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1.  平成22年3月期第3四半期の業績（平成21年4月1日～平成21年12月31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3四半期 12,856 21.5 265 ― 344 ― 149 ―
21年3月期第3四半期 10,578 ― △531 ― △470 ― △423 ―

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3四半期 23.78 ―
21年3月期第3四半期 △67.16 ―

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3四半期 11,727 6,726 57.4 1,067.32
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3四半期  6,726百万円 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
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 ― 10.00 10.00
22年3月期 ― 0.00 ―
22年3月期 
（予想）

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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 18,480 △2.6 420 14.0 510 14.2 230 144.2 36.49

                                 



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.その他をご覧下さい。〕 

(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3四半期 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3四半期 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3四半期 6,302,723株 21年3月期第3四半期 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 
業績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。詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】３.業績予想に関する定性的情報をご覧下さい。 

                                 



 当第３四半期累計期間におけるわが国経済は、景気に一部持ち直しの動きがみられるものの、先行き不透明感か

ら、設備投資は手控えられ、雇用環境も改善がみられないなど、厳しい状況で推移しました。 

 このような状況の中で、当第３四半期累計期間の当社の業績は、主力マーケットである学校給食向け厨房設備が

前年同期より大きく伸び、売上高は128億56百万円（前年同期比21.5％増）となりました。また、洗浄システムや消

毒保管システム等の自社内製品の販売が好調に推移したため、売上総利益率も改善して、営業利益は２億65百万円

（前年同期比７億97百万円増）、経常利益は３億44百万円（前年同期比８億14百万円増）、四半期純利益は１億

49百万円（前年同期比５億73百万円増）となり、好調に推移いたしました。 

 引き続き、景気動向の不透明感がなかなか拭えない状況下ではありますが、営業部門、生産部門及び管理部門が

一体となって、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、様々

なお客様の要望に応えられる、魅力ある厨房設備のご提案に力を注いでまいります。 

  

  

（１）資産、負債及び純資産の状況 

 当第３四半期会計期間末の資産合計は、前事業年度末に比べ30億17百万円減少し、117億27百万円となりまし

た。これは主に、現金及び預金が４億円増加、仕掛品が３億19百万円増加したものの、受取手形及び売掛金が39

億40百万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31億15百万円減少し、50億円となりました。これは主に、支払手形及び買掛

金が12億89百万円減少、短期借入金が13億38百万円減少、未払法人税等が２億73百万円減少、長期借入金が１億

52百万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98百万円増加し、67億26百万円となりました。これは主に、四半期純利益

を１億49百万円計上し、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３四半期累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末に比べて ４

億円増加（前年同四半期は１億77百万円減少）し、当第３四半期累計期間末には23億80百万円となりました。 

 当第３四半期累計期間における各キャッシュ・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21億18百万円（前年同四半期比488.2％増）となりました。これは主にたな卸

資産が４億13百万円増加、仕入債務が13億25百万円減少、法人税等の支払額が５億３百万円となったものの、税

引前四半期純利益を３億44百万円計上し、売上債権が39億84百万円減少し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49百万円（前年同四半期比5.1％増）となりました。これは主に有形固定資産

の取得が36百万円、その他の支出が15百万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16億68百万円（前年同四半期比240.1％増）となりました。これは主に短期借

入金を15億38百万円、長期借入金を２億60百万円返済したことなどによるものであります。 

  

  

 当第３四半期の業績は、ほぼ予測どおりに推移しており、平成21年11月６日に発表いたしました業績予想に修正

はありません。 

  

  

たな卸資産の評価方法  

 実地たな卸を省略し、第２四半期会計期間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３四半期会計期間末 
(平成21年12月31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 2,380,794 1,980,091 

受取手形及び売掛金 3,184,976 7,125,971 

商品及び製品 943,545 859,889 

仕掛品 652,674 333,468 

原材料及び貯蔵品 302,233 291,364 

繰延税金資産 84,287 131,974 

その他 166,469 48,363 

貸倒引当金 △8,041 △11,868 

流動資産合計 7,706,940 10,759,255 

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 500,407 523,796 

土地 2,363,610 2,363,610 

その他（純額） 180,745 152,332 

有形固定資産合計 3,044,763 3,039,739 

無形固定資産 35,412 42,180 

投資その他の資産   

投資有価証券 444,298 421,047 

繰延税金資産 302,686 310,348 

その他 206,104 195,670 

貸倒引当金 △13,064 △23,953 

投資その他の資産合計 940,025 903,113 

固定資産合計 4,020,201 3,985,033 

資産合計 11,727,142 14,744,288 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,028,925 3,318,151 

短期借入金 47,000 1,385,000 

1年内返済予定の長期借入金 227,852 336,352 

未払法人税等 14,484 287,715 

未払費用 106,922 114,963 

賞与引当金 107,247 204,482 

その他 301,324 188,394 

流動負債合計 2,833,755 5,835,058 

固定負債   

長期借入金 1,145,009 1,297,148 

退職給付引当金 726,551 712,567 

役員退職慰労引当金 252,902 247,541 

その他 41,924 23,096 

固定負債合計 2,166,387 2,280,353 

負債合計 5,000,142 8,115,412 

                                 



（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成21年12月31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 4,249,723 4,162,860 

自己株式 △2,346 △2,346 

株主資本合計 7,230,101 7,143,238 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 2,943 △8,316 

土地再評価差額金 △506,045 △506,045 

評価・換算差額等合計 △503,102 △514,362 

純資産合計 6,726,999 6,628,876 

負債純資産合計 11,727,142 14,744,288 

                                 



（２）四半期損益計算書 
（第３四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 10,578,932 12,856,230 

売上原価 8,287,627 9,787,692 

売上総利益 2,291,305 3,068,537 

販売費及び一般管理費   

役員報酬 38,160 40,800 

給料 1,297,384 1,312,772 

賞与引当金繰入額 78,684 79,827 

退職給付費用 98,430 112,913 

役員退職慰労引当金繰入額 11,521 12,401 

貸倒引当金繰入額 7,429 － 

その他 1,291,133 1,243,852 

販売費及び一般管理費合計 2,822,743 2,802,567 

営業利益又は営業損失（△） △531,437 265,970 

営業外収益   

受取配当金 8,046 7,586 

仕入割引 52,945 67,490 

その他 18,686 30,759 

営業外収益合計 79,678 105,837 

営業外費用   

支払利息 16,622 24,526 

その他 2,104 3,000 

営業外費用合計 18,726 27,527 

経常利益又は経常損失（△） △470,485 344,280 

特別利益   

固定資産売却益 42 849 

貸倒引当金戻入額 － 6,123 

特別利益合計 42 6,972 

特別損失   

固定資産除却損 2,265 6,800 

たな卸資産評価損 20,744 － 

特別損失合計 23,010 6,800 

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） △493,454 344,451 

法人税、住民税及び事業税 34,340 145,498 

過年度法人税等 54,839 － 

法人税等調整額 △159,368 49,063 

法人税等合計 △70,189 194,561 

四半期純利益又は四半期純損失（△） △423,265 149,890 

                                 



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第３四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失
（△）

△493,454 344,451 

減価償却費 60,784 65,669 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 7,653 △14,716 

賞与引当金の増減額（△は減少） △97,046 △97,235 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 22,963 13,983 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 961 5,361 

受取利息及び受取配当金 △8,222 △7,628 

支払利息 16,622 24,526 

売上債権の増減額（△は増加） 1,814,605 3,984,711 

たな卸資産の増減額（△は増加） △971,259 △413,731 

仕入債務の増減額（△は減少） 83,424 △1,325,051 

その他 △88 56,198 

小計 436,943 2,636,539 

利息及び配当金の受取額 8,222 7,628 

利息の支払額 △17,996 △22,236 

法人税等の支払額 △67,002 △503,566 

営業活動によるキャッシュ・フロー 360,167 2,118,365 

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 △21,586 △36,164 

有形固定資産の売却による収入 160 1,417 

無形固定資産の取得による支出 △10,298 △364 

投資有価証券の取得による支出 △12,357 △5,704 

その他の支出 △12,247 △15,109 

その他の収入 9,223 6,394 

投資活動によるキャッシュ・フロー △47,105 △49,530 

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 200,000 200,000 

短期借入金の返済による支出 △403,000 △1,538,000 

長期借入れによる収入 200,000 － 

長期借入金の返済による支出 △424,950 △260,639 

配当金の支払額 △62,560 △62,792 

リース債務の返済による支出 － △6,701 

財務活動によるキャッシュ・フロー △490,510 △1,668,132 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △177,449 400,702 

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 1,022,505 2,380,794 

                                 



 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

６. その他の情報  
 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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