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1.  平成22年2月期第3四半期の連結業績（平成21年3月1日～平成21年11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2月期第3四半期 25,944 ― 1,796 ― 1,910 ― 1,006 ―
21年2月期第3四半期 28,143 2.0 1,813 △10.7 1,975 △10.3 957 △19.0

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3四半期 50.88 ―
21年2月期第3四半期 48.42 ―

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3四半期 32,278 17,364 53.8 878.15
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3四半期  17,364百万円 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  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

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3四半期 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3四半期 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3四半期 19,774,430株 21年2月期第3四半期 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３四半期連結累計期間（平成21年３月１日～平成21年11月30日）における我が国の経済は、世界的な景気後

退局面から一部に底打ち感が見られるものの、雇用情勢や個人消費は低迷を続けており、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３四半期連結累計期間の業績といたしましては、当社グループの得意分野である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259億44百万円となりました。利益面では、製造

部門における原資材の値下げ・コストダウンおよび経費削減に努めた結果、営業利益は17億96百万円、経常利益は

19億10百万円、四半期純利益は10億６百万円となりました。

　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、各地で「展示即売会」や「調理講習会」を開催し、地域密着の拡販策

を継続して実施したほか、営業方針である幅広い業種に対するきめ細かな訪問活動をベースに各種の拡販策を実行

し、売上拡大に努めてまいりました。また、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

る等をテーマとした新製品開発は、将来の安定拡大を実現するものとして継続強化し、各種の拡販策の中でご提案

することで、新規受注の獲得や入替え需要の発掘に取り組んでまいりました。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んでまいりました。

　当第３四半期連結累計期間の業績といたしましては、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

の影響が大きく､これをカバーするため幅広く多業種への拡販に努めた結果､売上高は237億86百万円となりました｡

営業利益は、製造部門における原資材の値下げ・コストダウンおよび経費削減に努めた結果、19億30百万円となり

ました。

　ベーカリー部門「ベーカリー機器製造販売業」

　製パンメーカー各社が設備投資を抑制する中、営業部門におけるきめ細かな訪問活動、およびサービス部門の強

化を実施したこと等により､売上高は18億17百万円となりました。営業利益は、製造部門における原資材の値下げ･

コストダウンの結果、44百万円となりました。

　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４億43百万円、営業利益は２億53百万円となりました。

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３四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６億20百万円増加し、

　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５億20百万円減少した結果、前連結会計年度末に比

　べ１億円増加の322億78百万円となりました。

　　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６億48百万円減少の149億13百万円と

　なりました。

　　純資産の部は、利益剰余金が７億９百万円計上されたこと等により前連結会計年度末に比べ７億48百万円増加

　の173億64百万円となりました。
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　(2) キャッシュ・フローの状況

　　当第３四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15億87百万円増加の53億93百万円となりました。なお、当第３四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23億74百万円となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益が18億

　30百万円の計上および減価償却費が６億22百万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２億34百万円となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出で

　２億20百万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５億51百万円となりました。配当金の支払い２億77百万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

　平成22年２月期の連結業績予想につきましては、平成21年10月９日付公表の「平成22年２月期第２四半期決算短

信」に記載の業績予想から変更はありません。
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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３四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３四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42,269千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３四半期連結会計期間末
(平成21年11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２月28日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,393,109 3,815,641

受取手形及び売掛金 6,410,482 7,067,722

商品及び製品 2,261,080 2,363,568

仕掛品 230,741 238,944

原材料及び貯蔵品 663,335 751,036

その他 361,690 451,729

貸倒引当金 △26,174 △14,768

流動資産合計 15,294,264 14,673,873

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 14,403,291 14,413,132

減価償却累計額 △6,836,408 △6,532,374

建物及び構築物（純額） 7,566,883 7,880,758

土地 6,839,741 6,886,041

その他 6,126,127 6,080,504

減価償却累計額 △4,904,500 △4,657,912

その他（純額） 1,221,626 1,422,591

有形固定資産合計 15,628,251 16,189,391

無形固定資産 29,129 33,593

投資その他の資産 1,326,464 1,281,060

固定資産合計 16,983,845 17,504,046

資産合計 32,278,109 32,177,919

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 7,148,701 7,536,203

短期借入金 3,600,000 3,800,000

1年内返済予定の長期借入金 442,700 99,600

未払法人税等 264,741 425,410

賞与引当金 240,500 520,000

役員賞与引当金 16,305 22,334

その他 1,504,353 1,061,268

流動負債合計 13,217,301 13,464,817

固定負債   

長期借入金 － 417,800

退職給付引当金 1,035,928 975,315

役員退職慰労引当金 120,725 107,500

その他 539,203 595,962

固定負債合計 1,695,857 2,096,577
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年11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２月28日) 

負債合計 14,913,158 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 16,282,627 15,573,023

自己株式 △3,519 △3,519

株主資本合計 21,938,667 21,229,063

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 38,153 19,030

土地再評価差額金 △4,611,869 △4,631,569

評価・換算差額等合計 △4,573,715 △4,612,539

純資産合計 17,364,951 16,616,524

負債純資産合計 32,278,109 32,177,919
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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21年３月１日 
 至 平成21年11月30日) 

売上高 25,944,808

売上原価 18,063,083

売上総利益 7,881,725

販売費及び一般管理費 6,085,305

営業利益 1,796,419

営業外収益  

受取利息 8,958

固定資産賃貸料 17,379

仕入割引 67,793

その他 60,711

営業外収益合計 154,844

営業外費用  

支払利息 37,322

その他 3,785

営業外費用合計 41,108

経常利益 1,910,155

特別利益  

固定資産売却益 535

その他 989

特別利益合計 1,524

特別損失  

固定資産売却損 371

固定資産除却損 24,813

工場移転費用 55,912

特別損失合計 81,097

税金等調整前四半期純利益 1,830,582

法人税、住民税及び事業税 761,753

法人税等調整額 62,683

法人税等合計 824,436

四半期純利益 1,006,145

㈱マルゼン（5982）平成22年２月期第３四半期決算短信

8



（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21年３月１日 
 至 平成21年11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 1,830,582

減価償却費 622,448

賞与引当金の増減額（△は減少） △279,500

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △6,028

退職給付引当金の増減額（△は減少） 60,613

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 13,225

貸倒引当金の増減額（△は減少） 8,149

受取利息及び受取配当金 △12,695

支払利息 37,322

有形固定資産除売却損益（△は益） 24,649

工場移転費用 55,912

売上債権の増減額（△は増加） 670,152

たな卸資産の増減額（△は増加） 198,392

仕入債務の増減額（△は減少） △387,502

その他 493,251

小計 3,328,973

利息及び配当金の受取額 12,865

利息の支払額 △29,090

法人税等の支払額 △938,501

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,374,246

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 △220,452

移転に係る支出 △55,912

有形固定資産の売却による収入 60,934

投資有価証券の取得による支出 △28,423

その他 9,086

投資活動によるキャッシュ・フロー △234,767

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） △200,000

長期借入金の返済による支出 △74,700

配当金の支払額 △277,129

財務活動によるキャッシュ・フロー △551,829

現金及び現金同等物に係る換算差額 △180

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,587,467

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 5,393,109
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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３四半期連結累計期間（自　平成21年３月１日　至　平成21年11月30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３四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39,873千円、ベーカリー機器製造販売業で2,395千円減少しておりま

　　　　　す。

　　【所在地別セグメント情報】

　　　当第３四半期連結累計期間（自　平成21年３月１日　至　平成21年11月30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３四半期連結累計期間（自　平成21年３月１日　至　平成21年11月30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

1,715,042

102,043

（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

計

ビル賃貸業

 　(1)外部顧客に対する売上高

　　　又は振替高

443,036

－

（千円）

23,786,730

1,930,182

器製造販売業

23,786,730

－

44,122

443,036

25,944,8081,817,085

25,944,808

26,046,852

2,227,547

25,944,808

253,242

－

△ 431,128 1,796,419

△ 102,043

－

△ 102,043102,043
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「参考資料」

前第３四半期に係る財務諸表等

Ⅰ　売上高 28,143

Ⅱ　売上原価 19,848

　　売上総利益 8,294

Ⅲ　販売費及び一般管理費 6,481

　　営業利益 1,813

Ⅳ　営業外収益 214

Ⅴ　営業外費用 51

　　経常利益 1,975

Ⅵ　特別利益 2

Ⅶ　特別損失 94

　　税金等調整前四半期純利益 1,882

　　法人税、住民税及び事業税 987

　　法人税等調整額 △ 62

　　四半期純利益 957

　(1)（要約）四半期連結損益計算書

科目

前第３四半期

（自 平成20年３月１日

金額（百万円）

　　至 平成20年11月30日）
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Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー

　　税金等調整前四半期純利益 1,882

　　減価償却費 681

　　役員賞与引当金の減少額 △ 5

　　退職給付引当金の増加額 82

　　役員退職慰労引当金の増加額 15

　　貸倒引当金の減少額 △ 17

　　受取利息及び受取配当金 △ 11

　　支払利息 48

　　投資有価証券売却、評価および償還損 91

　　有形固定資産除売却損 1

　　売上債権の増加額 △ 615

　　たな卸資産の増加額 △ 72

　　仕入債務の増加額 470

　　その他 409

　　小計 2,962

　　利息及び配当金の受取額 11

　　利息の支払額 △ 36

　　法人税等の支払額 △ 1,269

　　営業活動によるキャッシュ・フロー 1,668

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 △ 268

　　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 △ 137

　　投資活動によるキャッシュ・フロー △ 438

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 △ 600

　　長期借入金の返済による支出 △ 74

　　配当金の支払額 △ 276

　　財務活動によるキャッシュ・フロー △ 951

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 278

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四半期末残高 3,561

　(2)（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

区分

前第３四半期

（自 平成20年３月１日

金額（百万円）

　　至 平成20年11月30日）
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