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1.  平成23年2月期第1四半期の連結業績（平成22年3月1日～平成22年5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 ％

23年2月期第1四半期 8,529 △3.5 753 43.0 813 44.9 449 76.7
22年2月期第1四半期 8,836 ― 526 ― 561 ― 254 ―

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

23年2月期第1四半期 22.74 ―
22年2月期第1四半期 12.87 ―

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

23年2月期第1四半期 32,338 17,889 55.3 904.73
22年2月期 32,077 17,567 54.8 888.39

（参考） 自己資本  23年2月期第1四半期  17,889百万円 22年2月期  17,567百万円

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

22年2月期 ― 7.00 ― 7.00 14.00
23年2月期 ―
23年2月期 
（予想）

7.00 ― 7.00 14.00

3.  平成23年2月期の連結業績予想（平成22年3月1日～平成23年2月28日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期 
連結累計期間

17,700 2.1 1,225 14.3 1,300 13.8 689 21.3 34.84

通期 34,800 2.8 2,250 4.3 2,400 3.7 1,274 6.9 64.43
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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、4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、4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 
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。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年2月期第1四半期 19,780,000株 22年2月期 19,780,000株
② 期末自己株式数 23年2月期第1四半期 6,340株 22年2月期 5,570株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 23年2月期第1四半期 19,773,811株 22年2月期第1四半期 19,774,430株
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 当第１四半期連結累計期間（平成22年３月1日～平成22年５月31日）における我が国の経済は、深刻な景気後退局

面から徐々に脱しつつあり、一部で景気に持ち直しの動きが見られるものの依然として失業率は高く個人消費も低迷

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厳しい経営環境が続いております。

 当第１四半期連結累計期間の売上高といたしましては、厨房部門は微増とすることができましたが、ベーカリー部

門が前年同期の大型受注の反動等からマイナスとなり、全体では85億29百万円（前年同期比3.5％減）となりまし

た。利益面では自社製品の荒利率改善等により、営業利益は７億53百万円（同43.0％増）、経常利益は８億13百万円

（同44.9％増）となりました。四半期純利益につきましては、自社製品の荒利率改善に加えて前期はベーカリー部門

の大阪工場移転費用の特別損失がありましたが当期は発生しなかったこと等により、４億49百万円（同76.7％増）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」 

 当社グループの主たる事業である厨房部門では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柱とした提案営業に加え、創業50周年を記念した各種キャンペーン等の拡販策を実行し売上拡

大に努めてまいりました。また、将来の安定拡大および利益貢献を目的として投入してきた前期以前の数々の新製

品は、幅広く販売に至り自社製品売上高に成果として表れてきております。利益面におきましては営業部門におけ

る荒利管理の強化、および製造部門におけるコストダウン強化に取り組んでまいりました。 

 以上の結果、売上高は80億51百万円（前年同期比1.0％増）、営業利益は８億７百万円（同36.3％増）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」 

 ベーカリー部門では、当期は大型物件が第３四半期以降に集中していること、および前年同期に大型受注があっ

たことの反動等から、売上高は３億44百万円（前年同期比56.6％減）、営業損失は20百万円（前年同期は営業損失

24百万円）となりました。 

  ビル賃貸部門「ビル賃貸業」 

 土地と資金の有効活用を目的としたビル賃貸部門においては現在５物件を有しておりますが、業績は計画通り推

移し、売上高は１億43百万円（前年同期比3.3％減）、営業利益は84百万円（同0.9％増）となりました。  

  

（１） 資産、負債および純資産の状況 

 当第１四半期連結会計期間末の総資産残高は、前連結会計年度末に比べ２億61百万円増加の323億38百万円と

なりました。 

 主な要因は、流動資産は現金及び預金等の増加に伴い２億23百万円増加し、固定資産は37百万円の微増となり

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61百万円減少の144億48百万円とな

りました。 

 純資産の部は、利益計上により利益剰余金が増加したこと等で、前連結会計年度末に比べ３億22百万円増加し

178億89百万円となりました。 

（２）キャッシュ・フローの状況 

 当第１四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８億32百万円増加の58億42百万円となりました。なお、当第１四半期連結会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10億52百万円（前年同期比230.1％増）となりました。主な要因は、税金

等調整前四半期純利益が８億17百万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63百万円（前年同期比19.0％減）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62百万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１億56百万円（前年同期比4.0％減）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。  

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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 平成23年２月期の連結業績予想につきましては、平成22年４月９日付公表の「平成22年2月期決算短信」に記載の

業績予想から変更はありません。  

  

 該当事項はありません。  

  

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１四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。  

  

 前第１四半期連結累計期間において営業外収益の「その他」に含めて表示しておりました「作業くず売却収

入」は、営業外収益の総額の100分の20を超えたため当第１四半期連結累計期間より区分掲記しました。 

 なお、前第１四半期連結累計期間における「作業くず売却収入」の金額は9,235千円であります。  

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

（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
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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１四半期連結会計期間末
(平成22年５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22年２月28日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,842,366 5,009,422

受取手形及び売掛金 6,175,488 6,723,622

商品及び製品 2,057,715 2,227,000

仕掛品 255,660 228,299

原材料及び貯蔵品 633,615 626,962

その他 602,562 530,848

貸倒引当金 △26,485 △29,212

流動資産合計 15,540,923 15,316,943

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 14,403,621 14,403,291

減価償却累計額 △7,054,997 △6,950,483

建物及び構築物（純額） 7,348,623 7,452,808

土地 6,839,741 6,839,741

その他 6,148,574 6,047,885

減価償却累計額 △4,885,755 △4,904,045

その他（純額） 1,262,819 1,143,840

有形固定資産合計 15,451,184 15,436,389

無形固定資産 45,082 49,062

投資その他の資産 1,301,299 1,274,884

固定資産合計 16,797,567 16,760,336

資産合計 32,338,490 32,077,280

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 6,507,913 6,851,716

短期借入金 3,800,000 3,400,000

1年内返済予定の長期借入金 － 417,800

未払法人税等 461,723 612,684

賞与引当金 265,500 537,000

役員賞与引当金 5,893 24,156

その他 1,670,842 944,217

流動負債合計 12,711,872 12,787,574

固定負債   

退職給付引当金 1,074,504 1,055,939

役員退職慰労引当金 129,575 125,100

その他 532,699 541,345

固定負債合計 1,736,778 1,722,384

負債合計 14,448,651 14,509,959
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年５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22年２月28日) 

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 16,779,975 16,468,722

自己株式 △3,904 △3,519

株主資本合計 22,435,630 22,124,762

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 66,077 54,428

土地再評価差額金 △4,611,869 △4,611,869

評価・換算差額等合計 △4,545,791 △4,557,440

純資産合計 17,889,839 17,567,321

負債純資産合計 32,338,490 32,077,280
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（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年５月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成22年５月31日) 

売上高 8,836,210 8,529,012

売上原価 6,265,809 5,817,568

売上総利益 2,570,400 2,711,443

販売費及び一般管理費 2,043,569 1,958,298

営業利益 526,831 753,144

営業外収益   

受取利息 3,212 2,290

固定資産賃貸料 5,782 5,499

仕入割引 24,595 23,879

作業くず売却収入 － 21,395

その他 15,575 16,524

営業外収益合計 49,166 69,589

営業外費用   

支払利息 13,785 8,050

その他 742 1,085

営業外費用合計 14,527 9,135

経常利益 561,469 813,598

特別利益   

固定資産売却益 318 3,714

その他 400 －

特別利益合計 718 3,714

特別損失   

固定資産除却損 24,408 279

工場移転費用 55,912 －

特別損失合計 80,320 279

税金等調整前四半期純利益 481,867 817,033

法人税、住民税及び事業税 367,159 454,643

法人税等調整額 △139,792 △87,284

法人税等合計 227,366 367,359

四半期純利益 254,501 449,674
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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１四半期連結累計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年５月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成22年５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 481,867 817,033

減価償却費 204,431 182,970

賞与引当金の増減額（△は減少） △273,500 △271,500

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △16,898 △18,263

退職給付引当金の増減額（△は減少） 12,125 18,565

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 4,375 4,475

貸倒引当金の増減額（△は減少） 15,880 △633

受取利息及び受取配当金 △4,199 △3,290

支払利息 13,785 8,050

有形固定資産除売却損益（△は益） 24,089 △3,435

工場移転費用 55,912 －

売上債権の増減額（△は増加） △125,696 545,329

たな卸資産の増減額（△は増加） 119,433 135,270

仕入債務の増減額（△は減少） △203,659 △343,802

その他 433,164 574,093

小計 741,110 1,644,863

利息及び配当金の受取額 4,288 3,267

利息の支払額 △10,054 △4,581

法人税等の支払額 △416,391 △590,552

営業活動によるキャッシュ・フロー 318,953 1,052,996

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 △81,295 △62,415

移転に係る支出 △2,218 －

投資有価証券の取得による支出 △105 △111

その他 5,597 △690

投資活動によるキャッシュ・フロー △78,021 △63,218

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） － 400,000

長期借入金の返済による支出 △24,900 △417,800

配当金の支払額 △138,458 △138,603

その他 － △385

財務活動によるキャッシュ・フロー △163,358 △156,788

現金及び現金同等物に係る換算差額 △0 △46

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 77,573 832,943

現金及び現金同等物の期首残高 3,805,641 5,009,422

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,883,214 5,842,366
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 該当事項はありません。 

  

前第１四半期連結累計期間（自 平成21年３月１日 至 平成21年５月31日）  

  

当第１四半期連結累計期間（自 平成22年３月１日 至 平成22年５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、インストアー店舗等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 

前第１四半期連結累計期間 

有形固定資産の耐用年数の変更 

 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、当

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、営業利益が業務用厨房機器製造販売業で12,997千円減少し、営業損失がベーカリー機器製

造販売業で801千円増加しております。 

（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〕

  
業務用厨房機
器製造販売業 
（千円） 

ベーカリー機
器製造販売業
（千円） 

ビル賃貸業 
（千円） 

計 
（千円） 

消去または 
全社 
（千円） 

連結 
（千円） 

売上高             

 (1)外部顧客に対する売

上高 
 7,973,497  714,766  147,946  8,836,210  －  8,836,210

 (2)セグメント間の内部

売上高または振替高 
 －  77,613  －  77,613  △77,613  －

計  7,973,497  792,380  147,946  8,913,824  △77,613  8,836,210

営業利益または営業

損失（△） 
 592,639  △24,055  83,622  652,207  △125,376  526,831

  
業務用厨房機
器製造販売業 
（千円） 

ベーカリー機
器製造販売業
（千円） 

ビル賃貸業 
（千円） 

計 
（千円） 

消去または 
全社 
（千円） 

連結 
（千円） 

売上高             

 (1)外部顧客に対する売

上高 
 8,051,310  334,638  143,063  8,529,012  －  8,529,012

 (2)セグメント間の内部

売上高または振替高 
 －  9,508  －  9,508  △9,508  －

計  8,051,310  344,147  143,063  8,538,521  △9,508  8,529,012

営業利益または営業

損失（△） 
 807,865  △20,208  84,348  872,005  △118,861  753,144
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 該当事項はありません。 

   

〔所在地別セグメント情報〕

前第１四半期連結累計期間 
（自 平成21年３月１日 
至 平成21年５月31日） 

当第１四半期連結累計期間 
（自 平成22年３月１日 
至 平成22年５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

は省略しております。 

同    左 

〔海外売上高〕

前第１四半期連結累計期間 
（自 平成21年３月１日 
至 平成21年５月31日） 

当第１四半期連結累計期間 
（自 平成22年３月１日 
至 平成22年５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。 

同    左 

（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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