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1.  平成24年3月期第1四半期の業績（平成23年4月1日～平成23年6月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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 ％

24年3月期第1四半期 2,869 △23.4 △221 ― △194 ― △130 ―

23年3月期第1四半期 3,745 17.0 △107 ― △75 ― △229 ―

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

24年3月期第1四半期 △20.66 ―

23年3月期第1四半期 △36.43 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第1四半期 11,478 7,012 61.1
23年3月期 12,627 7,210 57.1

（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  7,012百万円 23年3月期  7,210百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  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

23年3月期 ― 0.00 ― 10.00 10.00

24年3月期 ―

24年3月期（予想） 0.00 ― 10.00 10.00

3.  平成24年3月期の業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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(累計) 8,300 △22.9 130 △79.2 160 △76.3 50 △72.3 7.93
通期 17,530 △14.0 270 △61.2 330 △57.4 110 △59.1 17.45

                                 



(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

  

4.  その他

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無

② ①以外の会計方針の変更   ：  無

③ 会計上の見積りの変更   ：  無

④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期1Q 6,306,000 株 23年3月期 6,306,000 株

② 期末自己株式数 24年3月期1Q 3,307 株 23年3月期 3,307 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 6,302,693 株 23年3月期1Q 6,302,723 株

※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きの対象外であり、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
四半期財務諸表の四半期レビュー手続きは終了しておりません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 本資料に掲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）２ページ「業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
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（１）経営成績に関する定性的情報 

  当第１四半期累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災や原子力発電所の事故による電力不足の影響を強く

受ける中、厳しい雇用情勢、個人消費の低迷が続き、先行き不透明な状況で推移いたしました。 

 当社の受注環境におきましても、設備投資計画を見直す動きがみられ、極度の自粛ムードは収まりつつあるもの

の、先行きは依然不透明であり、予断を許さない状況にあります。  

 このような状況のもと、当社は、総合厨房機器メーカーとして、最近、ますます注目の集まる「食の安全・安

心」に繋がる厨房機器・厨房システムの提案に心がけ、営業部門、生産部門及び管理部門の各部門が一体となって

業績の向上に取り組んでまいりました。 

 以上の結果、当第１四半期累計期間の売上高は28億69百万円（前年同四半期は37億45百万円の売上高）、経常損

失は１億94百万円（前年同四半期は75百万円の経常損失）、四半期純損失は１億30百万円（前年同四半期は２億29

百万円の四半期純損失）となりました。 

  

（２）財政状態に関する定性的情報 

①財政状態 

 当第１四半期会計期間末の資産合計は、前事業年度末に比べ11億48百万円減少し、114億78百万円となりまし

た。これは主に、現金及び預金が３億４百万円、商品及び製品が３億89百万円、原材料及び貯蔵品が１億42百万円

増加したものの、受取手形及び売掛金が20億62百万円減少したことなどによるものであります。 

 負債合計は、前事業年度末に比べ９億51百万円減少し、44億65百万円となりました。これは主に、支払手形及び

買掛金が８億46百万円減少したことなどによるものであります。 

 純資産合計は、前事業年度末に比べ１億97百万円減少し、70億12百万円となりました。これは主に、四半期純損

失を１億30百万円計上し、また、剰余金の配当が63百万円あったことなどによるものであります。 

  

  

（３）業績予想に関する定性的情報 

 今後の経済見通しにつきましては、東日本大震災からの復興需要、サプライチェーン回復による生産力の増加

等、明るい兆しもあるものの、電力不足の長期化、円高の継続等の懸念材料があり、先行き不透明な状況が続くも

のと思われます。 

 当社におきましては、当第１四半期累計期間の赤字を取り戻し、当初予定の利益を達成すべく、復興需要の取り

込みをはじめ、より一層積極的な営業活動を展開するとともに、次期に向けて既に動きが出てきている物件の受注

に向けた営業活動にも注力してまいります。 

 なお、平成24年３月期の業績予想につきましては、現時点において、平成23年５月13日の決算発表時に公表いた

しました業績予想に変更はありません。  

  

  

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 該当事項はありません。 

  

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

   該当事項はありません。  

  

（３）追加情報 

 当第１四半期会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬

の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関す

る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日）を適用しております。 

  

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（その他）に関する事項
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３．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期会計期間 
(平成23年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,748,364 3,052,488

受取手形及び売掛金 4,474,898 2,412,678

商品及び製品 686,113 1,076,111

仕掛品 421,020 387,674

原材料及び貯蔵品 200,819 343,201

繰延税金資産 141,353 208,720

その他 103,724 103,056

貸倒引当金 △4,533 △3,054

流動資産合計 8,771,760 7,580,877

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 476,472 467,615

土地 2,363,610 2,363,610

その他（純額） 174,378 200,965

有形固定資産合計 3,014,461 3,032,192

無形固定資産 27,457 40,128

投資その他の資産   

投資有価証券 315,157 310,103

繰延税金資産 300,434 312,750

その他 212,279 221,468

貸倒引当金 △14,404 △19,167

投資その他の資産合計 813,466 825,154

固定資産合計 3,855,385 3,897,475

資産合計 12,627,145 11,478,352

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,447,953 1,601,329

短期借入金 100,000 74,500

1年内返済予定の長期借入金 894,296 868,583

未払法人税等 30,198 14,321

未払費用 122,407 148,090

賞与引当金 204,825 307,171

その他 325,814 169,803

流動負債合計 4,125,495 3,183,799

固定負債   

長期借入金 200,000 175,000

退職給付引当金 736,592 759,872

役員退職慰労引当金 274,305 271,545

その他 80,354 75,407

固定負債合計 1,291,251 1,281,825

負債合計 5,416,747 4,465,625
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期会計期間 
(平成23年６月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,445,600 1,445,600

資本剰余金 1,537,125 1,537,125

利益剰余金 4,713,318 4,520,105

自己株式 △2,355 △2,355

株主資本合計 7,693,688 7,500,475

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 22,755 18,297

土地再評価差額金 △506,045 △506,045

評価・換算差額等合計 △483,289 △487,747

純資産合計 7,210,398 7,012,727

負債純資産合計 12,627,145 11,478,352
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（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

売上高 3,745,813 2,869,965

売上原価 2,892,698 2,178,944

売上総利益 853,114 691,020

販売費及び一般管理費 960,226 912,169

営業損失（△） △107,112 △221,149

営業外収益   

受取配当金 7,801 8,169

仕入割引 23,409 19,695

その他 8,084 4,635

営業外収益合計 39,295 32,500

営業外費用   

支払利息 6,044 5,233

その他 1,403 369

営業外費用合計 7,447 5,602

経常損失（△） △75,264 △194,251

特別利益   

固定資産売却益 － 3,615

貸倒引当金戻入額 1,345 －

特別利益合計 1,345 3,615

特別損失   

固定資産除却損 4 1,948

災害による損失 － 3,190

投資有価証券評価損 154,290 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 11,127 －

特別損失合計 165,421 5,138

税引前四半期純損失（△） △239,340 △195,774

法人税、住民税及び事業税 32,994 11,022

法人税等調整額 △42,708 △76,610

法人税等合計 △9,713 △65,588

四半期純損失（△） △229,626 △130,185
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 該当事項はありません。 

  

  

 該当事項はありません。 

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）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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