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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 7,311 6.7 240 ― 261 ― 92 ―

22年3月期第2四半期 6,851 △17.5 △6 ― 3 △93.5 △60 ―

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 3.90 ―

22年3月期第2四半期 △2.55 ―

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 15,177 8,148 53.7 344.11
22年3月期 15,410 8,221 53.3 347.18

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  8,281百万円 22年3月期  8,221百万円

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 ― 5.00 5.00

23年3月期 ― 0.00

23年3月期 
（予想）

― 5.00 5.00

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 14,315 3.7 315 ― 335 ― 110 ― 4.65



(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条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等について
は、四半期決算短信（添付資料）３ページ「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.４「その他の情報」をご覧ください。）

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 23,818,257株 22年3月期  23,818,257株

② 期末自己株式数 23年3月期2Q  138,371株 22年3月期  136,770株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q 23,680,949株 22年3月期2Q  23,684,289株
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、一部で景気回復の兆しが見られますが、急激な円

高の進行や世界経済の減速懸念などにより、先行きの不透明感が続いております。 

当社グループの主要取引先であります外食産業におきましても、消費者の節約・低価格志向などの影

響から市場規模の縮小傾向に歯止めが掛からない状況が続いています。 

このような状況の中で、当社グループの当第２四半期連結累計期間の売上高は７３億１１百万円（前

年同期比6.7％増）となりました。 

 利益面におきましては、営業利益は２億４０百万円（前年同四半期は６百万円の営業損失）、経常利

益は２億６１百万円（前年同四半期は３百万円の経常利益）、四半期純利益は９２百万円（前年同四半

期は６０百万円の四半期純損失）計上いたしました。 

  

セグメントの業績は次のとおりであります。なお、営業利益はセグメント利益に該当します。 

  

（業務用厨房関連事業） 

当第２四半期連結累計期間の業務用厨房関連事業につきましては、売上高は７１億４０百万円（前

年同四半期比7.2％増）、営業利益は４億３８百万円（前年同四半期は１億８８百万円の営業利益）

となりました。 

  

（不動産賃貸事業） 

不動産賃貸事業につきましては、売上高は１億７１百万円（前年同四半期比10.1％減）、営業利益

は１億０百万円（前年同四半期比15.9％減）となりました。 

  

※「不動産賃貸事業」は、前第２四半期連結累計期間では「その他の事業」と表示しております。 

  

  

（資産） 

流動資産は、前連結会計年度末に比べ１億７９百万円増加し、７１億５２百万円となりました。これ

は主に、現金及び預金３億７８百万円の増加によるものです。 

固定資産は、前連結会計年度末に比べ４億１３百万円減少し、８０億２４百万円となりました。これ

は主に、減価償却の実施額１億６５百万円による償却資産の減少及び投資有価証券が１億２百万円減少

したためです。 

これらの結果、総資産は前連結会計年度末に比べて２億３３百万円減少し、１５１億７７百万円とな

りました。 

  

1. 当四半期の連結業績等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
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（負債） 

流動負債は、前連結会計年度末に比べ１億４７百万円減少し、５９億６１百万円となりました。これ

は主に、短期借入金を２億円返済したためです。 

固定負債は、前連結会計年度末に比べ１２百万円減少し、１０億６７百万円となりました。これは主

に、退職給付引当金７百万円及び役員退職慰労引当金４百万円の減少によるものです。 

  

（純資産） 

純資産は、前連結会計年度末に比べ７３百万円減少し、８１億４８百万円となりました。これは主

に、利益剰余金２６百万円及びその他有価証券評価差額金の減少４６百万円等によるものです。 

これらの結果、自己資本比率は前連結会計年度末の５３.３％から５３.７％となりました。 

  

（キャッシュ・フローの状況の分析） 

当第２四半期連結累計期間に係る現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前連結会計年

度末に比べて３億７８百万円増加し２４億６０百万円（前年同四半期は２５億１２百万円）となりまし

た。 

  

当第２四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６億２６百万円（前年同四半期は２億８８百万円の増加）となりまし

た。これは主に、税金等調整前四半期純利益の計上２億６０百万円、売上債権の減少３億３１百万円

の増と、たな卸資産の増加１億２４百万円の減少によるものです。 

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果、得た資金は７０百万円（前年同四半期は３６百万円の減少）となりました。これ

は主に、定期預金の払出収入の１億円の増加要因と有形固定資産の取得による支出１９百万円、無形

固定資産の取得による支出６百万円の減少要因が相殺されたものです。 

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動により使用した資金は３億１８百万円（前年同四半期は４億１９百万円の減少）となりま

した。これは主に、短期借入金の返済２億円、配当金の支払額１億１８百万円によるものです。 

  

平成22年８月12日に公表いたしました、通期の連結業績予想につきましては、平成22年11月10日付に

て「業績予想の修正に関するお知らせ」において修正しておりますので、ご参照ください。 

(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。 

  

簡便な会計処理 

① 一般債権の貸倒見積高の算定方法 

当第２四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。 

② たな卸資産の評価方法 

当第２四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。 

③ 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。 

  

① 会計処理基準に関する事項の変更 

資産除去債務に関する会計基準の適用 

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。 

この変更が当第２四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。 

② 表示方法の変更 

四半期連結損益計算書関係 

「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づき財務諸

表等規則等の一部を改正する内閣府令（平成21年３月24日 内閣府令第５号）の適用に伴い、当第

２四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目を表示しております。 

  

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特有の会計処理の概要

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要
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3. 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 2,460,711 2,082,657

受取手形及び売掛金 3,394,658 3,726,339

商品 1,102,987 977,645

製品 2,601 5,316

仕掛品 11,727 10,010

原材料及び貯蔵品 47,733 47,984

繰延税金資産 56,634 73,219

その他 119,623 99,961

貸倒引当金 △43,700 △49,920

流動資産合計 7,152,978 6,973,215

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 3,287,663 3,371,242

機械装置及び運搬具（純額） 40,709 49,938

土地 2,697,889 2,697,889

その他（純額） 70,912 81,279

有形固定資産合計 6,097,174 6,200,349

無形固定資産

ソフトウエア 193,768 231,135

その他 54,520 54,310

無形固定資産合計 248,289 285,445

投資その他の資産

投資有価証券 775,028 877,852

長期預金 200,000 300,000

繰延税金資産 431,248 491,162

その他 359,432 392,218

貸倒引当金 △86,553 △109,386

投資その他の資産合計 1,679,156 1,951,846

固定資産合計 8,024,620 8,437,643

資産合計 15,177,598 15,410,858
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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 3,468,726 3,440,461

短期借入金 2,119,000 2,319,000

未払法人税等 72,756 48,918

賞与引当金 89,009 118,055

その他 212,092 183,136

流動負債合計 5,961,585 6,109,573

固定負債

退職給付引当金 803,879 811,119

役員退職慰労引当金 232,732 236,900

その他 30,954 31,612

固定負債合計 1,067,566 1,079,631

負債合計 7,029,151 7,189,204

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 2,017,283 2,043,348

自己株式 △31,383 △31,091

株主資本合計 8,186,584 8,212,941

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △38,137 8,711

評価・換算差額等合計 △38,137 8,711

純資産合計 8,148,446 8,221,653

負債純資産合計 15,177,598 15,410,858
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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 6,851,954 7,311,886

売上原価 5,026,492 5,360,238

売上総利益 1,825,461 1,951,648

販売費及び一般管理費 1,832,023 1,711,241

営業利益又は営業損失（△） △6,561 240,407

営業外収益

受取利息 1,303 1,622

受取配当金 6,554 8,668

為替差益 － 4,281

その他 28,837 20,267

営業外収益合計 36,696 34,838

営業外費用

支払利息 16,588 10,020

為替差損 1,124 －

支払手数料 8,355 3,756

その他 109 187

営業外費用合計 26,177 13,964

経常利益 3,956 261,281

特別利益

固定資産売却益 － 60

貸倒引当金戻入額 － 26,785

特別利益合計 － 26,845

特別損失

固定資産除却損 450 586

会員権売却損 345 －

投資有価証券評価損 － 27,238

会員権評価損 4,960 50

特別損失合計 5,755 27,875

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純
損失（△）

△1,798 260,251

法人税、住民税及び事業税 25,742 59,744

法人税等調整額 32,788 108,164

法人税等合計 58,531 167,908

少数株主損益調整前四半期純利益 － 92,342

四半期純利益又は四半期純損失（△） △60,329 92,342
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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又は税金等調整前四
半期純損失（△）

△1,798 260,251

減価償却費 193,683 165,478

有形固定資産除却損 440 586

有形固定資産売却損益（△は益） － △60

会員権売却損益（△は益） 450 －

会員権評価損 4,960 50

投資有価証券評価損益（△は益） － 27,238

貸倒引当金の増減額（△は減少） 3,924 △29,053

賞与引当金の増減額（△は減少） △15,317 △29,046

退職給付引当金の増減額（△は減少） 11,126 △7,240

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 12,800 △4,167

受取利息及び受取配当金 △7,858 △10,290

支払利息 16,588 10,020

売上債権の増減額（△は増加） 188,587 331,681

たな卸資産の増減額（△は増加） 44,633 △124,092

仕入債務の増減額（△は減少） △125,425 28,264

未払消費税等の増減額（△は減少） △83,270 15,887

その他 56,608 26,124

小計 300,133 661,633

利息及び配当金の受取額 8,313 10,603

利息の支払額 △13,602 △9,885

法人税等の支払額 △6,071 △35,906

営業活動によるキャッシュ・フロー 288,773 626,444

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入 － 100,000

投資有価証券の取得による支出 △23,029 △2,931

会員権の売却による収入 50 －

有形固定資産の売却による収入 － 105

有形固定資産の取得による支出 △2,697 △19,537

無形固定資産の取得による支出 △11,440 △6,039

貸付金の回収による収入 120 －

従業員に対する貸付けによる支出 － △1,289

投資活動によるキャッシュ・フロー △36,996 70,308

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 △200,000

自己株式の取得による支出 △600 △291

配当金の支払額 △118,430 △118,407

財務活動によるキャッシュ・フロー △419,031 △318,699

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △167,254 378,053

現金及び現金同等物の期首残高 2,679,875 2,082,657

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,512,621 2,460,711
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該当事項はありません。 

  

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) 

 
(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 

  

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) 

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) 

海外売上高がないため、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) 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

6,661,218 190,736 6,851,954 ― 6,851,954

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

─ 10,162 10,162 △10,162 ―

計 6,661,218 200,899 6,862,117 △10,162 6,851,954

営業利益(又は営業損失) 188,814 119,902 308,717 △315,279 △6,561

【所在地別セグメント情報】

【海外売上高】

北沢産業株式会社(9930)　平成23年3月期　第2四半期決算短信

9



  

  

第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第17号 平

成21年３月27日)及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第

20号 平成20年３月21日)」を適用しております。 

  

1．報告セグメントの概要 

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、

経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものでありま

す。 

当社は業務用厨房機器の販売を中心に事業活動を展開しており、これらに付帯する業務用厨房機器の修

理・保守サービス及び業務用厨房機械器具、製菓・製パン機械器具の製造を行っているほか、不動産の賃

貸事業を行っております。 

したがって、当社においては、「業務用厨房関連事業」及び「不動産賃貸事業」の２つを報告セグメン

トとしております。 

  

２．報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報 

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) 

 
(注) １ セグメント利益の調整額 △299,242千円には、全社費用 △300,344千円が含まれております。全社費用は 

  主にセグメントに帰属しない管理部門等に係る費用であります。 

２ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

３ 「不動産賃貸事業」は、前第２四半期連結累計期間では「その他の事業」と表示しております。 

  

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

【セグメント情報】

(追加情報)

(単位：千円)

報告セグメント
調整額
(注)１

四半期連結損益
計算書計上額 
（注）２業務用厨房 

関連事業

不動産
賃貸事業 
(注)３

計

売上高

 (1) 外部顧客への売上高 7,140,422 171,463 7,311,886 ― 7,311,886

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

─ 10,162 10,162 △10,162 ―

計 7,140,422 181,626 7,322,049 △10,162 7,311,886

セグメント利益 438,877 100,771 539,649 △299,242 240,407

(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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