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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年9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2四半期 6,851 △17.5 △6 ― 3 △93.5 △60 ―

21年3月期第2四半期 8,304 ― 46 ― 61 ― △152 ―

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2四半期 △2.55 ―

21年3月期第2四半期 △6.45 ―

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2四半期 15,503 8,281 53.4 349.68
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2四半期  8,281百万円 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

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3月期 ― 0.00 ― 5.00 5.00
22年3月期 ― 0.00

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 14,220 △7.6 115 ― 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                 ） 

(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  

(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、４ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。 

(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2四半期 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2四半期  135,350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2四半期 23,684,289株 21年3月期第2四半期 23,693,299株
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当第２四半期連結会計期間におけるわが国経済は、企業の在庫調整の進展や、政府の景気対策等により

最悪期を脱しつつあるものの、賃金の減少・雇用不安など個人消費は引き続き低迷しております。 

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、消費者の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状況が続いております。 

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努めてまいりました。 

以上の結果、当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高は６８億５１百万円（前年同四半期比17.5％

減少）、営業損失６百万円（前年同四半期４６百万円の営業利益）、経常利益３百万円（前年同四半期比

93.5％の減少）、当期純損失６０百万円（前年同四半期は１億５２百万円の当期純損失）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６６億６１百万円と前年同四半期比

１４億６３百万円（18.0％）の減収となり、営業利益は１億８８百万円と前年同四半期比１億３６百万円

（42.0％）の減益となりました。 

（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１億９０百万円と

前年同四半期比１０百万円（6.1％）の増収となり、営業利益は１億１９百万円と前年同四半期比１６百

万円（15.5％）の増益となりました。 

  

（1）資産、負債及び純資産の状況 

当第２四半期連結会計期間末の財政状態は、総資産は１５５億３百万円となり、前連結会計年度末と比

較して６億４５百万円の減少となりました。これは主に、現金及び預金１億６７百万円、受取手形及び売

掛金の１億８８百万円の減少等によるものです。 

負債につきましては、７２億２２百万円となり、前連結会計年度末と比較して５億３５百万円の減少と

なりました。これは主に、支払手形及び買掛金の１億２５百万円、短期借入金の３億円の減少等によるも

のです。 

純資産につきましては、８２億８１百万円となり、前連結会計年度末と比較して１億１０百万円の減少

となりました。これは主に、配当金の支払１億１８百万円等によるものです。 

以上の結果、当第２四半期連結会計期間末の自己資本比率は５３.４％となり、前連結会計年度末と比

較して１.４ポイントの改善となりました。 

  

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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（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

度末に比べて１億６７百万円減少し２５億１２百万円(前年同四半期は３０億９５百万円)となりました。

当第２四半期連結累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２億８８百万円（前年同四半期は３億３３百万円の増加）となりま

した。これは主に、減価償却費１億９３百万円、売上債権の減少額１億８８百万円等による増加

と、仕入債務の減少１億２５百万円、未払消費税等の減少８３百万円等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３６百万円（前年同四半期は１億８５百万円の減少）となりま

した。これは主に、投資有価証券の取得２３百万円及び有形固定資産の取得１１百万円によるもの

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４億１９百万円（前年同四半期は８６百万円の減少）となりまし

た。これは主に、短期借入金の返済３億円、配当金の支払額１億１８百万円によるものです。 

  

連結業績予想につきましては、平成２１年８月１３日に公表いたしました業績予想から、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」をご参照ください。 

  
  

該当事項はありません。 
  

 
  

3. 連結業績予想に関する定性的情報

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２四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。
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(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１０
０分の１０を超えているため、当第２四半期連結会計期間では区分掲記することとしております。
なお、前第２四半期連結会計期間末の「無形固定資産」に含まれる「ソフトウエア」は312,697千円
であります。

② 四半期連結損益計算書関係

前第２四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２四半期連結累計期間では区分掲記すること
としております。なお、前第２四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2,299千円であります。
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１【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９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 2,512,621 2,679,875

受取手形及び売掛金 3,160,924 3,349,512

商品 1,112,747 1,141,238

製品 4,417 8,731

仕掛品 8,770 13,738

原材料及び貯蔵品 49,847 56,708

繰延税金資産 69,412 90,371

その他 114,477 240,621

貸倒引当金 △39,133 △41,224

流動資産合計 6,994,085 7,539,572

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,472,579 3,577,765

機械装置及び運搬具（純額） 66,448 82,762

土地 2,697,889 2,697,889

その他（純額） 87,481 96,631

有形固定資産合計 6,324,399 6,455,049

無形固定資産   

ソフトウエア 276,097 －

その他 53,558 374,709

無形固定資産合計 329,655 374,709

投資その他の資産   

投資有価証券 841,149 701,707

長期預金 300,000 300,000

繰延税金資産 523,114 581,812

その他 309,379 308,390

貸倒引当金 △117,979 △111,962

投資その他の資産合計 1,855,663 1,779,946

固定資産合計 8,509,718 8,609,705

資産合計 15,503,804 16,149,278
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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９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 3,208,380 3,333,805

短期借入金 2,513,000 2,813,000

未払法人税等 45,584 25,913

賞与引当金 166,463 181,780

その他 204,849 336,645

流動負債合計 6,138,277 6,691,144

固定負債   

退職給付引当金 795,642 784,515

役員退職慰労引当金 249,100 236,300

その他 39,303 45,819

固定負債合計 1,084,045 1,066,635

負債合計 7,222,322 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 2,965,137 2,965,137

利益剰余金 2,118,003 2,296,764

自己株式 △30,823 △30,222

株主資本合計 8,287,865 8,467,226

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △6,383 △75,727

評価・換算差額等合計 △6,383 △75,727

純資産合計 8,281,481 8,391,498

負債純資産合計 15,503,804 16,149,278
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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）

前第2四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第2四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 8,304,903 6,851,954

売上原価 6,141,038 5,026,492

売上総利益 2,163,864 1,825,461

販売費及び一般管理費 2,117,517 1,832,023

営業利益 46,347 △6,561

営業外収益   

受取利息 4,319 1,303

受取配当金 8,623 6,554

その他 23,657 28,837

営業外収益合計 36,600 36,696

営業外費用   

支払利息 19,607 16,588

為替差損 － 1,124

支払手数料 － 8,355

その他 2,304 109

営業外費用合計 21,911 26,177

経常利益 61,035 3,956

特別損失   

固定資産売却損 386 450

固定資産除却損 4,555 345

投資有価証券評価損 188,763 －

会員権評価損 － 4,960

特別損失合計 193,705 5,755

税金等調整前四半期純利益 △132,669 △1,798

法人税、住民税及び事業税 15,231 25,742

法人税等調整額 4,976 32,788

法人税等合計 20,207 58,531

四半期純利益 △152,876 △60,329
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      【第２四半期連結会計期間】 

（単位：千円）

前第2四半期連結会計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第2四半期連結会計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 4,292,189 3,704,455

売上原価 3,214,002 2,726,962

売上総利益 1,078,187 977,493

販売費及び一般管理費 1,048,815 900,896

営業利益 29,372 76,596

営業外収益   

受取利息 3,439 709

受取配当金 5,764 1,574

受取家賃 － 4,866

その他 12,765 11,881

営業外収益合計 21,969 19,031

営業外費用   

支払利息 9,833 6,647

為替差損 － 5

支払手数料 － 1,906

その他 1,841 95

営業外費用合計 11,675 8,655

経常利益 39,665 86,973

特別利益   

貸倒引当金戻入額 26,024 －

特別利益合計 26,024 －

特別損失   

固定資産売却損 198 －

固定資産除却損 260 224

投資有価証券評価損 144,094 －

特別損失合計 144,553 224

税金等調整前四半期純利益 △78,862 86,748

法人税、住民税及び事業税 959 16,763

法人税等調整額 11,202 △42,205

法人税等合計 12,162 △25,442

四半期純利益 △91,025 112,191
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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2四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第2四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９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 △132,669 △1,798

減価償却費 213,193 193,683

有形固定資産除却損 447 440

有形固定資産売却損益（△は益） 462 －

投資有価証券評価損益（△は益） 188,763 －

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） △1,735 3,924

賞与引当金の増減額（△は減少） 12,700 △15,317

退職給付引当金の増減額（△は減少） 5,998 11,126

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 12,700 12,800

受取利息及び受取配当金 △12,942 △7,858

支払利息 19,607 16,588

売上債権の増減額（△は増加） 934,629 188,587

たな卸資産の増減額（△は増加） 8,996 44,633

仕入債務の増減額（△は減少） △1,078,296 △125,425

未払消費税等の増減額（△は減少） 63,097 △83,270

その他 320,732 56,608

小計 555,686 300,133

利息及び配当金の受取額 12,924 8,313

利息の支払額 △19,607 △13,602

法人税等の支払額 △215,569 △6,071

営業活動によるキャッシュ・フロー 333,433 288,773

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 △3,972 △23,029

有形固定資産の取得による支出 △54,421 △2,697

有形固定資産の売却による収入 9,000 －

無形固定資産の取得による支出 △35,870 △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 50 120

貸付けによる支出 △400 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △185,613 △36,996

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 △300,000

自己株式の取得による支出 △1,183 △600

自己株式の売却による収入 69 －

配当金の支払額 △95,409 △118,430

財務活動によるキャッシュ・フロー △86,523 △419,031
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（単位：千円）

前第2四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第2四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 61,296 △167,254

現金及び現金同等物の期首残高 3,034,286 2,679,875

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,095,582 2,512,621
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該当事項はありません。 

  

前第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日） 

 
(注) １ 事業区分の方法及び各区分に属する主要な製品及び商品の名称 

（1）事業区分の方法・・・製品及び商品の種類別区分による 

（2）各区分に属する主要な製品及び商品の名称 

 ① 業務用厨房関連事業・・フライヤー、洗浄機、製菓製パン機器、業務用家具などの厨房関連製品及び商品

 ② その他の事業・・・・・不動産賃貸など 

２ 「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第９号)を第

１四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、原価法から原価法（収益性の低下による簿価切下

げの方法）に変更しております。 

 この結果、従来の方法によった場合と比べて、第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益がそれぞれ

13,502千円減少しており、税金等調整前四半期純損失が13,502千円増加しております。 

  

当第２四半期連結累計期間（平成 21年４月１日 至 平成21年９月30日） 

 
(注) １ 事業区分の方法及び各区分に属する主要な製品及び商品の名称 

（1）事業区分の方法・・・製品及び商品の種類別区分による 

（2）各区分に属する主要な製品及び商品の名称 

 ① 業務用厨房関連事業・・フライヤー、洗浄機、製菓製パン機器、業務用家具などの厨房関連製品及び商品

 ② その他の事業・・・・・不動産賃貸など 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

業務用厨房 
関連事業 
(千円)

その他の事業
(千円)

計
(千円)

消去又は全社 
(千円)

連結
(千円)

売上高

  (1) 外部顧客に 
      対する売上高

8,125,065 179,838 8,304,903 ― 8,304,903

  (2) セグメント間の内部 
      売上高又は振替高

─ 10,162 10,162 （10,162） ―

計 8,125,065 190,001 8,315,066 （10,162） 8,304,903

営業利益 325,342 103,850 429,192 （382,845） 46,347

業務用厨房 
関連事業 
(千円)

その他の事業
(千円)

計
(千円)

消去又は全社 
(千円)

連結
(千円)

売上高

  (1) 外部顧客に 
      対する売上高

6,661,218 190,736 6,851,954 ― 6,851,954

  (2) セグメント間の内部 
      売上高又は振替高

─ 10,162 10,162 （10,162） ―

計 6,661,218 200,899 6,862,117 （10,162） 6,851,954

営業利益 188,814 119,902 308,717 （315,279） △6,561
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 前第２四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日)及び当第２四半期連結累
計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日) 

在外連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。 

  

 前第２四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日)及び当第２四半期連結累
計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日) 

海外売上高がないため、該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

北沢産業株式会社(9930)　平成22年3月期　第2四半期決算短信

13




