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1.  平成23年3月期第2四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22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 ％

23年3月期第2四半期 14,197 1.2 318 101.9 322 105.2 135 13.4
22年3月期第2四半期 14,022 △8.6 157 ― 157 ― 119 ―

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3月期第2四半期 20.60 ―

22年3月期第2四半期 18.17 ―

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3月期第2四半期 21,741 7,736 35.6 1,180.52
22年3月期 21,563 7,701 35.7 1,175.14

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  7,736百万円 22年3月期  7,701百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無  
 

年間配当金

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3月期 ― 0.00 ― 8.00 8.00
23年3月期 ― 0.00

23年3月期 
（予想）

― 8.00 8.00

3.  平成23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 28,000 △2.6 300 △45.5 300 △48.9 150 △56.6 22.89



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（注）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の有無となります。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「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
示方法等の変更の有無となります。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基
づく四半期財務諸表のレビュー手続きは終了していません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、
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。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用に当たっての注意事項等について
は、P.2「1.当四半期決算に関する定性的情報（3）連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.3「2.その他の情報」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 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） 23年3月期2Q 7,136,000株 22年3月期  7,136,000株

② 期末自己株式数 23年3月期2Q  582,416株 22年3月期  582,416株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q 6,553,584株 22年3月期2Q  6,553,584株
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当第２四半期連結会計期間におけるわが国の経済は、当初は輸出の増加や生産の持ち直しなどにより

緩やかな景気回復基調で推移してきましたが、その後急激な円高の進行等の影響で回復の足取りは鈍化

し、先行きの不透明感が高まっております。 

当社グループ 大の得意先であるレストラン・ファストフード等の外食関連産業も、個人消費が依然

として低調で厳しい状況が続いており、当社グループにとりましても設備投資の抑制傾向が続いて厳し

い経営環境となっております。 

このような情勢の下で、当第２四半期連結会計期間の売上高は81億9千8百万円（前年同四半期比3.8%

増）を計上いたしました。また利益面では、経常利益は3億9千2百万円（前年同四半期比46.0%増）、四

半期純利益は2億1百万円（前年同四半期比19.8%減）となりました。 

なお、当社及び連結子会社の事業は、業務用厨房機器の製造・販売及び保守修理であり単一のセグメ

ントであります。 

平成23年３月期第１四半期に係る連結経営成績に関する定性的情報については、平成23年３月期第１

四半期決算短信（平成22年8月12日開示）をご参照ください。 

  

当第２四半期連結会計期間末の財政状態については、総資産は現預金の増加等により、前連結会計年

度末比1億7千7百万円増の217億4千1百万円となりました。負債については仕入債務の増加等により、前

連結会計年度末比1億4千2百万円増の140億4百万円となりました。純資産については、前連結会計年度

末比3千5百万円増の77億3千6百万円となりました。 

  

平成22年11月9日に公表いたしました連結業績予想から修正は行っておりません。 

  

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(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

(3) 連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。  

  

(棚卸資産の評価方法) 

当第２四半期連結会計期間末における棚卸高の算出に関して、一部実地棚卸を省略し第１四半期

連結累計期間に係る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を使用しておりま

す。 

 また、棚卸資産の簿価切下げに関して収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を

見積り、簿価切下げを行う方法、あるいは営業循環過程から外れた滞留又は処分見込等の棚卸資産

で前連結会計年度末において帳簿価額を処分見込価額まで切り下げているものについては、前連結

会計年度以降に著しい変化がないと認められる限り、前連結会計年度末における貸借対照表価額で

計上する方法を使用しております。 

  

（法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法） 

法人税等の納付税額の算定に関して、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定す

る方法を使用しております。 

 また、繰延税金資産の回収可能性の判断に関して、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、前連結会計年度決算において使用

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、あるいは前連結会計年度末以降に

経営環境等、又は、一時差異等の発生状況に著しい変化が認められた場合に、前連結会計年度決算

において使用した将来の業績予測やタックス・プランニングに当該著しい変化の影響を加味したも

のを利用する方法を使用しております。 

  

該当事項はありません。 

  

第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」(企業会計基準第18号 平成20年

３月31日)及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第21号 平成20

年３月31日)を適用しております。 

 これによる、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響はありません。ま

た、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額もありません。 

  

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(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概要

① 簡便な会計処理

② 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

「資産除去債務に関する会計基準」等の適用
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3. 連結財務諸表等

(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22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22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 4,810,379 4,239,715

受取手形及び売掛金 6,381,975 6,851,774

商品及び製品 1,623,613 1,418,053

仕掛品 64,694 57,150

原材料及び貯蔵品 1,053,259 985,633

その他 508,020 594,524

貸倒引当金 △40,963 △38,015

流動資産合計 14,400,978 14,108,836

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 2,747,156 2,710,121

減価償却累計額 △2,058,507 △2,036,162

建物及び構築物（純額） 688,649 673,958

機械装置及び運搬具 2,791,348 2,766,383

減価償却累計額 △2,322,356 △2,283,161

機械装置及び運搬具（純額） 468,992 483,221

土地 3,764,937 3,764,937

その他 1,302,715 1,313,719

減価償却累計額 △1,185,798 △1,179,589

その他（純額） 116,917 134,129

有形固定資産合計 5,039,497 5,056,247

無形固定資産 31,960 38,878

投資その他の資産

投資有価証券 676,820 716,008

その他 1,792,656 1,825,058

貸倒引当金 △200,651 △181,504

投資その他の資産合計 2,268,825 2,359,563

固定資産合計 7,340,283 7,454,688

資産合計 21,741,262 21,563,524
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 8,071,762 7,744,405

短期借入金 － 600,000

1年内返済予定の長期借入金 973,268 933,932

未払法人税等 138,529 47,474

賞与引当金 270,332 266,463

役員賞与引当金 5,576 175

製品保証引当金 73,100 80,300

その他 852,907 837,308

流動負債合計 10,385,477 10,510,058

固定負債

社債 1,000,000 1,000,000

長期借入金 899,883 632,307

退職給付引当金 293,157 292,763

役員退職慰労引当金 282,137 284,107

その他 1,143,940 1,142,908

固定負債合計 3,619,118 3,352,087

負債合計 14,004,595 13,862,145

純資産の部

株主資本

資本金 1,471,150 1,471,150

資本剰余金 1,148,365 1,148,365

利益剰余金 4,067,063 3,984,470

自己株式 △441,299 △441,299

株主資本合計 6,245,279 6,162,686

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 20,712 31,974

繰延ヘッジ損益 △0 △29

土地再評価差額金 1,567,748 1,567,748

為替換算調整勘定 △97,074 △61,002

評価・換算差額等合計 1,491,386 1,538,692

純資産合計 7,736,666 7,701,379

負債純資産合計 21,741,262 21,563,524
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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21年４月１日
至 平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９月30日)

売上高 14,022,495 14,197,471

売上原価 9,648,331 9,777,656

売上総利益 4,374,163 4,419,815

販売費及び一般管理費 4,216,646 4,101,759

営業利益 157,517 318,056

営業外収益

受取利息 3,414 3,469

受取配当金 7,559 7,906

受取賃貸料 16,389 12,811

受取手数料 21,262 26,721

保険解約返戻金 8,647 －

その他 11,312 26,293

営業外収益合計 68,585 77,201

営業外費用

支払利息 25,834 26,024

貸倒引当金繰入額 7,217 －

持分法による投資損失 17,894 29,325

その他 17,881 17,103

営業外費用合計 68,827 72,453

経常利益 157,275 322,804

特別利益

貸倒引当金戻入額 1,965 5,900

移転補償金 124,774 10,673

その他 － 156

特別利益合計 126,739 16,730

特別損失

固定資産除却損 25,804 1,460

投資有価証券評価損 － 19,336

関係会社整理損 － 12,536

その他 － 12

特別損失合計 25,804 33,346

税金等調整前四半期純利益 258,210 306,188

法人税、住民税及び事業税 63,701 125,619

法人税等調整額 75,439 45,548

法人税等合計 139,140 171,167

少数株主損益調整前四半期純利益 － 135,021

四半期純利益 119,069 135,021
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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21年７月１日
至 平成21年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自 平成22年７月１日
至 平成22年９月30日)

売上高 7,900,773 8,198,949

売上原価 5,562,318 5,764,464

売上総利益 2,338,454 2,434,484

販売費及び一般管理費 2,069,751 2,045,617

営業利益 268,702 388,867

営業外収益

受取利息 1,723 1,893

受取配当金 590 211

受取賃貸料 8,585 5,154

受取手数料 13,245 16,620

保険解約返戻金 8,647 －

その他 4,124 12,549

営業外収益合計 36,917 36,430

営業外費用

支払利息 12,317 12,682

貸倒引当金繰入額 2,523 －

持分法による投資損失 11,873 7,574

為替差損 － 9,212

その他 10,345 3,814

営業外費用合計 37,059 33,282

経常利益 268,559 392,015

特別利益

貸倒引当金戻入額 2,881 －

移転補償金 124,774 －

関係会社整理損戻入益 － 1,029

特別利益合計 127,656 1,029

特別損失

固定資産除却損 25,716 970

投資有価証券評価損 － 11,791

その他 － 571

特別損失合計 25,716 13,334

税金等調整前四半期純利益 370,499 379,710

法人税、住民税及び事業税 38,835 86,451

法人税等調整額 80,615 91,830

法人税等合計 119,450 178,282

少数株主損益調整前四半期純利益 － 201,427

四半期純利益 251,049 201,427
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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21年４月１日
至 平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22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 258,210 306,188

減価償却費 146,163 133,394

退職給付引当金の増減額（△は減少） 10,791 393

受取利息及び受取配当金 △10,973 △11,375

支払利息 25,834 26,024

持分法による投資損益（△は益） 17,894 29,325

固定資産除売却損益（△は益） 25,804 1,316

投資有価証券評価損益（△は益） － 19,336

移転補償金 △124,774 △10,673

売上債権の増減額（△は増加） 700,700 529,305

たな卸資産の増減額（△は増加） 215,496 △287,030

仕入債務の増減額（△は減少） △45,592 324,192

その他 64,481 76,029

小計 1,284,037 1,136,427

利息及び配当金の受取額 10,628 10,743

利息の支払額 △27,028 △25,506

法人税等の支払額 △35,776 △45,550

法人税等の還付額 662 26

移転補償金の受取額 124,774 10,673

移転費用の支払額 △10,885 △2,050

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,346,411 1,084,763

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 △72,670 △6,000

定期預金の払戻による収入 6,000 －

有形固定資産の除却による支出 △3,862 －

有形固定資産の取得による支出 △67,309 △117,266

有形固定資産の売却による収入 － 502

投資有価証券の取得による支出 △4,146 △3,104

非連結子会社に対する貸付けによる支出 △12,000 △10,000

従業員に対する貸付金の回収による収入 5,000 －

その他 67,625 △19,456

投資活動によるキャッシュ・フロー △81,362 △155,324

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） △630,000 △600,000

長期借入れによる収入 300,000 563,440

長期借入金の返済による支出 △199,616 △256,528

配当金の支払額 △52,428 △52,428

財務活動によるキャッシュ・フロー △582,044 △345,516

現金及び現金同等物に係る換算差額 △9,222 △19,258

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 673,782 564,663

現金及び現金同等物の期首残高 3,391,583 4,231,715

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,065,366 4,796,379
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該当事項はありません。 

  

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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