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1.  平成21年3月期第1四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年6月30日） 

（注）当社は、平成21年３月期第１四半期より四半期連結財務諸表を作成しているため、平成20年３月期第１四半期の数値並びに対前年同四半期増減率については記
載しておりません。  

(2) 連結財政状態 

  

(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 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期第1四半期 1,339 ― 60 ― 62 ― 35 ―

20年3月期第1四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

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

21年3月期第1四半期 7.23 ―

20年3月期第1四半期 ― ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

21年3月期第1四半期 6,323 5,371 84.9 1,083.32
20年3月期 6,458 5,409 83.8 1,091.12

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  5,371百万円 20年3月期  5,409百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― ― ― 15.00 15.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ― ― 15.00 15.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 

売上高 営業利益 経常利益 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

第2四半期連結累計期間 2,703 ― 215 ― 215 ― 125 ― 25.21
通期 5,750 ― 458 ― 458 ― 265 ― 53.45

4.  その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

（注）詳細は、２ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。  

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

（注）詳細は、２ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．平成20年５月22日公表の連結業績予想は、修正しておりません。 
２．本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績
等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 
３．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第
14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第1四半期  4,960,000株 20年3月期  4,960,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  2,038株 20年3月期  1,858株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期  4,958,051株 20年3月期第1四半期  ―株
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【定性的情報・財務諸表等】

1. 連結経営成績に関する定性的情報
当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、米国のサブプライム問題による金融市場不安や、原油

価格の高騰に伴う原料価格の上昇等が、個人消費や企業収益に影響を与えており、景気減速の懸念が出てき
ております。
　外食産業におきましては、企業間の競争激化や食材の高騰、さらに食品偽装や消費期限の偽装等の影響に
より、厳しい経営環境で推移しております。
  このような情勢の中、当社グループは、顧客ニーズに適合したきめ細かい提案活動を推進し、主力製品を
中心とした拡大販売政策を展開いたしました。新規需要先の開拓についても積極的に行いました。
  加えて、株式会社セハージャパンのアルコール系洗浄剤・除菌剤等につきましては、販売体制の整備とと
もに積極的な販売を展開しております。
　この結果、当第１四半期における売上高合計は13億39百万円となりました。製品内訳は、寿司・おむすび
ロボット等の製品売上高10億円、炊飯関連機器および食品資材等の売上高3億7百万円、その他売上高30百万
円となりました。
　また、利益につきましては、営業利益は60百万円、経常利益は62百万円、四半期純利益は35百万円となり
ました。

2. 連結財政状態に関する定性的情報
当第１四半期連結会計期間末における総資産は、63億23百万円で、そのうち流動資産は38億13百万円、固

定資産は25億９百万円となりました。また、負債合計は９億52百万円で、そのうち流動負債は６億70百万円、
固定負債は２億81百万円となりました。

3. 連結業績予想に関する定性的情報
業績予想は現時点で入手可能な情報に基づいておりますが、実際の数値は今後様々な要因により、予想数

値と異なる可能性があります。なお、業績予想数値につきましては、平成20年５月22日公表時から変更して
おりません。

4. その他
(1) 期中における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

該当事項はありません。

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用
①棚卸資産の評価方法
　当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の実
地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。また、棚卸資産の簿価切下
げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積もり、簿価切下げを行う
方法によっております。

②税金費用の計算
四半期会計期間に係る法人税等については、四半期会計期間を含む年度の税金等調整前当期純利益に

対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積もり、税金等調整前四半期純利益（累計期間）に当
該見積実効税率を乗じて計算する方法によっております。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。

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
①当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表

に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連
結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

②「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第９号）
を当第１四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、原価法から原価法（収益の低下による
簿価切下げの方法）に変更しております。
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5. 【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末

(平成20年６月30日)

前連結会計年度末に係る

要約連結貸借対照表

(平成20年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,147,366 2,233,773

受取手形及び売掛金 757,207 871,374

商品 39,901 36,741

製品 409,834 466,468

原材料 220,320 206,195

仕掛品 124,712 67,466

繰延税金資産 93,512 92,347

その他 21,888 22,014

貸倒引当金 △1,162 △1,175

流動資産合計 3,813,581 3,995,206

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,084,470 1,099,463

土地 766,170 766,170

その他（純額） 163,033 97,117

有形固定資産合計 2,013,673 1,962,751

無形固定資産

のれん 35,446 37,311

その他 53,347 58,427

無形固定資産合計 88,793 95,739

投資その他の資産

投資有価証券 129,296 128,986

繰延税金資産 150,647 150,493

その他 204,520 202,010

貸倒引当金 △77,027 △77,010

投資その他の資産合計 407,437 404,480

固定資産合計 2,509,904 2,462,971

資産合計 6,323,485 6,458,177
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末

(平成20年６月30日)

前連結会計年度末に係る

要約連結貸借対照表

(平成20年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 231,832 229,626

短期借入金 20,040 26,442

未払法人税等 33,684 127,833

賞与引当金 76,010 145,725

その他 309,411 232,007

流動負債合計 670,978 761,635

固定負債

長期借入金 9,540 11,575

退職給付引当金 207,259 204,600

役員退職慰労引当金 64,646 70,429

固定負債合計 281,445 286,605

負債合計 952,424 1,048,240

純資産の部

株主資本

資本金 571,200 571,200

資本剰余金 399,850 399,850

利益剰余金 4,372,941 4,411,502

自己株式 △1,206 △1,115

株主資本合計 5,342,785 5,381,437

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 28,275 28,499

評価・換算差額等合計 28,275 28,499

純資産合計 5,371,061 5,409,936

負債純資産合計 6,323,485 6,458,177
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(2) 【四半期連結損益計算書】

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間

(自 平成20年４月１日

 至 平成20年６月30日)

売上高 1,339,005

売上原価 758,253

売上総利益 580,752

販売費及び一般管理費 520,576

営業利益 60,176

営業外収益

受取利息 1,059

受取配当金 1,155

その他 1,171

営業外収益合計 3,386

営業外費用

支払利息 336

その他 348

営業外費用合計 685

経常利益 62,877

税金等調整前四半期純利益 62,877

法人税、住民税及び事業税 27,038

四半期純利益 35,839
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当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に

関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結財務諸

表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

(3) 継続企業の前提に関する注記

当第１四半期連結会計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日）

該当事項はありません。

(4) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

当第１四半期連結会計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日）

該当事項はありません。

決算短信 2008年08月08日 11時25分 03002xe01_in 5ページ （Tess 1.10 20080626_01）

- 6 -



鈴茂器工㈱(6405)平成21年３月期 第１四半期決算短信

「参考資料」

当社は、当第１四半期連結会計期間より四半期連結財務諸表を作成しておりますので、「参考資料」は、前四

半期に係る個別の四半期損益計算書を記載しております。

(1)（要約）前四半期損益計算書

（単位：千円）

前第１四半期累計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年６月30日)

金額

 Ⅰ 売上高 1,345,704

 Ⅱ 売上原価 779,092

     売上総利益 566,611

 Ⅲ 販売費及び一般管理費 482,009

     営業利益 84,601

 Ⅳ 営業外収益 1,968

 Ⅴ 営業外費用 303

      経常利益 86,267

 Ⅵ 特別利益 ─

 Ⅶ 特別損失 ─

   税引前四半期純利益 86,267

   法人税、住民税及び事業税 35,223

   四半期純利益 51,043
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