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

23年3月期第3四半期 10,545 6.0 240 ― 262 ― 110 ―

22年3月期第3四半期 9,944 △15.3 △110 ― △100 ― △217 ―

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3四半期 4.65 ―

22年3月期第3四半期 △9.20 ―

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3四半期 14,882 8,192 55.0 345.98
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3四半期  8,192百万円 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」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3Q 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3Q  139,341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3Q 23,680,429株 22年3月期3Q  23,683,674株



1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報 …………………………………………２ 

(1) 連結経営成績に関する定性的情報 …………………………………………………２ 

(2) 連結財政状態に関する定性的情報 …………………………………………………２ 

(3) 連結業績予想に関する定性的情報 …………………………………………………３ 

2. その他の情報 ……………………………………………………………………………４ 

(1) 重要な子会社の異動の概要 …………………………………………………………４ 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 ………………………………………４ 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 ………………………………４ 

3. 四半期連結財務諸表 ……………………………………………………………………５ 

(1) 四半期連結貸借対照表 ………………………………………………………………５ 

(2) 四半期連結損益計算書 ………………………………………………………………７ 

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 ……………………………………………８ 

(4) 継続企業の前提に関する注記 ………………………………………………………９ 

(5) セグメント情報 ………………………………………………………………………９ 

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ………………………………10 

○添付資料の目次

北沢産業株式会社(9930)　平成23年3月期　第３四半期決算短信

1



  

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府の経済対策効果などにより、緩やかな回復基

調で推移したものの、依然として雇用不安等の要因は継続し、経済対策効果の一巡、円高の進行などの

不安要素もあり先行きは不透明な状況が続いております。 

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、売上高は前年同月比で若干の増加傾

向にあるものの、客単価は減少傾向にあり、引続き厳しい経営環境におかれています。 

このような状況の中で、当社グループの当第３四半期連結累計期間の売上高は１０５億４５百万円

（前年同四半期比6.0％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１億１０百万円の営業損失）、

経常利益は２億６２百万円（前年同四半期は１億０百万円の経常損失）、四半期純利益は１億１０百万

円（前年同四半期は２億１７百万円の四半期純損失）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３四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１０２億８９百万円

（前年同四半期比6.3％増）、営業利益は５億５０百万円（前年同四半期は２億１２百万円の営業利

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２億５５百万円（前年同四半期比3.4％減）、営業利益

は１億５０百万円（前年同四半期比3.2％減）となりました。 

  

※「不動産賃貸事業」は、前第３四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１億６５百万円減少し、６８億７百万円となりました。これは

主に、現金及び預金の増加額４億７８百万円及び商品の増加額２億１９百万円と受取手形及び売掛金の

減少額８億５０百万円が相殺されたものです。 

固定資産は、前連結会計年度末に比べ３億６３百万円減少し、８０億７４百万円となりました。これ

は主に、減価償却の実施額２億４９百万円による償却資産の減少及び投資有価証券が５６百万円並びに

長期繰延税金資産が７０百万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５億２８百万円減少し、１４８億８２百万円と

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４億８２百万円減少し、５６億２６百万円となりました。これ

は主に、短期借入金の返済による減少額２億円及び支払手形及び買掛金の減少額２億２６百万円による

ものです。 

固定負債は、前連結会計年度末に比べ１６百万円減少し、１０億６３百万円となりました。これは主

に、退職給付引当金が１７百万円減少したものです。 

これらの結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて４億８２百万円減少し、６６億９０百万円と

なりました。 

  

（純資産） 

純資産は、前連結会計年度末に比べ２９百万円減少し、８１億９２百万円となりました。これは主

に、利益剰余金の減少８百万円及びその他有価証券評価差額金の減少２０百万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５５.０％となりました。 

  

（キャッシュ・フローの状況の分析） 

当第３四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

計年度末に比べて４億７８百万円増加し２５億６１百万円（前年同四半期末は２３億３８百万円）とな

りました。 

  

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８億２９百万円（前年同四半期は１億３４百万円の増加）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２億５８百万円、売上債権の減少８億５０百万円

の増加要因とたな卸資産の増加額２億１９百万円、仕入債務の減少額２億２６百万円の減少要因が相

殺されたものです。 

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動により使用した資金は３２百万円（前年同四半期は５７百万円の減少）となりました。こ

れは主に、有形固定資産の取得による支出２０百万円、無形固定資産の取得による支出６百万円及び

投資有価証券の取得４百万円によるものです。 

  

（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11月10日に公表いたしました平成23年3月期の連結業績予想から変更はありません。 

  

(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。 

② 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。 

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３四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

３四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３四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,561,508 2,082,657

受取手形及び売掛金 2,876,136 3,726,339

商品 1,196,868 977,645

製品 1,571 5,316

仕掛品 14,579 10,010

原材料及び貯蔵品 47,308 47,984

繰延税金資産 65,182 73,219

その他 81,668 99,961

貸倒引当金 △36,900 △49,920

流動資産合計 6,807,923 6,973,215

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,238,735 3,371,242

機械装置及び運搬具（純額） 41,013 49,938

土地 2,697,889 2,697,889

その他（純額） 64,282 81,279

有形固定資産合計 6,041,921 6,200,349

無形固定資産   

ソフトウエア 171,964 231,135

その他 54,600 54,310

無形固定資産合計 226,564 285,445

投資その他の資産   

投資有価証券 821,228 877,852

長期預金 300,000 300,000

繰延税金資産 420,164 491,162

その他 348,878 392,218

貸倒引当金 △84,151 △109,386

投資その他の資産合計 1,806,118 1,951,846

固定資産合計 8,074,605 8,437,643

資産合計 14,882,528 15,410,858
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(単位：千円)

当第３四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,213,511 3,440,461

短期借入金 2,119,000 2,319,000

未払法人税等 33,386 48,918

賞与引当金 4,304 118,055

その他 256,606 183,136

流動負債合計 5,626,809 6,109,573

固定負債   

退職給付引当金 793,537 811,119

役員退職慰労引当金 239,132 236,900

繰延税金負債 224 －

その他 30,463 31,612

固定負債合計 1,063,358 1,079,631

負債合計 6,690,167 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 2,034,953 2,043,348

自己株式 △31,533 △31,091

株主資本合計 8,204,104 8,212,941

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △11,743 8,711

評価・換算差額等合計 △11,743 8,711

純資産合計 8,192,360 8,221,653

負債純資産合計 14,882,528 15,410,858
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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21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 9,944,589 10,545,687

売上原価 7,317,199 7,729,803

売上総利益 2,627,390 2,815,883

販売費及び一般管理費 2,737,799 2,575,174

営業利益又は営業損失（△） △110,408 240,708

営業外収益   

受取利息 1,849 1,811

受取配当金 8,394 10,541

為替差益 － 5,575

その他 33,200 24,668

営業外収益合計 43,445 42,597

営業外費用   

支払利息 22,655 14,569

支払手数料 10,244 5,645

その他 607 187

営業外費用合計 33,506 20,401

経常利益又は経常損失（△） △100,470 262,904

特別利益   

固定資産売却益 － 60

貸倒引当金戻入額 － 24,188

特別利益合計 － 24,248

特別損失   

固定資産除却損 450 1,265

会員権売却損 555 4

投資有価証券評価損 － 27,238

会員権評価損 4,960 350

特別損失合計 5,965 28,858

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（△）

△106,435 258,293

法人税、住民税及び事業税 52,285 55,196

法人税等調整額 59,211 93,085

法人税等合計 111,496 148,281

少数株主損益調整前四半期純利益 － 110,011

四半期純利益又は四半期純損失（△） △217,931 110,011
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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21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22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利益又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△106,435 258,293

減価償却費 291,440 249,454

有形固定資産除却損 555 1,265

有形固定資産売却損益（△は益） － △60

会員権売却損益（△は益） 450 4

会員権評価損 4,960 350

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） △12,301 △38,255

賞与引当金の増減額（△は減少） △97,000 △113,750

退職給付引当金の増減額（△は減少） 7,893 △17,582

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 19,300 2,232

受取利息及び受取配当金 △10,244 △12,353

支払利息 22,655 14,569

売上債権の増減額（△は増加） 299,678 850,202

たな卸資産の増減額（△は増加） 83,497 △219,370

仕入債務の増減額（△は減少） △350,391 △226,950

未払消費税等の増減額（△は減少） △92,648 12,596

その他 132,381 115,280

小計 193,791 903,167

利息及び配当金の受取額 10,266 12,309

利息の支払額 △22,401 △14,786

法人税等の支払額 △46,984 △70,728

営業活動によるキャッシュ・フロー 134,671 829,962

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

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 △32,947 △4,901

会員権の売却による収入 50 95

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 △12,895 △20,247

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 180 15

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 △57,053 △32,261

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 △775 △441

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 △419,206 △318,848

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △341,587 478,851

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 2,338,287 2,561,508
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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 

  

前第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。 

  

(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

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

【所在地別セグメント情報】

【海外売上高】
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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３四半期連結累計期間(自 平成22年４月１日 至 平成22年12月31日) 

 
(注) １ セグメント利益の調整額 △460,546千円には、全社費用 △462,320千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３四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

 外部顧客への売上高 10,289,824 255,862 10,545,687 ― 10,545,687

 セグメント間の内部 
 売上高又は振替高

─ 15,244 15,244 △15,244 ―

計 10,289,824 271,106 10,560,931 △15,244 10,545,687

セグメント利益 550,690 150,565 701,255 △460,546 240,708

(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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