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1.  平成22年2月期第2四半期の連結業績（平成21年3月1日～平成21年8月31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2月期第2四半期 17,339 ― 1,071 ― 1,142 ― 567 ―
21年2月期第2四半期 18,436 1.3 1,266 △8.7 1,383 △8.6 727 △8.5

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2月期第2四半期 28.72 ―
21年2月期第2四半期 36.78 ―

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2月期第2四半期 32,234 17,083 53.0 863.90
21年2月期 32,177 16,616 51.6 840.30

（参考） 自己資本  22年2月期第2四半期  17,083百万円 21年2月期  16,616百万円

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
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年2月期 ― 7.00 ― 7.00 14.00
22年2月期 ― 7.00
22年2月期 
（予想）

― 7.00 14.00

3.  平成22年2月期の連結業績予想（平成21年3月1日～平成22年2月28日） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 34,400 △5.0 1,832 △15.9 2,000 △15.7 1,018 △17.2 51.48
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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  

(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）詳細については、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）詳細については、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 
１． 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および将来の業績に影響を与える不確実な要因に係わる本資料発表日現在における 
仮定を前提としています。実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。なお、上記業績予想に関する事項は、4ペー
ジ【定性的情報・財務諸表等】３．連結業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 
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）および「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） 22年2月期第2四半期 19,780,000株 21年2月期 19,780,000株
② 期末自己株式数 22年2月期第2四半期 5,570株 21年2月期 5,570株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年2月期第2四半期 19,774,430株 21年2月期第2四半期 19,774,430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２四半期連結累計期間（平成21年３月１日～平成21年８月31日）における我が国の経済は、世界的な金融危

機を背景とした景気低迷が続く中、政府の経済政策等により個人消費の一部に持ち直し感が伺えるものの、全体と

しては今なお低迷の渦中にあり、企業収益や雇用情勢も依然として厳しい状況で推移しております。当社グループ

の主なお客様である外食・中食産業におきましても、消費者の生活防衛等による外食頻度の減少や低価格化の進行

等により厳しい経営環境が続いております。

　当第２四半期連結累計期間の業績といたしましては、主に外食チェーンおよびスーパーマーケットが新規出店を

抑制したこと等の影響を受け、売上高は173億39百万円となりました。利益面では､コストダウンおよび経費削減に

努めましたが売上高のマイナス分をカバーしきれず、営業利益は10億71百万円、経常利益は11億42百円となりまし

た。四半期純利益はベーカリー部門の大阪工場が賃借期間終了に伴い移転費用が発生したこと等により５億67百万

円となりました。

　事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。

　厨房部門「業務用厨房機器製造販売業」

　全国を網羅する販売事業所体制を活かし、幅広い業種に対するきめ細かな訪問活動を営業活動の柱とするととも

に、「展示即売会」や「調理講習会」等の拡販策を強化してまいりました。あわせて将来の安定的拡大のため、省

エネ性が高くエコロジー、かつ高機能で誰にでも美味しく調理できる等といった時代にマッチした新製品の開発を

積極化し、各種の拡販策の中でお客様にご提案していくことで、新規受注の獲得や入替え需要の発掘に取り組み、

業績の向上に努めてまいりました。

　当第２四半期連結累計期間における新製品といたしましては、価格を大幅に抑えた電磁調理器「IHクリーンコン

ロ単機能低価格シリーズ」、IH加熱による高い省エネ性を活かした「IH卓上エプロン式コンベアフライヤー」、置

き箸を使用する飲食店等の増加を受けて開発した「箸殺菌庫」、ガス式に劣らないパワフルな火力が自慢の「IH中

華レンジ」、大量のスープ調理に欠かせない大型の「IHスープレンジ10kWシリーズ」、強力な沸騰力と省エネ性に

優れた「IHラーメン釜」等、６シリーズを開発、発売いたしました。

　製造部門におきましては、内製化の促進と生産性アップ、並びに特注製品対応の強化に継続的に取り組むととも

に、原資材価格の値戻し交渉に注力してまいりました。

　しかしながら、厳しい経済情勢の中､外食チェーンおよびスーパーマーケットの新規出店抑制等の影響は大きく､

これをカバーするため幅広く多業種への拡販に努めましたがカバーできず､売上高は158億66百万円と減収となりま

した。利益面では、コストダウンおよび経費削減に努めましたが売上高のマイナス分をカバーしきれず、営業利益

は12億10百万円となりました。

　ベーカリー部門「ベーカリー機器製造販売業」

　国内製パンメーカーからの大型受注があったこと等により、売上高は12億66百万円と増収となりましたが、利益

面では当該大型物件の競争激化による低価格受注、および原資材価格の高止まり等により27百万円の営業損失とな

りました。

　ビル賃貸部門「ビル賃貸業」

　業績は計画通り推移し、売上高は２億95百万円、営業利益は１億67百万円となりました。

２．連結財政状態に関する定性的情報

　(1) 資産、負債および純資産の状況

　　当第２四半期連結会計期間末の総資産残高は、流動資産で現金及び預金等の増加に伴い３億47百万円増加し、

　固定資産は有形固定資産の減価償却費の計上に伴う減少等で２億90百万円減少した結果、前連結会計年度末に比

　べ56百万円増加の322億34百万円となりました。

　　負債の部は､支払手形及び買掛金の減少等により前連結会計年度末に比べ４億９百万円減少の151億51百万円と

　なりました。

　　純資産の部は、利益剰余金が４億29百万円計上されたこと等により前連結会計年度末に比べ４億66百万円増加

　の170億83百万円となりました。
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　(2) キャッシュ・フローの状況

　　当第２四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11億55百万円増加の49億61百万円となりました。なお、当第２四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フ

　ローの状況と主な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15億14百万円となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益が10億

　62百万円の計上および減価償却費が４億11百万円計上されたこと等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１億70百万円となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出で

　１億51百万円使用したこと等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１億88百万円となりました。配当金の支払い１億38百万円を行ったこと等に

　よるものであります。

３．連結業績予想に関する定性的情報

　厳しい経済情勢が続く中、消費者の生活防衛等による外食頻度の減少や低価格化の進行等により、主要なお客様

である外食チェーンやスーパーマーケットが新規出店を大幅に抑制したこと等の影響を受け、当第２四半期連結累

計期間の売上高は当初の予想を下回る結果となりました。また、今後の見通しといたしましても第２四半期連結累

計期間のマイナス分を取り戻すことは難しく、平成21年4月10日に公表いたしました平成22年2月期通期の連結業績

予想につきましては、売上高を344億円に修正いたします。利益面は、コストダウンや経費削減､自社製品の販売強

化等により利益確保に努めるため修正いたしません。

平成22年2月期通期連結業績予想数値の修正（平成21年3月1日～平成22年2月28日）

1株当たり
当期純利益

百万円 百万円 百万円 百万円 円 銭

前回発表予想 35,800 1,832 2,000 1,018 51.48

今回発表予想 34,400 1,832 2,000 1,018 51.48

増減率（％） △3.9 －　 －　 －　 －　

(参考)平成22年2月期通期個別業績予想数値の修正（平成21年3月1日～平成22年2月28日）

1株当たり
当期純利益

百万円 百万円 百万円 百万円 円 銭

前回発表予想 33,450 965 1,900 1,007 50.92

今回発表予想 32,050 965 1,900 1,007 50.92

増減率（％） △4.2 －　 －　 －　 －　

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
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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

 　　① 簡便な会計処理

　　　　（一般債権の貸倒見積高の算定方法）

　　　　　　当第２四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

　　　　　と認められる場合には、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。

　　　　（繰延税金資産および繰延税金負債の算定方法）

　　　　　　繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異

　　　　　等の発生状況に著しい変化がないと認められる場合には、前連結会計年度において使用した将来の業績

　　　　　予測やタックス・プランニングを利用する方法によっております。

 　　② 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理

　　　　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 四半期財務諸表に関する会計基準の適用

　　　　　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 平成19年３月14日）お

　　　　よび「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 平成19年３月14日）

　　　　を適用しております。なお、第１四半期連結会計期間（平成21年３月１日から平成21年５月31日まで）か

　　　　ら、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月

　　　　７日内閣府令第50号）附則第７条第１項第５号ただし書きにより、改正後の四半期連結財務諸表規則に基

　　　　づいて作成しております。

 　　② 棚卸資産の評価に関する会計基準の適用

　　　　通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として総平均法による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日公表分）が適用されたことに伴い、主として総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益

　　　性の低下に基づく簿価切下げの方法）により算定しております。

　　　　これによる、営業利益、経常利益および税金等調整前四半期純利益への影響はありません。

　　（追加情報）

　　　　当社および連結子会社は、平成20年度の法人税法改正を契機として資産の利用状況等を見直した結果、第

　　　１四半期連結会計期間より、有形固定資産の耐用年数を変更しております。

　　　　この結果、従来の方法によった場合に比べ、当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益および税金

　　　等調整前四半期純利益はそれぞれ27,770千円減少しております。

　　　　なお、事業の種類別セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。
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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２四半期連結会計期間末
(平成21年８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21年２月28日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,971,364 3,815,641

受取手形及び売掛金 6,441,664 7,067,722

商品及び製品 2,221,714 2,363,568

仕掛品 234,814 238,944

原材料及び貯蔵品 710,407 751,036

その他 467,708 451,729

貸倒引当金 △26,452 △14,768

流動資産合計 15,021,221 14,673,873

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 14,419,978 14,413,132

減価償却累計額 △6,733,790 △6,532,374

建物及び構築物（純額） 7,686,188 7,880,758

土地 6,886,041 6,886,041

その他 6,087,137 6,080,504

減価償却累計額 △4,816,033 △4,657,912

その他（純額） 1,271,103 1,422,591

有形固定資産合計 15,843,333 16,189,391

無形固定資産 29,243 33,593

投資その他の資産 1,340,872 1,281,060

固定資産合計 17,213,450 17,504,046

資産合計 32,234,671 32,177,919

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 7,208,417 7,536,203

短期借入金 3,800,000 3,800,000

1年内返済予定の長期借入金 467,600 99,600

未払法人税等 576,117 425,410

賞与引当金 493,000 520,000

役員賞与引当金 10,870 22,334

その他 932,799 1,061,268

流動負債合計 13,488,805 13,464,817

固定負債   

長期借入金 － 417,800

退職給付引当金 1,010,962 975,315

役員退職慰労引当金 116,450 107,500

その他 535,421 595,962

固定負債合計 1,662,834 2,096,577
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年８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21年２月28日) 

負債合計 15,151,639 15,561,394

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,164,950 3,164,950

資本剰余金 2,494,610 2,494,610

利益剰余金 16,002,550 15,573,023

自己株式 △3,519 △3,519

株主資本合計 21,658,590 21,229,063

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 56,011 19,030

土地再評価差額金 △4,631,569 △4,631,569

評価・換算差額等合計 △4,575,558 △4,612,539

純資産合計 17,083,032 16,616,524

負債純資産合計 32,234,671 32,177,919
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（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年８月31日) 

売上高 17,339,866

売上原価 12,201,328

売上総利益 5,138,538

販売費及び一般管理費 4,066,940

営業利益 1,071,598

営業外収益  

受取利息 6,152

固定資産賃貸料 11,110

仕入割引 46,121

その他 35,932

営業外収益合計 99,316

営業外費用  

支払利息 26,769

その他 2,124

営業外費用合計 28,894

経常利益 1,142,020

特別利益  

固定資産売却益 461

その他 400

特別利益合計 861

特別損失  

固定資産除却損 24,617

工場移転費用 55,912

特別損失合計 80,529

税金等調整前四半期純利益 1,062,352

法人税、住民税及び事業税 565,263

法人税等調整額 △70,859

法人税等合計 494,404

四半期純利益 567,947
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年８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利益 1,062,352

減価償却費 411,460

賞与引当金の増減額（△は減少） △27,000

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △11,463

退職給付引当金の増減額（△は減少） 35,647

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 8,950

貸倒引当金の増減額（△は減少） 8,697

受取利息及び受取配当金 △9,313

支払利息 26,769

有形固定資産除売却損益（△は益） 24,155

工場移転費用 55,912

売上債権の増減額（△は増加） 638,351

たな卸資産の増減額（△は増加） 186,612

仕入債務の増減額（△は減少） △376,086

その他 △94,140

小計 1,940,905

利息及び配当金の受取額 9,496

利息の支払額 △24,102

法人税等の支払額 △412,039

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,514,260

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 △151,751

移転に係る支出 △10,408

投資有価証券の取得による支出 △18,335

その他 10,183

投資活動によるキャッシュ・フロー △170,310

財務活動によるキャッシュ・フロー  

長期借入金の返済による支出 △49,800

配当金の支払額 △138,489

財務活動によるキャッシュ・フロー △188,289

現金及び現金同等物に係る換算差額 62

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,155,722

現金及び現金同等物の期首残高 3,805,641

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,961,364
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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 平成19年３月14日)および｢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 平成19年３月14日)を適用しております。なお、第１四半

期連結会計期間（平成21年３月１日から平成21年５月31日まで）から、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する

規則等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日内閣府令第50号）附則第７条第１項第５号ただし書きにより、改

正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成しております。

　(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) セグメント情報

　　【事業の種類別セグメント情報】

　　　当第２四半期連結累計期間（自　平成21年３月１日　至　平成21年８月31日）

（注）１．事業区分の方法

　　　　　事業区分の方法は、事業の種類・性質、損益の集計区分および関連資産等を考慮し決定しております。

　　　２．各事業区分の主要な内容

　　　　　業務用厨房機器製造販売業 … 業務用厨房機器の製造、仕入および販売

　　　　　ベーカリー機器製造販売業 … 製パン工場設備、インストアー店舗等のベーカリー機器の製造、仕入および

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　販売

　　　　　ビル賃貸業　　　　　　　 … ビルの賃貸（ビジネスホテル・介護型有料老人ホーム等）

　　　３．追加情報

　　　　　有形固定資産の耐用年数の変更

　　　　　　「定性情報・財務諸表等」４．(3)（追加情報）に記載のとおり、当社および連結子会社は、平成20年度の

　　　　　法人税法改正を契機として資産の利用状況等を見直した結果､第１四半期連結会計期間より有形固定資産の耐

　　　　　用年数を変更しております。この結果､従来の方法によった場合と比較して、当第２四半期連結累計期間の営

　　　　　業利益が業務用厨房機器製造販売業で26,170千円減少し、営業損失がベーカリー機器製造販売業で1,599千円

　　　　　増加しております。

　　【所在地別セグメント情報】

　　　当第２四半期連結累計期間（自　平成21年３月１日　至　平成21年８月31日）

　　　　本邦以外の国または地域に所在する連結子会社および重要な在外支店がないため、所在地別セグメント情報の記

　　　載を省略しております。

　　【海外売上高】

　　　当第２四半期連結累計期間（自　平成21年３月１日　至　平成21年８月31日）

　　　　海外売上高は連結売上高の10％未満のため、記載を省略しております。

　(6) 株主資本の金額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。

連結消去又は全社

（千円）

 　(2)セグメント間の内部売上高

1,178,018

88,863

（千円）

計

（千円） （千円） （千円）

業務用厨房機

　売上高

ベーカリー機
器製造販売業

　営業利益又は営業損失（△）

計

ビル賃貸業

 　(1)外部顧客に対する売上高

　　　又は振替高

295,317

－

（千円）

15,866,530

1,210,283

器製造販売業

15,866,530

－

△ 27,214

295,317

17,339,8661,266,882

17,339,866

17,428,730

1,351,054

17,339,866

167,985

－

△ 279,456 1,071,598

△ 88,863

－

△ 88,86388,863
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「参考資料」

前年同四半期に係る財務諸表等

Ⅰ　売上高 18,436

Ⅱ　売上原価 12,899

　　売上総利益 5,536

Ⅲ　販売費及び一般管理費 4,270

　　営業利益 1,266

Ⅳ　営業外収益 152

Ⅴ　営業外費用 36

　　経常利益 1,383

Ⅵ　特別利益 1

Ⅶ　特別損失 6

　　税金等調整前四半期純利益 1,378

　　法人税、住民税及び事業税 665

　　法人税等調整額 △ 14

　　中間純利益 727

　(1)（要約）中間連結損益計算書

科目

前中間連結会計期間

（自 平成20年３月１日

金額（百万円）

　　至 平成20年８月31日）
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Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー

　　税金等調整前中間純利益 1,378

　　減価償却費 416

　　賞与引当金の増加額 16

　　役員賞与引当金の減少額 △ 10

　　退職給付引当金の増加額 42

　　役員退職慰労引当金の増加額 8

　　貸倒引当金の減少額 △ 69

　　受取利息及び受取配当金 △ 8

　　支払利息 33

　　有形固定資産除売却損 1

　　売上債権の減少額 331

　　たな卸資産の増加額 △ 173

　　仕入債務の増加額 238

　　その他 187

　　小計 2,390

　　利息及び配当金の受取額 6

　　利息の支払額 △ 29

　　法人税等の支払額 △ 655

　　営業活動によるキャッシュ・フロー 1,711

Ⅱ　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 △ 141

　　有形固定資産の売却による収入 7

　　投資有価証券の取得による支出 △ 41

　　投資有価証券の売却、償還による収入 1

　　その他 △ 127

　　投資活動によるキャッシュ・フロー △ 303

Ⅲ　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 △ 800

　　長期借入金の返済による支出 △ 49

　　配当金の支払額 △ 138

　　財務活動によるキャッシュ・フロー △ 987

現金及び現金同等物に係る換算差額 △ 0

現金及び現金同等物の増加額 420

現金及び現金同等物の期首残高 3,282

現金及び現金同等物の中間期末残高 3,703

　(2)（要約）中間連結キャッシュフロー計算書

区分

前中間連結会計期間

（自 平成20年３月１日

金額（百万円）

　　至 平成20年８月31日）
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