
 

  

 
平成 21 年３月期 第３四半期決算短信 

 平成21年２月12日 
上場会社名  北沢産業株式会社                                                                  上場取引所  東 

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21年2月13日   

                            （百万円未満切捨て） 
１.平成21年3月期第3四半期の連結業績(平成20年4月1日～平成21年12月31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3四半期 11,736 － △187 － △164 － △404 －

20年3月期第3四半期 12,757 2.1 144 △45.6 235 △11.7 54 △40.8
  

 

 

 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3四半期 △17.08 ―― 

20年3月期第3四半期 2.31 ―― 

(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3四半期    16,161      8,404    52.0 352.85

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3四半期 8,404百万円  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 ―― 0.00 ――――― ――――― ――――― 

21年3月期(予想) ――――― ――――― ―― 5.00 5.00

(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 ） 

                                                                    (％表示は対前期増減率) 

 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 

通期 15,630  △11.1 △300    ― △280    ― △500    ― △22.37

(注)業績予想数値の当四半期における修正の有無 有 
 

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3四半期 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3四半期 128,575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3四半期 23,692,447株 20年3月期第3四半期 23,699,578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.平成20年11月7日に公表しました業績予想の修正を行なっております。上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、 

今後様々な要因によって大きく異なる場合があります。なお、上記予想に関する事項は、３ページ【定性的情報・財務情報等】３．業績予想に関する定性的情報をご 
参照ください。 

2.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。 
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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３四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ローン問題を発端とする金融市場の混乱、株価

の下落、原油・原材料価格の乱高下などの影響で、景気の減速感が鮮明となりました。 

当社グループの主要取引先である外食産業市場では、雇用の不安、景気の先行き不透明感による節約志向の影響から、

来客数が落ち込むという状況が続きました。 

このような状況下、業務用厨房機器業界におきましても販売数の減少、同業他社との競合により販売価格が低下する等、

非常に厳しい経営環境となりました。 

これらの結果、当第３四半期連結会計期間の連結経営成績につきましては、売上高34億3千1百万円となりました。損益

面では、営業損益は2億3千3百万円の営業損失、経常損益は2億2千6百万円の経常損失、四半期純損益は2億5千1百万円の四

半期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３四半期連結会計期間末の総資産は161億6千1百万円となり、前連結会計年度末より24億8千7百万円の減少となりま

した。これは、受取手形及び売掛金、投資有価証券の減少等によるものです。 

当第３四半期連結会計期間末の負債総額は77億5千6百万円となり、前連結会計年度末より20億1百万円の減少となりまし

た。これは、支払手形及び買掛金、短期借入金の減少等によるものです。 

当第３四半期連結会計期間末の純資産は84億4百万円となり、前連結会計年度末より4億8千5百万円の減少となりました。

これは、配当金の支払（累計）9千5百万円と四半期純損失（累計）の計上額4億4百万円等によるものです。 

これらの結果、当第３四半期末の連結自己資本比率は52.0％となりました。 

 

(2) キャッシュ・フローの状況 

当第３四半期連結会計累計期間末における現金及び現金同等物（以下｢資金｣という。）の残高はは29億1千1百万円とな

り、前連結会計年度末と比較して1億2千2百万円の減少となりました。 

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

営業活動の結果、獲得した資金は5億1千1百万円となりました。これは主に仕入債務の減少があったものの、売上債権

の回収による減少等によるものです。 

(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2億3千7百万円となりました。これは主に固定資産の取得及び定期預金への預入によ

るものです。 

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

務活動の結果、使用した資金は3億9千6百万円となりました。これは主に短期借入金の返済及び配当金の支払によるも

のです。 
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３.業績予想に関する定性的情報 

今後のわが国経済は、景気の後退色が一段と鮮明になっており、企業の業績悪化に伴う雇用不安から個人消費の更なる

低迷が予想されます。 

このような状況の中、当社グループの主要取引先である外食産業市場においても設備投資の大幅な抑制が予想されます。 

以上の内容を踏まえて、当期の業績予想の見直しを行なった結果、平成20年11月７日に公表いたしました平成21年3月期

通期の業績予想（連結・個別）を修正しております。 

詳細は、本日別途開示いたしました｢業績予想の修正に関するお知らせ｣をご参照ください。 

 

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 当第３四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。 

② 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、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、営業損失および経常損失並びに税金等調整前四半期純損失が15,783千

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３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 2,612,373 2,734,814

受取手形及び売掛金 3,027,795 4,868,491

有価証券 299,188 299,471

商品 1,123,755 1,142,516

製品 6,746 10,649

原材料 58,241 65,796

仕掛品 9,540 13,649

繰延税金資産 104,799 101,273

その他 318,778 518,636

貸倒引当金 △33,192 △50,650

流動資産合計 7,528,027 9,704,650

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,637,650 3,724,823

機械装置及び運搬具（純額） 90,555 105,766

土地 2,697,889 2,702,049

建設仮勘定 － 69,960

その他（純額） 103,361 130,314

有形固定資産合計 6,529,456 6,732,914

無形固定資産 385,899 378,554

投資その他の資産   

投資有価証券 737,171 982,875

長期預金 300,000 200,000

繰延税金資産 437,430 422,332

その他 354,906 293,729

貸倒引当金 △111,828 △66,781

投資その他の資産合計 1,717,680 1,832,156

固定資産合計 8,633,036 8,943,625

資産合計 16,161,063 18,648,275
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 3,313,699 4,751,160

短期借入金 2,800,000 3,100,000

未払法人税等 － 253,089

賞与引当金 89,500 188,000

その他 512,709 455,743

流動負債合計 6,715,908 8,747,993

固定負債   

退職給付引当金 758,199 751,163

役員退職慰労引当金 230,100 211,100

その他 52,601 48,140

固定負債合計 1,040,900 1,010,404

負債合計 7,756,809 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 2,964,867 2,965,290

利益剰余金 2,288,389 2,787,620

自己株式 △29,709 △28,498

株主資本合計 8,459,093 8,959,958

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △54,839 △70,080

評価・換算差額等合計 △54,839 △70,080

純資産合計 8,404,254 8,889,878

負債純資産合計 16,161,063 18,648,275
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(2)【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）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 11,736,691

売上原価 8,777,422

売上総利益 2,959,269

販売費及び一般管理費 3,146,725

営業損失（△） △187,456

営業外収益  

受取利息 6,042

受取配当金 10,420

その他 38,756

営業外収益合計 55,219

営業外費用  

支払利息 29,257

その他 3,501

営業外費用合計 32,759

経常損失（△） △164,996

特別損失  

固定資産売却損 6,192

固定資産除却損 4,978

投資有価証券評価損 278,274

特別損失合計 289,445

税金等調整前四半期純損失（△） △454,441

法人税、住民税及び事業税 △20,797

法人税等調整額 △28,924

法人税等合計 △49,721

四半期純損失（△） △404,720
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【第３四半期連結会計期間】 

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 3,431,788

売上原価 2,636,383

売上総利益 795,404

販売費及び一般管理費 1,029,208

営業損失（△） △233,804

営業外収益  

受取利息 1,723

受取配当金 1,796

その他 15,099

営業外収益合計 18,619

営業外費用  

支払利息 9,649

その他 1,197

営業外費用合計 10,847

経常損失（△） △226,032

特別損失  

固定資産売却損 5,806

固定資産除却損 423

投資有価証券評価損 89,511

特別損失合計 95,740

税金等調整前四半期純損失（△） △321,772

法人税、住民税及び事業税 △36,028

法人税等調整額 △33,900

法人税等合計 △69,928

四半期純損失（△） △251,843

北沢産業㈱（9930）　平成21年3月期　第3四半期決算短信

7



(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31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損失（△） △454,441

減価償却費 326,934

有形固定資産除却損 4,978

有形固定資産売却損益（△は益） △2,692

投資有価証券評価損益（△は益） 278,274

貸倒引当金の増減額（△は減少） 27,588

賞与引当金の増減額（△は減少） △98,500

退職給付引当金の増減額（△は減少） 7,036

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 19,000

受取利息及び受取配当金 △16,462

支払利息 29,257

売上債権の増減額（△は増加） 1,840,696

たな卸資産の増減額（△は増加） 34,328

仕入債務の増減額（△は減少） △1,437,461

未払消費税等の増減額（△は減少） 72,975

その他 216,880

小計 848,391

利息及び配当金の受取額 16,462

利息の支払額 △29,257

法人税等の支払額 △324,496

営業活動によるキャッシュ・フロー 511,101

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の預入による支出 △100,000

投資有価証券の取得による支出 △7,035

有形固定資産の取得による支出 △67,496

有形固定資産の売却による収入 13,500

無形固定資産の取得による支出 △75,945

貸付金の回収による収入 110

貸付けによる支出 △400

投資活動によるキャッシュ・フロー △237,267

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） △300,000

自己株式の取得による支出 △1,652

自己株式の売却による収入 288

配当金の支払額 △95,194

財務活動によるキャッシュ・フロー △396,557

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △122,724

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四半期末残高 2,911,562
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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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｢参考資料｣ 

 前年四半期に係る財務諸表等 

(要約) 四半期損益計算書     

科目 
前第３四半期連結累計期間 
 (自 平成19年４月１日 
  至 平成19年12月31日) 

Ⅰ 売上高 12,757,207 

Ⅱ 売上原価 9,572,485 

売上総利益 3,184,722 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 3,039,856 

営業利益 144,865 

Ⅳ 営業外収益 121,987 

１ 受取利息 6,234 

２ 受取配当金 12,867 

３ 受取家賃 5,708 

４ 為替予約評価益 26,479 

５ 為替差益 2,691 

６ その他 68,005 

Ⅴ 営業外費用 30,941 

１ 支払利息 27,157 

２ その他 3,783 

経常利益 235,911 

Ⅵ 特別利益 27,275 

１ 固定資産売却益 23,917 

２ 投資有価証券売却益 3,357 

Ⅶ 特別損失 47,282 

１ 固定資産売却損 7,021 

２ 固定資産除却損 18,213 

３ 投資有価証券評価損 22,047 

税金等調整前四半期純利益 215,904 

法人税、住民税及び事業税 293,836 

法人税等調整額 △132,703 

四半期純利益 54,771 
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