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

 

(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 ％

22年3月期第1四半期 3,147 △21.6 △83 ― △83 ― △172 ―

21年3月期第1四半期 4,012 ― △9 ― △4 ― △61 ―

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 △7.28 ―

21年3月期第1四半期 △2.61 ―

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 15,588 8,149 52.3 344.08
21年3月期 16,149 8,391 52.0 354.28

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  8,149百万円 21年3月期  8,391百万円

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 ― ― ― 5.00 5.00

22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

― ― 5.00 5.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（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  有  
 

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

7,230 △12.9 45 △2.9 40 △34.5 0 ― 0.00

通期 14,900 △3.2 115 ― 95 ― 30 ― 1.27
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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）  無  
新規 －社 （社名                        ）   除外 －社 （社名                        ） 
（注）詳細は、５ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧下さい。 

(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  無  
（注）詳細は、５ページ【定性的情報・財務諸表等】 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、５ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧下さい。 

(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 

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。 

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） 22年3月期第1四半期 23,818,257株 21年3月期  23,818,257株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  134,212株 21年3月期  132,067株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 23,685,140株 21年3月期第1四半期 23,691,437株
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当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、世界的な金融危機を背景とした景気後退にも一部底

打ち感が見られるものの、景気の先行きの不透明感から引き続き個人消費は低迷が長期化する厳しい状況

で推移いたしました。 

当社グループの主要取引先である外食産業市場におきましても、景気後退に伴う外食離れや商品価格の

値下げ競争など、企業を取り巻く環境は非常に厳しいものとなりました。 

このような状況の中で、当社グループでは、お客様のニーズを最優先に考えた提案型セールスを販売戦

略とした積極的な営業を展開するとともに、収益力の向上と財務体質の強化に勤めてまいりました。 

以上の結果、当第１四半期連結会計期間の業績は、売上高は３１億４７百万円（前年同四半期期比

21.6％減）、営業損失８３百万円（前年同四半期は９百万円の営業損失）、経常損失８３百万円（前年同

四半期は４百万円の経常損失）、当期純損失１億７２百万円（前年同四半期は６１百万円の当期純損失）

となりました。 

  

事業の種類別セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。 

（業務用厨房関連事業） 

業務用厨房関連事業におきましては、長引く景気低迷の影響から同業他社との競争激化、販売価格の低

下等、引き続き厳しい状況で推移しております。この結果、売上高は３０億５７百万円と前年同四半期比

８億６５百万円（２２.１％）の減収となり、営業利益は１億０４百万円の営業損失（前年同四半期は１

億６０百万円の営業利益）となりました。 

（その他の事業） 

その他の事業におきましては、不動産の賃貸収入が安定して推移しており、売上高は８９百万円（前年

同四半期の売上高は９０百万円）営業利益は５５百万円と前年同四半期比２百万円（４.９％）の増益と

なりました。 

  

（1）資産、負債および純資産の状況 

当第１四半期連結会計期間末の財政状態は、総資産は１５５億８８百万円となり、前連結会計年度末と

比較して５億６１百万円の減少となりました。これは主に、受取手形及び売掛金の４億２８百万円の減少

等によるものです。 

負債につきましては、７４億３８百万円となり、前連結会計年度末と比較して３億１８百万円の減少と

なりました。これは主に、支払手形及び買掛金の６２百万円、短期借入金の２億円、賞与引当金の８３百

万円の減少等によるものです。 

純資産につきましては、８１億４９百万円となり、前連結会計年度末と比較して２億４２百万円の減少

となりました。これは主に、配当金の支払１億１８百万円、四半期純損失の計上額１億７２百万等による

ものです。 

以上の結果、当第１四半期連結会計期間末の自己資本比率は５２.３％となり、前連結会計年度末と比

較して０.３ポイントの改善となりました。 

（2）キャッシュ・フローの状況 

当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年

度末に比べて４３百万円減少し２６億３６百万円（前年同四半期は３３億２６百万円）となりました。 

・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

2. 連結財政状態に関する定性的情報
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当第１四半期連結会計期間に係る区分ごとのキャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果得た資金は３億９百万円（前年同四半期は４億３０百万円の増加）となりまし

た。これは主に、減価償却費９６百万円、売上債権の減少額４億２８百万円等による増加と、税金

等調整前四半期純損失８８百万円、賞与引当金の減少額８３百万円、未払消費税等の減少額７９百

万円等による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３３百万円（前年同四半期は５２百万円の減少）となりました。

これは主に、投資有価証券の取得２１百万円、無形固定資産の取得１１百万円等によるものです。

（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３億１８百万円（前年同四半期は８５百万円の減少）となりまし

た。これは主に、短期借入金の返済２億円、配当金の支払額１億１８百万円等によるものです。 
  

連結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から、第２四半期連結

累計期間及び通期の業績予想を修正しております。詳細につきましては、本日開示しております「業績予

想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

  

3. 連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 

  

 
  

 
  

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)

(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

（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。

（たな卸資産の評価方法）
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。

（固定資産の減価償却費の算定方法）
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費の額を期間按分して算定する方法に

よっております。

(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

（据付工事を含む販売契約の売上高及び売上原価の計上基準の変更）
据付工事を含む販売契約に係る収益の計上基準については、従来検収基準を適用しておりましたが、「工事契約
に関する会計基準」（企業会計基準第15号 平成19年12月27日）及び「工事契約に関する会計基準の適用指針」
（企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日）を当第１四半期連結会計期間より適用し、当第１四半期連
結会計期間に着手した据付工事を含む販売契約のうち、納品開始から引渡予定日までの期間が90日以上で、進捗
部分について成果の確実性が認められる販売契約については工事進行基準（販売の進捗率の見積りは原価比例法
を）、その他の据付工事を含む販売契約については検収基準を適用しております。  
 この変更による影響はありません。 

（表示方法の変更） 
① 四半期連結貸借対照表関係 
 前連結会計期間において、「無形固定資産」に含めていた「ソフトウエア」は、資産総額の１００分の１０を
超えているため、当第１四半期連結会計期間より区分掲記することとしております。なお、前連結会計期間末の
「無形固定資産」に含まれる「ソフトウエア」は321,071千円であります。

② 四半期連結損益計算書関係
  当第１四半期連結累計期間において、営業外収益の「受取保険金」は営業外収益総額の１００分の２０を超え
たため区分掲記しております。なお、前第１四半期連結累計期間の「受取保険金」はありません。

 また、前第１四半期連結累計期間において、営業外費用の「その他」に含めていた「支払手数料」は、営業外
費用総額の１００分の２０を超えたため、当第１四半期連結累計期間より区分掲記することとしております。な
お、前第１四半期連結累計期間の営業外費用の「その他」に含まれる「支払手数料」は462千円であります。
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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21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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,636,513 2,679,875

受取手形及び売掛金 2,921,445 3,349,512

商品 1,162,201 1,141,238

製品 6,200 8,731

仕掛品 11,477 13,738

原材料及び貯蔵品 54,686 56,708

繰延税金資産 52,095 90,371

その他 219,960 240,621

貸倒引当金 △37,051 △41,224

流動資産合計 7,027,529 7,539,572

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,526,019 3,577,765

機械装置及び運搬具（純額） 74,178 82,762

土地 2,697,889 2,697,889

その他（純額） 96,365 96,631

有形固定資産合計 6,394,451 6,455,049

無形固定資産   

ソフトウエア 298,578 －

その他 53,598 374,709

無形固定資産合計 352,176 374,709

投資その他の資産   

投資有価証券 805,304 701,707

長期預金 300,000 300,000

繰延税金資産 511,951 581,812

その他 307,730 308,390

貸倒引当金 △111,142 △111,962

投資その他の資産合計 1,813,844 1,779,946

固定資産合計 8,560,472 8,609,705

資産合計 15,588,002 16,149,278
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,270,903 3,333,805

短期借入金 2,613,000 2,813,000

未払法人税等 21,098 25,913

賞与引当金 98,147 181,780

その他 365,491 336,645

流動負債合計 6,368,641 6,691,144

固定負債   

退職給付引当金 783,309 784,515

役員退職慰労引当金 242,700 236,300

その他 44,153 45,819

固定負債合計 1,070,162 1,066,635

負債合計 7,438,803 7,757,779

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 2,965,137

利益剰余金 2,006,082 2,296,764

自己株式 △30,607 △30,222

株主資本合計 8,175,889 8,467,226

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △26,690 △75,727

評価・換算差額等合計 △26,690 △75,727

純資産合計 8,149,198 8,391,498

負債純資産合計 15,588,002 16,149,278
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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）

前第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) 

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

売上高 4,012,713 3,147,499

売上原価 2,927,036 2,299,530

売上総利益 1,085,677 847,968

販売費及び一般管理費 1,094,726 931,127

営業損失（△） △9,049 △83,158

営業外収益   

受取利息 879 594

受取配当金 2,859 4,980

受取保険金 － 3,119

その他 10,891 8,969

営業外収益合計 14,631 17,664

営業外費用   

支払利息 9,773 9,941

為替差損 － 1,119

支払手数料 － 6,448

その他 462 13

営業外費用合計 10,236 17,522

経常損失（△） △4,654 △83,017

特別損失   

固定資産売却損 188 －

固定資産除却損 4,294 120

会員権売却損 － 450

投資有価証券評価損 44,668 －

会員権評価損 － 4,960

特別損失合計 49,151 5,530

税金等調整前四半期純損失（△） △53,806 △88,547

法人税、住民税及び事業税 14,271 8,979

法人税等調整額 △6,226 74,993

法人税等合計 8,044 83,973

四半期純損失（△） △61,851 △172,521
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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）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(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   

税金等調整前四半期純損失（△） △53,806 △88,547

減価償却費 99,584 96,714

有形固定資産除却損 4,294 120

有形固定資産売却損益（△は益） 188 －

投資有価証券評価損益（△は益） 44,668 －

会員権売却損益（△は益） － 450

会員権評価損 － 4,960

貸倒引当金の増減額（△は減少） 32,510 △4,994

賞与引当金の増減額（△は減少） △86,400 △83,633

退職給付引当金の増減額（△は減少） △1,513 △1,206

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 6,300 6,400

受取利息及び受取配当金 △3,739 △5,574

支払利息 9,773 9,941

売上債権の増減額（△は増加） 833,047 428,066

たな卸資産の増減額（△は増加） △83,289 △14,149

仕入債務の増減額（△は減少） △598,234 △62,901

未払消費税等の増減額（△は減少） 34,547 △79,833

その他 413,389 121,876

小計 651,322 327,687

利息及び配当金の受取額 3,477 5,281

利息の支払額 △9,950 △5,761

法人税等の支払額 △214,013 △17,794

営業活動によるキャッシュ・フロー 430,835 309,412

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 △21,217

有形固定資産の取得による支出 △26,869 △1,412

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 △11,440

会員権の売却による収入 － 50

貸付金の回収による収入 － 60

投資活動によるキャッシュ・フロー △52,587 △33,959

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） 10,000 △200,000

自己株式の取得による支出 △704 △384

自己株式の売却による収入 69 －

配当金の支払額 △95,137 △118,430

財務活動によるキャッシュ・フロー △85,772 △318,815

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 292,475 △43,362

現金及び現金同等物の期首残高 3,034,286 2,679,875
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（単位：千円）

前第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) 

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

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,326,762 2,636,513
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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
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