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平成 21 年３月期 第１四半期決算短信 

 平成20年 8月12日 
上 場 会 社 名        北沢産業株式会社                     上場取引所  東証一部 

コ ー ド 番 号          9930                                         ＵＲＬ  http://www.kitazawasangyo.co.jp 

代  表  者 役職名 代表取締役社長    氏名 尾崎光行 

問合せ先責任者 役職名 常務取締役管理本部長 氏名 佐竹隆司    ＴＥＬ (03)5485－5020 

四半期報告書提出予定日 平成20年8月14日   

                            （百万円未満切捨て） 
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) 
(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 4,012 － 23 － 27 － △31 －

20年3月期第1四半期 3,774 △1.3 △24 － 7 △78.6 △30 －
  

 

 

 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 △1.34 ―― 

20年3月期第1四半期 △1.28 ―― 

(2)連結財政状態 
 

 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    17,843      8,787    49.2 370.89

20年3月期    18,648      8,889    47.7 375.17

(参考) 自己資本 21年3月期第1四半期 8,787百万円  20年3月期 8,889百万円 
 

2. 配当の状況 
 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 ―― 4.00 ―― 4.00 8.00

21年3月期 ―― ――――― ――――― ――――― ――――― 

21年3月期(予想) ―― 4.00 ―― 4.00 8.00

(注)配当予想の当四半期における修正の有無 無 
 

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) 

 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 9,555  9.3 135  △33.8 130 △46.2 67  △6.4 2.83

通期 18,900  7.5 250   56.8 240  △7.9 125    ― 5.28

(注)業績予想数値の当四半期における修正の有無 無 
 

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 

 新規   ─ 社 (社名                       ) 除外   ─ 社 (社名                       ) 

(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、３ページ【定性的情報・財務情報等】 ４.その他をご覧下さい。 

(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） 

 ①会計基準の改正に伴う変更 有 

 ②①以外の変更 無 

 (注)詳細は、３ページ【定性的情報・財務情報等】 ４.その他をご覧下さい。 

(4)発行済株式数（普通株式） 

 ①期末発行済株式数（自己株式含む） 21年3月期第1四半期 23,818,257株 20年3月期 23,818,257株

 ②期末自己株式数 21年3月期第1四半期 124,649株 20年3月期 122,917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 23,694,468株 20年3月期第1四半期 23,698,706株  

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

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.業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。従いまして、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。 
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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１四半期におけるわが国経済は、米国のサブプライムローン問題や株価の低迷などの金融不安、原油価格並びに原

材料価格の高騰により、景気の後退懸念が高まりました。 

当社グループの主要取引先である外食産業市場では、食品価格の上昇、景気の先行き不透明感による個人消費の低迷な

ど厳しい経営環境となりました。 

このような状況下で、当社グループは売上高の向上、シェアの拡大を目指し積極的な営業活動に取組むとともにコスト

の削減に努めてまいりました。 

これらの結果、当第１四半期の連結経営成績につきましては、売上高40億1千2百万円（前年同期比6.3％増）、営業利益

2千3百万円（前年同期は2千4百万円の営業損失）、経常利益2千7百万円（前年同期比251.0％増）と対前年同期に比し増収

増益で推移したものの、投資有価証券評価損4千4百万円を計上したため、税金等調整前四半期純損失は3百万円（前年同期

は4百万円の純利益）、四半期純損失は3千1百万円（前年同期は3千万円の純損失）となりました。 

 

２.連結財政状態に関する定性的情報 

(1) 資産､負債及び純資産の状況 

当第１四半期の総資産は178億4千3百万円となり、前連結会計年度末より8億4百万円の減少となりました。主な減少要因

としましては、受取手形及び売掛金が売上債権の回収により8億3千3百万円減少したことによるものです。 

負債総額は90億5千5百万円となり、前連結会計年度末より7億2百万円の減少となりました。主な減少要因としましては、

支払手形及び買掛金が仕入債務の支払いにより5億9千8百万円、未払法人税等が1億9千4百万円減少したことによるもので

す。 

純資産は87億8千7百万円となり、前連結会計年度末より1億2百万円の減少となりました。主な減少要因としましては、

配当金の支払9千4百万円と四半期純損失の計上額3千1百万円等によるものです。 

これらの結果、当第１四半期末の連結自己資本比率は49.2％となりました。 

 

(2) キャッシュ・フローの状況 

当第１四半期末における現金及び現金同等物（以下｢資金｣という。）は前事業年度末より2億9千2百万円増加し、33億2

千6百万円となりました。 

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

営業活動の結果得られた資金は4億3千0百万円となりました。これは主に売上債権の減少によるものです。 

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

投資活動の結果使用した資金は5千2百万円となりました。これは主に固定資産の取得によるものです。 

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

財務活動の結果使用した資金は8千5百万円となりました。これは主に配当金の支払いによるものです。 

 

３.業績予想に関する定性的情報 

第２四半期連結累計期間及び通期の業績予想につきましては、平成20年５月19日に発表いたしました業績予想から変更

はありません。 
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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 

（簡便な会計処理） 

① 一般債権の貸倒見積高の算定方法 

当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと認められるため、

前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。 

② 当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算定に関しては、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。 

③ 固定資産の減価償却の算定方法 

定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却の額を期間按分して算定する方法によっておりま

す。 

 

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用） 

 該当事項はありません。 

 

(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 たな卸資産の評価基準及び評価方法の変更 

通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、原価法によっておりましたが、当第１四半期連結会計期間

より｢棚卸資産の評価に関する会計基準｣(企業会計基準第９号 平成18年７月５日)が適用されたことに伴い、原価法(貸

借対照表価額については収益性の低下による簿価切下げの方法)により算定しております 

 この結果、従来の方法によった場合と比べて、営業利益、経常利益がそれぞれ24,513千円減少しており、税金等調整

前四半期純損失が24,513千円増加しております。 
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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 前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 

 (平成 20 年 6 月 30 日) (平成 20 年 3 月 31 日) 

（資産の部）   

流動資産   

現金及び預金 3,027,222 2,734,814 

受取手形及び売掛金 4,035,444 4,868,491 

有価証券 299,539 299,471 

商品 1,219,742 1,142,516 

製品 9,657 10,649 

原材料 68,823 65,796 

仕掛品 17,678 13,649 

繰延税金資産 82,353 101,273 

その他 228,892 518,636 

貸倒引当金 △21,672 △50,650 

流動資産合計 8,967,682 9,704,650 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,753,368 3,724,823 

機械装置及び運搬具（純額） 97,074 105,766 

土地 2,702,049 2,702,049 

建設仮勘定 ─ 69,960 

その他（純額） 119,457 130,314 

有形固定資産合計 6,671,949 6,732,914 

無形固定資産 367,705 378,554 

投資その他の資産   

投資有価証券 982,562 982,875 

長期性預金 200,000 200,000 

繰延税金資産 410,152 422,332 

その他 321,103 293,729 

貸倒引当金 △77,860 △66,781 

投資その他の資産合計 1,835,957 1,832,156 

固定資産合計 8,875,612 8,943,625 

資産合計 17,843,295 18,648,275 
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(単位：千円) 

 当第１四半期連結会計期間末 前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 

 (平成 20 年 6 月 30 日) (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 4,152,926 4,751,160 

短期借入金 3,110,000 3,100,000 

未払法人税等 58,347 253,089 

賞与引当金 101,600 188,000 

その他 618,276 455,743 

流動負債合計 8,041,150 8,747,993 

固定負債   

退職給付引当金 749,649 751,163 

役員退職慰労引当金 217,400 211,100 

その他 47,289 48,140 

固定負債合計 1,014,339 1,010,404 

負債合計 9,055,489 9,758,397 

（純資産の部）   

株主資本   

資本金 3,235,546 3,235,546 

資本剰余金 2,965,293 2,965,290 

利益剰余金 2,661,035 2,787,620 

自己株式 △29,137 △28,498 

株主資本合計 8,832,738 8,959,958 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △44,932 △70,080 

評価・換算差額等合計 △44,932 △70,080 

純資産合計 8,787,805 8,889,878 

負債純資産合計 17,843,295 18,648,275 
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（2）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) 

 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 4,012,713 

売上原価 2,927,036 

売上総利益 1,085,677 

販売費及び一般管理費 1,062,337 

営業利益 23,339 

営業外収益  

受取利息 879 

受取配当金 2,859 

その他 10,891 

営業外収益合計 14,631 

営業外費用  

支払利息 9,773 

その他 462 

営業外費用合計 10,236 

経常利益 27,733 

特別利益  

貸倒引当金戻入額 18,021 

特別利益合計 18,021 

特別損失  

固定資産売却損 188 

固定資産除却損 4,294 

投資有価証券評価損 44,668 

特別損失合計 49,151 

税金等調整前四半期純損失 3,396 

法人税、住民税及び事業税 14,271 

法人税等調整額 14,103 

法人税等合計 28,375 

四半期純損失 31,771 
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（3）四半期連結キャッシュ・フロー計算書  

 (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） 

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 △3,396 

減価償却費 99,584 

有形固定資産除却損 4,294 

有形固定資産売却損益（△は益） 188 

投資有価証券評価損 44,668 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △17,899 

賞与引当金の増減額（△は減少） △86,400 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △1,513 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 6,300 

受取利息及び受取配当金 △3,739 

支払利息 9,773 

売上債権の増減額（△は増加） 833,047 

たな卸資産の増減額（△は増加） △83,289 

仕入債務の増減額（△は減少） △598,234 

未払消費税等の増減額（△は減少） 34,547 

その他 413,389 

小計 651,322 

利息及び配当金の受取額 3,477 

利息の支払額 △9,950 

法人税等の支払額 △214,013 

営業活動によるキャッシュ・フロー 430,835 

投資活動によるキャッシュ・フロー  

投資有価証券の取得による支出 △2,197 

有形固定資産の取得による支出 △26,869 

有形固定資産の売却による収入 4,500 

無形固定資産の取得による支出 △28,020 

投資活動によるキャッシュ・フロー △52,587 

 

 

 

 

 

 

 7 



北沢産業㈱（9930） 平成 21 年 3 月期第 1 四半期決算短信 

 8 

 

 

 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）

財務活動によるキャッシュ・フロー  

借入による収入 10,000 

自己株式の取得による支出 △704 

自己株式の売却による収入 69 

配当金の支払額 △95,137 

財務活動によるキャッシュ・フロー △85,772 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 292,475 

現金及び現金同等物の期首残高 3,034,286 

現金及び現金同等物の期末残高 3,326,762 

 



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

諸表に関する会計規準の適用指針｣（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。 

 

(4) 継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

 

(5) 株主資本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。 
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北沢産業㈱（9930） 平成 21 年 3 月期第 1 四半期決算短信 

｢参考資料｣ 

 前四半期に係る財務諸表等 

(要約) 四半期損益計算書     

科目 
前年同四半期 

 (自 平成19年４月１日 
  至 平成19年６月30日) 

Ⅰ 売上高 3,774,014 
Ⅱ 売上原価 2,807,223 

売上総利益 966,791 
Ⅲ 販売費及び一般管理費 991,443 

営業損失 24,651 
Ⅳ 営業外収益 42,368 
１ 受取利息 916 
２ 受取配当金 2,275 
３ 受取家賃 1,781 
４ 為替予約評価益 26,479 
５ 為替差益 1,562 
６ その他 9,353 

Ⅴ 営業外費用 9,815 
１ 支払利息 8,566 
２ その他 1,248 

経常利益 7,902 
Ⅵ 特別利益 3,357 
１ 投資有価証券売却益 3,357 

Ⅶ 特別損失 6,472 
１ 固定資産売却損 6,362 
２ 固定資産除却損 110 

税金等調整前四半期純利益 4,787 
法人税、住民税及び事業税 16,188 
法人税等調整額 18,876 
四半期純損失 30,2

77 
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