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1.  平成22年3月期第3四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年12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3月期第3四半期 9,944 △15.3 △110 ― △100 ― △217 ―

21年3月期第3四半期 11,736 ― △187 ― △164 ― △404 ―

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 △9.20 ―

21年3月期第3四半期 △17.08 ―

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 15,044 8,107 53.9 342.36
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3四半期  8,107百万円 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 13,730 △10.8 △45 ― △35 ― △136 ― △5.74
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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、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。 

(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。 

(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3四半期 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3四半期  136,225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3四半期 23,683,674株 21年3月期第3四半期 23,692,447株
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当第３四半期連結累計期間（平成21年４月１日～平成21年12月31日）におけるわが国経済は、政府によ

る経済対策の効果により、一部に持ち直しの兆しが見られるものの、失業率が高水準にとどまり、所得の

先行き不安等の影響から個人消費は依然低迷しております。 

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、市場規模の縮小が続き非常に厳しい状況で推移しております。 

その結果、当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高は９９億４４百万円（前年同四半期比15.3％減

少）、営業損失１億１０百万円（前年同四半期１億８７百万円の営業利益）、経常損失１億００百万円

（前年同四半期は１億６４百万円の経常損失）、当期純損失２億１７百万円（前年同四半期は４億４百万

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９６億７９百万円と前年同四半期比

１７億８４百万円（15.7％）の減収となり、営業利益は２億１２百万円と前年同四半期比６百万円

（3.2％）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、賃貸不動産のテナントの退去などが影響し、売上高は２億６４百万円と

前年同四半期比１４百万円（5.1％）の減収となりました。 

 営業利益につきましては、１億５５百万円と前年同四半期比２百万円（1.5％）の減益となりました。 

  

（1）資産、負債及び純資産の状況 

当第３四半期連結会計期間末の財政状態は、総資産は１５０億４４百万円となり、前連結会計年度末と

比較して１１億４百万円の減少となりました。これは主に、現金及び預金３億４１百万円、受取手形及び

売掛金の２億９９百万円の減少等によるものです。 

負債につきましては、６９億３７百万円となり、前連結会計年度末と比較して８億２０百万円の減少と

なりました。これは主に、支払手形及び買掛金の３億５０百万円、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、８１億７百万円となり、前連結会計年度末と比較して２億８３百万円の減少と

なりました。これは主に、当期純損失の計上２億1７百万円、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３四半期連結会計期間末の自己資本比率は５３.９％となり、前連結会計年度末と比

較して１.９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３四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１億３４百万円（前年同期比73.7％減）となりました。これは主

に、減価償却費２億９１百万円、売上債権の増加額２億９９百万円等の増加要因と税金等調整前当

期純損失１億６百万円、仕入債務の減少３億５０百万円等の減少要因が相殺されたものです。 

（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５７百万円（前年同期比76.0％減）となりました。これは主

に、投資有価証券の取得３２百万円、有形固定資産の取得１２百万円及び無形固定資産の取得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（前年同期比5.7％増）となりました。これは主

に、短期借入金の減少額３億円、配当金の支払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１１月１２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３四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、当第３四半期連
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３四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332,203千円であります。

② 四半期連結損益計算書関係

前第３四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３四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３四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3,464千円であります。
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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３四半期連結会計期間末
(平成21年12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３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,338,287 2,679,875

受取手形及び売掛金 3,049,833 3,349,512

商品 1,073,762 1,141,238

製品 7,718 8,731

原材料 48,595 13,738

仕掛品 6,842 56,708

繰延税金資産 38,574 90,371

その他 76,949 240,621

貸倒引当金 △41,200 △41,224

流動資産合計 6,599,363 7,539,572

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,424,936 3,577,765

機械装置及び運搬具（純額） 58,403 82,762

土地 2,697,889 2,697,889

その他（純額） 92,869 96,631

有形固定資産合計 6,274,098 6,455,049

無形固定資産   

ソフトウエア 253,616 －

その他 54,025 374,709

無形固定資産合計 307,641 374,709

投資その他の資産   

投資有価証券 824,470 701,707

長期預金 300,000 300,000

繰延税金資産 538,253 581,812

その他 300,759 308,390

貸倒引当金 △99,686 △111,962

投資その他の資産合計 1,863,796 1,779,946

固定資産合計 8,445,537 8,609,705

資産合計 15,044,900 16,149,278
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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12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３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,983,414 3,333,805

短期借入金 2,513,000 2,813,000

未払法人税等 31,213 25,913

賞与引当金 84,780 181,780

その他 243,311 336,645

流動負債合計 5,855,719 6,691,144

固定負債   

退職給付引当金 792,408 784,515

役員退職慰労引当金 255,600 236,300

その他 33,336 45,819

固定負債合計 1,081,345 1,066,635

負債合計 6,937,064 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 1,960,401 2,296,764

自己株式 △30,998 △30,222

株主資本合計 8,130,087 8,467,226

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △22,251 △75,727

評価・換算差額等合計 △22,251 △75,727

純資産合計 8,107,836 8,391,498

負債純資産合計 15,044,900 16,149,278
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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）

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

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

売上高 11,736,691 9,944,589

売上原価 8,777,422 7,317,199

売上総利益 2,959,269 2,627,390

販売費及び一般管理費 3,146,725 2,737,799

営業損失（△） △187,456 △110,408

営業外収益   

受取利息 6,042 1,849

受取配当金 10,420 8,394

その他 38,756 33,200

営業外収益合計 55,219 43,445

営業外費用   

支払利息 29,257 22,655

支払手数料 － 10,244

その他 3,501 607

営業外費用合計 32,759 33,506

経常損失（△） △164,996 △100,470

特別損失   

固定資産売却損 6,192 450

固定資産除却損 4,978 555

投資有価証券評価損 278,274 －

会員権評価損 － 4,960

特別損失合計 289,445 5,965

税金等調整前四半期純損失（△） △454,441 △106,435

法人税、住民税及び事業税 △20,797 52,285

法人税等調整額 △28,924 59,211

法人税等合計 △49,721 111,496

四半期純損失（△） △404,720 △217,931
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(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   

税金等調整前四半期純損失（△） △454,441 △106,435

減価償却費 326,934 291,440

有形固定資産除却損 4,978 555

有形固定資産売却損益（△は益） △2,692 －

投資有価証券評価損益（△は益） 278,274 －

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） 27,588 △12,301

賞与引当金の増減額（△は減少） △98,500 △97,000

退職給付引当金の増減額（△は減少） 7,036 7,893

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 19,000 19,300

受取利息及び受取配当金 △16,462 △10,244

支払利息 29,257 22,655

売上債権の増減額（△は増加） 1,840,696 299,678

たな卸資産の増減額（△は増加） 34,328 83,497

仕入債務の増減額（△は減少） △1,437,461 △350,391

未払消費税等の増減額（△は減少） 72,975 △92,648

その他 216,880 132,381

小計 848,391 193,791

利息及び配当金の受取額 16,462 10,266

利息の支払額 △29,257 △22,401

法人税等の支払額 △324,496 △46,984

営業活動によるキャッシュ・フロー 511,101 134,671

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 △7,035 △32,947

有形固定資産の取得による支出 △67,496 △12,895

有形固定資産の売却による収入 13,500 －

無形固定資産の取得による支出 △75,945 △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 110 180

貸付けによる支出 △400 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △237,267 △57,053

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） △300,000 △300,000

自己株式の取得による支出 △1,652 △775

自己株式の売却による収入 288 －

配当金の支払額 △95,194 △118,430

財務活動によるキャッシュ・フロー △396,557 △419,206

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △122,724 △341,587

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 2,911,562 2,338,287
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該当事項はありません。 

  

前第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31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３四半期連結累計期間の営業損失及び経常損失並びに税

金等調整前四半期純損失が2,281千円増加しております。 

 ② その他の事業・・・・・不動産賃貸など 

  

当第３四半期連結累計期間(自  平成21年４月１日  至  平成21年12月31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

11,464,648 279,043 11,736,691 ― 11,736,691

  (2) セグメント間の内部 
      売上高又は振替高

─ 15,244 15,244 (15,244) ―

計 11,464,648 287,287 11,751,935 (15,244) 11,736,691

営業利益又は営業損失(△) 219,859 158,020 377,880 (565,336) △187,456

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

9,679,673 264,916 9,944,589 ― 9,944,589

  (2) セグメント間の内部 
      売上高又は振替高

─ 15,244 15,244 (15,244) ―

計 9,679,673 280,160 9,959,833 (15,244) 9,944,589

営業利益又は営業損失(△) 212,898 155,605 368,503 (478,911) △110,408
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 前第３四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日)及び当第３四半期連結累
計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31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３四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日)及び当第３四半期連結累
計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31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
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