円となりました。これは主として、

商品及び製品が２億６千３百万円、仕掛品が４千８百万円、流動資産のその他に含まれる前渡金が１億４千万円

それぞれ増加し、受取手形及び売掛金が19億６千２百万円、未収入金が８千５百万円それぞれ減少したことによ

るものであります。

（負債）

負債合計は、前連結会計年度末比15億２千２百万円減少し、287億５千７百万円となりました。これは主とし

て、短期借入金が15億１千２百万円増加し、支払手形及び買掛金が24億２千３百万円、流動負債のその他に含ま

れる未払金が６億５百万円それぞれ減少したことによるものであります。

 

（純資産）

純資産合計は、前連結会計年度末比１億５千７百万円減少し、188億３千６百万円となりました。これは主と

して、親会社株主に帰属する四半期純利益が２億１千４百万円及び剰余金の配当１億６千６百万円により、利益

剰余金が４千７百万円増加し、その他有価証券評価差額金が１億１千６百万円減少、また買付により自己株式が

８千４百万円増加したことによるものであります。

 

（３）キャッシュ・フローの状況

当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物残高は、２億１千１百万円（前年同期比６千３百万円

の増加）となりました。

当第２四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

 

（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、10億４千万円の支出（前年同期比６億６千５百万円の増加）となりま

した。収入の主な要因は、売上債権の減少額19億６千２百万円であります。支出の主な要因は、たな卸資産の増

加額３億３千３百万円、仕入債務の増加額24億２千３百万円、法人税等の支払額１億９千３百万円であります。

 

（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、１億７千４百万円の支出（前年同期比８千７百万円の増加）となりま

した。支出の主な要因は、有形固定資産の取得による支出１億７百万円、無形固定資産の取得による支出９千７

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、12億５千３百万円の収入（前年同期比11億３千２百万円の増加）とな

りました。収入の主な要因は、短期借入金の増加額15億１千２百万円であります。支出の主な要因は、配当金の

支払額１億６千６百万円、自己株式の取得による支出８千４百万円であります。

 

（４）経営方針・経営戦略等

当第２四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。

 

（５）事業上及び財務上の対処すべき課題

当第２四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。

 

（６）研究開発活動

該当事項はありません。

 

３【経営上の重要な契約等】

当第２四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また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 9,800,000

計 9,800,000

 

②【発行済株式】

種類
第２四半期会計期間末　
現在発行数（株）
（2019年９月30日）

提出日現在発行数（株）
（2019年11月11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 2,461,848 2,461,848

　　東京証券取引所

　　ＪＡＳＤＡＱ

　（スタンダード）

単元株式数は100株

であります。

計 2,461,848 2,461,848 － －

 

（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
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金
増減額

（百万円）

資本準備金
残高

（百万円）

2019年７月１日～

2019年９月30日
－ 2,461,848 － 1,608 － 1,321
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（５）【大株主の状況】

  2019年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（株）

発行済株式（自
己株式を除

く。）の総数に
対する所有株式
数の割合（％）

セントラル商事㈱ 東京都港区南青山二丁目２番３号 341,660 16.65

中央物産共栄会 東京都港区南青山二丁目２番３号 194,100 9.46

中央物産従業員持株会 東京都港区南青山二丁目２番３号 109,782 5.35

丸山　啓

ロサンゼルス　カリフォルニア　９００４９

米国

（東京都港区）

102,359 4.99

丸山　源一 東京都港区 92,557 4.51

ＳＭＢＣ日興証券㈱ 東京都千代田区丸の内３丁目３番１号 89,600 4.37

児島　なおみ 東京都港区 71,181 3.47

㈱三井住友銀行 東京都千代田区丸の内一丁目１番２号 60,720 2.96

ライオン㈱ 東京都墨田区本所一丁目３番７号 58,200 2.84

児島　誠一郎 東京都港区 48,100 2.34

計 － 1,168,259 56.93

（注）上記のほか、当社が保有する自己株式が409,823株あります。

 

（６）【議決権の状況】

①【発行済株式】

    2019年９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）

－
株主としての権利内容に制限のな

い、標準となる株式普通株式 409,800

完全議決権株式（その他） 普通株式 2,043,900 20,439 同上

単元未満株式 普通株式 8,148 － １単元（100株）未満の株式

発行済株式総数  2,461,848 － －

総株主の議決権  － 20,439 －

（注）１．完全議決権株式（その他）欄の普通株式には、「株式給付信託（BBT）」制度の信託財産として保有する当

社株式17,200株（議決権個数172個）が含まれております。

２．「単元未満株式」欄の普通株式には、自己株式23株が含まれております。
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②【自己株式等】

    2019年９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（％）

（自己保有株式）

CBグループマネジメント㈱

東京都港区南青山

二丁目２番３号
409,800 - 409,800 16.65

計 － 409,800 - 409,800 16.65

（注）「株式給付信託（BBT）」制度の信託財産として保有する当社株式17,200株は、上記の自己株式に含まれており

ません。

 

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」（2007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２四半期連結会計期間（2019年７月１日から2019

年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（2019年４月１日から2019年９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。
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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：百万円)

 
前連結会計年度
(2019年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2019年９月30日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 172 211

受取手形及び売掛金 ※ 24,483 22,521

商品及び製品 7,661 7,925

仕掛品 68 117

原材料及び貯蔵品 146 167

未収入金 2,459 2,374

その他 485 683

貸倒引当金 △5 △29

流動資産合計 35,472 33,970

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,015 2,954

土地 3,928 3,928

その他（純額） 416 386

有形固定資産合計 7,360 7,269

無形固定資産   

その他 296 333

無形固定資産合計 296 333

投資その他の資産   

投資有価証券 3,767 3,620

退職給付に係る資産 189 205

繰延税金資産 369 369

その他 1,877 1,871

貸倒引当金 △57 △46

投資その他の資産合計 6,146 6,020

固定資産合計 13,803 13,623

資産合計 49,275 47,594
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  (単位：百万円)

 
前連結会計年度
(2019年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2019年９月30日)

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 ※ 16,381 13,958

短期借入金 7,315 8,827

未払法人税等 110 75

未払事業所税 26 13

賞与引当金 328 353

役員賞与引当金 12 25

返品調整引当金 31 155

その他 3,304 2,695

流動負債合計 27,510 26,104

固定負債   

繰延税金負債 1,020 967

退職給付に係る負債 77 79

役員退職慰労引当金 35 37

役員株式給付引当金 25 33

資産除去債務 579 551

その他 1,033 983

固定負債合計 2,770 2,653

負債合計 30,280 28,757

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,608 1,608

資本剰余金 1,368 1,368

利益剰余金 15,146 15,194

自己株式 △678 △762

株主資本合計 17,444 17,407

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 1,492 1,375

退職給付に係る調整累計額 57 53

その他の包括利益累計額合計 1,549 1,428

純資産合計 18,994 18,836

負債純資産合計 49,275 47,594
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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２四半期連結累計期間】

 

  (単位：百万円)

 
前第２四半期連結累計期間

(自　2018年４月１日
　至　2018年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　2019年４月１日
　至　2019年９月30日)

売上高 73,370 73,580

売上原価 65,059 65,092

売上総利益 8,311 8,488

販売費及び一般管理費 ※ 8,091 ※ 8,154

営業利益 219 334

営業外収益   

受取利息 4 3

受取配当金 32 32

その他 11 17

営業外収益合計 48 54

営業外費用   

支払利息 27 27

その他 9 3

営業外費用合計 36 30

経常利益 231 357

特別利益   

投資有価証券売却益 72 －

資産除去債務戻入益 － 15

特別利益合計 72 15

税金等調整前四半期純利益 304 373

法人税等 161 159

四半期純利益 142 214

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 142 214
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【四半期連結包括利益計算書】

【第２四半期連結累計期間】

  (単位：百万円)

 
前第２四半期連結累計期間

(自　2018年４月１日
　至　2018年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　2019年４月１日
　至　2019年９月30日)

四半期純利益 142 214

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 197 △116

退職給付に係る調整額 △0 △4

その他の包括利益合計 197 △121

四半期包括利益 340 93

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 340 93

非支配株主に係る四半期包括利益 － －
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

  (単位：百万円)

 
前第２四半期連結累計期間

(自　2018年４月１日
　至　2018年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　2019年４月１日
　至　2019年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 304 373

減価償却費 211 251

投資有価証券売却損益（△は益） △72 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2 12

賞与引当金の増減額（△は減少） 22 25

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △20 13

退職給付に係る資産の増減額（△は増加） △14 △21

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △6 2

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 1 1

役員株式給付引当金の増減額（△は減少） 7 7

返品調整引当金の増減額（△は減少） 107 123

受取利息及び受取配当金 △36 △36

支払利息 27 27

売上債権の増減額（△は増加） 1,749 1,962

たな卸資産の増減額（△は増加） △270 △333

仕入債務の増減額（△は減少） △1,463 △2,423

その他 △645 △841

小計 △100 △852

利息及び配当金の受取額 36 36

利息の支払額 △29 △30

法人税等の支払額 △281 △193

営業活動によるキャッシュ・フロー △374 △1,040

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 △135 △107

有形固定資産の売却による収入 － 0

無形固定資産の取得による支出 △15 △97

投資有価証券の取得による支出 △121 △21

投資有価証券の売却による収入 193 －

その他 △7 52

投資活動によるキャッシュ・フロー △87 △174

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） 295 1,512

配当金の支払額 △166 △166

自己株式の取得による支出 △0 △84

リース債務の返済による支出 △7 △7

財務活動によるキャッシュ・フロー 120 1,253

現金及び現金同等物に係る換算差額 － －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △341 38

現金及び現金同等物の期首残高 489 172

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※ 148 ※ 211
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【注記事項】

（継続企業の前提に関する事項）

該当事項はありません。

 

（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２四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する方法を採用

しております。なお、法人税等調整額は法人税等に含めて表示しております。

 

（追加情報）

（取締役に対する株式報酬制度の導入）

当社及び一部の連結子会社は、取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。（以下「対象取締

役」という。））の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、対象取締役が株価上昇によるメリットの

みならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献

する意識を高めることを目的として、株式報酬制度「株式給付信託（BBT（＝Board Benefit Trust））」を導入

しております。

当該信託契約に係る会計処理については「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務

上の取扱い」（実務対応報告第30号　2015年３月26日）に準じて、総額法を適用しております。

 

（１）取引の概要

本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託を通じて取得され、対象取締役に対して、

当社及び一部の連結子会社の取締役会が定める役員株式給付規程に従って、当社株式及び当社株式を時価

で換算した金額相当の金銭が本信託を通じて給付される株式報酬制度です。

 

（２）信託に残存する自社の株式

信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額（付随費用金額を除く。）により純資産の部に自己

株式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、前連結会計年度末74百万円、17千

株、当第２四半期連結会計期間末74百万円、17千株であります。

 

 

（四半期連結貸借対照表関係）

※　四半期連結会計期間末日満期手形

四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。

なお、前連結会計年度の末日が金融機関の休日であったため、次の連結会計年度末日満期手形が前連結会計

年度末日残高に含まれております。
 

 
前連結会計年度

（2019年３月31日）
当第２四半期連結会計期間

（2019年９月30日）

受取手形 27百万円 －百万円
支払手形 333百万円 －百万円
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（四半期連結損益計算書関係）

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。

 
　前第２四半期連結累計期間

（自　2018年４月１日
　　至　2018年９月30日）

　当第２四半期連結累計期間
（自　2019年４月１日

　　至　2019年９月30日）

運送・保管費 2,241百万円 2,093百万円

給料手当 2,127百万円 2,138百万円

賃借料 916百万円 903百万円

賞与引当金繰入額 333百万円 342百万円

役員賞与引当金繰入額 25百万円 25百万円

役員退職慰労引当金繰入額 1百万円 1百万円

役員株式給付引当金繰入額 7百万円 7百万円

退職給付費用 64百万円 57百万円

減価償却費 183百万円 201百万円

貸倒引当金繰入額 △2百万円 14百万円

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次の

とおりであります。

 
前第２四半期連結累計期間
（自　2018年４月１日
至　2018年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自　2019年４月１日
至　2019年９月30日）

現金及び預金 148百万円 211百万円

現金及び現金同等物 148百万円 211百万円

 

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第２四半期連結累計期間（自　2018年４月１日　至　2018年９月30日）

１．配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

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25日

取締役会
普通株式 166 80.0 2018年３月31日 2018年６月29日 利益剰余金

（注）2018年５月25日開催の取締役会の決議による配当金の総額には、取締役に対する株式報酬制度に係る信託が保

有する当該株式に対する配当金１百万円が含まれております。

 

Ⅱ　当第２四半期連結累計期間（自　2019年４月１日　至　2019年９月30日）

１．配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

2019年５月27日

取締役会
普通株式 166 80.0 2019年３月31日 2019年６月28日 利益剰余金

（注）2019年５月27日開催の取締役会の決議による配当金の総額には、取締役に対する株式報酬制度に係る信託が保

有する当該株式に対する配当金１百万円が含まれております。
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第２四半期連結累計期間（自　2018年４月１日　至　2018年９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：百万円）

 報告セグメント
調整額
（注）１

合計
（注）２

 
日用雑貨
事業

不動産賃貸
事業

計

売上高      

外部顧客への売上高 73,136 234 73,370 － 73,370

セグメント間の内部売上高又は振替高 － － － － －

計 73,136 234 73,370 － 73,370

セグメント利益 259 14 274 △54 219

（注）１．「調整額」の区分は、報告セグメントに配分していない全社費用であり、報告セグメントに帰属

しない一般管理費です。

２．セグメント利益は、四半期連結財務諸表の営業利益と調整を行っております。

 

 

Ⅱ　当第２四半期連結累計期間（自　2019年４月１日　至　2019年９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：百万円）

 報告セグメント
調整額
（注）１

合計
（注）２

 
日用雑貨
事業

不動産賃貸
事業

計

売上高      

外部顧客への売上高 73,376 204 73,580 － 73,580

セグメント間の内部売上高又は振替高 － － － － －

計 73,376 204 73,580 － 73,580

セグメント利益 374 12 386 △52 334

（注）１．「調整額」の区分は、報告セグメントに配分していない全社費用であり、報告セグメントに帰属

しない一般管理費です。

２．セグメント利益は、四半期連結財務諸表の営業利益と調整を行っております。
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（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。

項目
前第２四半期連結累計期間
（自　2018年４月１日
至　2018年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自　2019年４月１日
至　2019年９月30日）

１株当たり四半期純利益 69.01円 103.92円

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する四半期純利益

（百万円）
142 214

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期　

純利益（百万円）
142 214

普通株式の期中平均株式数（千株） 2,066 2,059

（注）１．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。

２．株主資本において自己株式として計上している「株式給付信託（BBT)」が保有する当社株式を、「１株当た

り四半期純利益」の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。

（前第２四半期連結累計期間及び当第２四半期連結累計期間　17千株）

 

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

 

２【その他】

該当事項はありません。
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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  

 

2019年11月８日

CBグループマネジメント株式会社

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 香川　　順　　印

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 福士　直和　　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CBグループマネ
ジメント株式会社の2019年４月１日から2020年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（2019年７月１日
から2019年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（2019年４月１日から2019年９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、四半期連結キャッ
シュ・フロー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、CBグループマネジメント株式会社及び連結子会社の2019年９月30日

現在の財政状態並びに同日をもって終了する第２四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に

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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