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1.  平成22年3月期第1四半期の業績（平成21年4月1日～平成21年6月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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 ％

22年3月期第1四半期 3,201 30.4 △235 ― △202 ― △137 ―
21年3月期第1四半期 2,455 ― △432 ― △407 ― △280 ―

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

22年3月期第1四半期 △21.82 ―
21年3月期第1四半期 △44.56 ―

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

22年3月期第1四半期 11,812 6,436 54.5 1,021.28
21年3月期 14,744 6,628 45.0 1,051.75

（参考） 自己資本  22年3月期第1四半期  6,436百万円 21年3月期  6,628百万円

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

21年3月期 ― 0.00 ― 10.00 10.00
22年3月期 ―
22年3月期 
（予想）

0.00 ― 10.00 10.00

3.  平成22年3月期の業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）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 
累計期間

9,860 40.1 350 ― 400 ― 175 ― 27.77

通期 18,700 △1.4 380 3.2 470 5.3 185 96.4 29.35

                                 



4.  その他 
(1) 簡便な会計処理及び四半期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・財務諸表等】４．その他をご覧ください。〕 

(2) 四半期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） 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第1四半期 6,306,000株 21年3月期 6,306,000株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期 3,277株 21年3月期 3,277株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年3月期第1四半期 6,302,723株 21年3月期第1四半期 6,302,723株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
※上記の予想につきましては、現状で判断しうる一定の前提、仮定に基づいております。今後発生する状況の変化によっては異なる業績結果となることも
予想されますので、ご了解下さい。なお、上記業績予想に関する事項は、３ページをご参照下さい。 

                                 



当第１四半期におけるわが国経済は、世界規模の経済不況のなかで、一部に持ち直しの動きがみられ、景気の下

落に歯止めがかかったと判断されるものの、反発力は弱く、依然として先行きは厳しい状況が続いております。 

このような状況のもと、当社は、総合厨房機器メーカーとして、最近、ますます注目の集まる「食の安全・安

心」に繋がる厨房機器・厨房システムの提案に心がけ、営業部門、生産部門及び管理部門の各部門が一体となって

業績の向上に取り組んでまいりました。 

以上の結果、６月に大型の学校給食センターの売上が計画通りに計上できたこともあり、売上高は前年同四半期

より30.4％増加し32億１百万円となりました。営業損失は２億35百万円、経常損失は２億２百万円、四半期純損失

は１億37百万円となりました。 

当第１四半期の業績は、通期業績予想の売上高の17.1％程度となっておりますが、これは当社の四半期業績の特

性として、学校給食設備等の売上高が、第１及び第３四半期に比べて第２及び第４四半期に集中する傾向があり、

それを踏まえた業績予想となっております。 

   

（１）資産、負債及び純資産の状況 

 当第１四半期会計期間末の資産合計は、前事業年度末に比べ29億31百万円減少し、118億12百万円となりまし 

た。これは主に、商品及び製品が５億６百万円増加したものの、受取手形及び売掛金が34億79百万円減少したこと

などによるものであります。 

 負債合計は、前事業年度末に比べ27億39百万円減少し、53億75百万円となりました。これは主に、支払手形及び

買掛金が14億65百万円減少、短期借入金が10億36百万円、未払法人税等が２億73百万円減少したことなどによるも

のであります。  

 純資産合計は、前事業年度末に比べ１億92百万円減少し、64億36百万円となりました。これは主に、四半期純損

失を１億37百万円計上し、また、剰余金の配当が63百万円あったことなどによるものであります。 

（２）キャッシュ・フローの状況  

 当第１四半期会計期間における現金及び現金同等物は（以下「資金」という。）は、前事業年度末に比べて１億

35百万円減少（前年同四半期は６億93百万円増加）し、当第１四半期会計期間末には18億45百万円となりました。

 各キャッシュ・フローの状況と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） 

  営業活動の結果得られた資金は10億73百万円（前年同四半期比3.3％減）となりました。これは主に税引前四

半期純損失を２億３百万円計上し、たな卸資産が５億54百万円の増加、仕入債務が14億80百万円の減少となった

ものの、売上債権が34億91百万円の減少となったことなどによるものであります。 

 （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22百万円（前年同四半期比31.9％増）となりました。これは主に有形固定資産

の取得が11百万円、その他の支出が10百万円あったことなどによるものであります。 

 （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11億86百万円（前年同四半期比196.5％増）となりました。これは主に短期借

入金を12億36百万円返済したことなどによるものであります。 

平成22年３月期の業績予想につきましては、平成21年５月15日に公表いたしました業績予想に変更はございませ

ん。  

  

（簡便な会計処理） 

たな卸資産の評価方法 

実地たな卸を省略し前事業年度末に係る実地たな卸高を基礎とした合理的な方法により算定しております。  

  

該当事項はありません。  

  

  

【定性的情報・財務諸表等】

１．経営成績に関する定性的情報

２．財政状態に関する定性的情報

３．業績予想に関する定性的情報

４．その他

（１）簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（２）四半期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

                                 



５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成21年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,845,057 1,980,091

受取手形及び売掛金 3,646,489 7,125,971

商品及び製品 1,366,820 859,889

仕掛品 341,908 333,468

原材料及び貯蔵品 330,807 291,364

繰延税金資産 218,912 131,974

その他 73,208 48,363

貸倒引当金 △6,724 △11,868

流動資産合計 7,816,478 10,759,255

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 516,281 523,796

土地 2,363,610 2,363,610

その他（純額） 153,823 152,332

有形固定資産合計 3,033,716 3,039,739

無形固定資産 39,937 42,180

投資その他の資産   

投資有価証券 435,532 421,047

繰延税金資産 294,361 310,348

その他 215,867 195,670

貸倒引当金 △23,517 △23,953

投資その他の資産合計 922,244 903,113

固定資産合計 3,995,898 3,985,033

資産合計 11,812,376 14,744,288

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,852,670 3,318,151

短期借入金 349,000 1,385,000

1年内返済予定の長期借入金 294,702 336,352

未払法人税等 14,390 287,715

未払費用 140,367 114,963

賞与引当金 306,776 204,482

その他 210,801 188,394

流動負債合計 3,168,708 5,835,058

固定負債   

長期借入金 1,246,435 1,297,148

退職給付引当金 691,129 712,567

役員退職慰労引当金 244,341 247,541

その他 24,918 23,096

固定負債合計 2,206,825 2,280,353

負債合計 5,375,534 8,115,412

                                 



（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成21年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,445,600 1,445,600

資本剰余金 1,537,125 1,537,125

利益剰余金 3,962,316 4,162,860

自己株式 △2,346 △2,346

株主資本合計 6,942,694 7,143,238

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 193 △8,316

土地再評価差額金 △506,045 △506,045

評価・換算差額等合計 △505,852 △514,362

純資産合計 6,436,842 6,628,876

負債純資産合計 11,812,376 14,744,288

                                 



（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 2,455,568 3,201,099

売上原価 1,966,794 2,481,669

売上総利益 488,774 719,429

販売費及び一般管理費   

役員報酬 13,440 12,360

給料 372,161 383,917

賞与引当金繰入額 75,171 75,822

退職給付費用 32,758 39,331

役員退職慰労引当金繰入額 3,840 3,840

その他 424,225 439,770

販売費及び一般管理費合計 921,597 955,041

営業損失（△） △432,823 △235,611

営業外収益   

受取配当金 7,706 7,431

仕入割引 19,882 24,557

その他 5,076 12,087

営業外収益合計 32,666 44,076

営業外費用   

支払利息 6,518 9,898

その他 1,312 1,436

営業外費用合計 7,830 11,335

経常損失（△） △407,987 △202,870

特別利益   

貸倒引当金戻入額 3,865 5,579

特別利益合計 3,865 5,579

特別損失   

固定資産除却損 743 6,389

たな卸資産評価損 20,744 －

特別損失合計 21,488 6,389

税引前四半期純損失（△） △425,609 △203,680

法人税、住民税及び事業税 10,487 8,480

法人税等調整額 △155,269 △74,644

法人税等合計 △144,782 △66,163

四半期純損失（△） △280,827 △137,516

                                 



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純損失（△） △425,609 △203,680

減価償却費 19,183 20,843

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3,865 △5,579

賞与引当金の増減額（△は減少） 102,057 102,294

退職給付引当金の増減額（△は減少） 3,332 △21,438

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △6,719 △3,199

受取利息及び受取配当金 △7,710 △7,432

支払利息 6,518 9,898

たな卸資産評価損 20,744 －

売上債権の増減額（△は増加） 2,495,598 3,491,565

たな卸資産の増減額（△は増加） △335,576 △554,813

仕入債務の増減額（△は減少） △758,698 △1,480,894

その他 2,968 2,653

小計 1,112,222 1,350,216

利息及び配当金の受取額 7,710 7,322

利息の支払額 △5,947 △8,537

法人税等の支払額 △3,704 △275,024

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,110,279 1,073,977

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 △3,836 △11,734

無形固定資産の取得による支出 △2,045 △274

投資有価証券の取得による支出 △4,952 △2,280

その他の支出 △7,064 △10,618

その他の収入 931 2,523

投資活動によるキャッシュ・フロー △16,968 △22,384

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 － 200,000

短期借入金の返済による支出 △301,000 △1,236,000

長期借入金の返済による支出 △41,650 △92,363

リース債務の返済による支出 － △1,626

配当金の支払額 △57,517 △56,637

財務活動によるキャッシュ・フロー △400,167 △1,186,627

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 693,143 △135,034

現金及び現金同等物の期首残高 1,199,954 1,980,091

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,893,098 1,845,057

                                 



 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。  

  

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

６．その他の情報
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