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1.  平成24年3月期第1四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年6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 ％

24年3月期第1四半期 3,193 △6.2 10 △86.4 16 △82.5 △43 ―

23年3月期第1四半期 3,405 8.2 74 ― 91 ― △7 ―

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 △36百万円 （―％） 23年3月期第1四半期 △56百万円 （―％）

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 △1.84 ―

23年3月期第1四半期 △0.31 ―

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

24年3月期第1四半期 14,983 8,027 53.6 339.01
23年3月期 15,230 8,181 53.7 345.54

（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  8,027百万円 23年3月期  8,181百万円

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 ― 5.00 5.00

24年3月期 ―

24年3月期（予想） 0.00 ― 5.00 5.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（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) 7,380 0.9 245 1.9 260 △0.5 97 5.0 4.10
通期 14,550 1.9 377 33.4 387 25.5 143 37.7 6.04



(1) 当四半期連結累計期間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) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(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

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

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 23,818,257 株 23年3月期 23,818,257 株

② 期末自己株式数 24年3月期1Q 140,011 株 23年3月期 139,879 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 23,678,279 株 23年3月期1Q 23,681,260 株
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当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、３月11日に発生した東日本大震災の影響により、

企業の生産活動・輸出の減少、個人消費の停滞、原発事故に伴う電力供給の問題など、先行き不透明な

状況で推移いたしました。 

このような状況のなか、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、従来からの

消費者の外食離れ、低価格志向などの厳しい経営環境に加え、震災による自粛傾向、放射能汚染による

食品風評被害など、今後益々厳しい環境が続くことが予想されます。 

このような状況のなかで、当社グループの当第１四半期連結累計期間の業績につきましては、売上高

は３１億９３百万円（前年同四半期比6.2％減）、営業利益は１０百万円（前年同四半期比86.4％

減）、経常利益は１６百万円（前年同四半期比82.5％減）、四半期純損失は４３百万円（前年同四半期

は７百万円の四半期純損失）となりました。 

  

セグメントの業績は次のとおりであります。 

  

（業務用厨房関連事業） 

業務用厨房関連事業につきましては、売上高は３１億６百万円（前年同四半期比6.4％減）、営業

利益は１億１３百万円（前年同四半期比33.3％減）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８７百万円（前年同四半期比0.7％増）、営業利益は４

９百万円（前年同四半期比0.4％増）となりました。 

  

（資産） 

流動資産は、前連結会計年度末に比べ２億１１百万円減少し、７０億２４百万円となりました。これ

は主に、現金及び預金の増加額３億２２百万円などと受取手形及び売掛金の減少額５億７５百万円など

が相殺されたものです。 

固定資産は、前連結会計年度に比べ３４百万円減少し、７９億５９百万円となりました。これは主

に、減価償却の実施額７８百万円による償却資産の減少と投資有価証券の増加１３百万円などが相殺さ

れたものです。 

これらの結果、総資産は前連結会計年度末に比べて２億４６百万円減少し、１４９億８３百万円とな

りました。 

  

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
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（負債） 

流動負債は、前連結会計年度末に比べ９１百万円減少し、５８億８５百万円となりました。これは主

に、賞与引当金の引当額の減少額７１百万円によるものです。 

固定負債は、前連結会計年度末に比べ１百万円減少し、１０億７０百万円となりました。 

  

（純資産） 

純資産は、前連結会計年度末に比べ１億５４百万円減少し、８０億２７百万円となりました。これは

主に、利益剰余金の減少１億６１百万円によるものです。 

これらの結果、自己資本比率は前連結会計年度末の53.7％から53.6％となりました。 

  

平成24年３月期の業績予想につきましては、平成23年５月12日に公表しました業績予想に変更はあり

ません。 

（３）連結業績予想に関する定性的情報
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２．四半期連結財務諸表等

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成23年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,496,840 2,819,669

受取手形及び売掛金 3,349,859 2,773,975

商品 1,218,767 1,276,407

製品 4,146 6,669

仕掛品 11,074 12,445

原材料及び貯蔵品 47,517 46,602

繰延税金資産 58,324 18,887

その他 93,104 105,709

貸倒引当金 △43,200 △35,800

流動資産合計 7,236,433 7,024,568

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 3,197,257 3,154,519

機械装置及び運搬具（純額） 43,435 45,815

土地 2,697,889 2,697,889

その他（純額） 59,587 53,683

有形固定資産合計 5,998,169 5,951,908

無形固定資産

ソフトウエア 150,982 129,739

その他 54,778 54,685

無形固定資産合計 205,760 184,425

投資その他の資産

投資有価証券 805,894 819,370

長期貸付金 1,199 1,724

長期預金 300,000 300,000

繰延税金資産 422,551 415,511

その他 368,628 396,536

貸倒引当金 △108,093 △110,320

投資その他の資産合計 1,790,180 1,822,822

固定資産合計 7,994,110 7,959,156

資産合計 15,230,543 14,983,725
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成23年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 3,406,617 3,392,118

短期借入金 2,119,000 2,119,000

未払法人税等 78,456 26,200

賞与引当金 83,549 12,313

その他 289,157 335,996

流動負債合計 5,976,780 5,885,629

固定負債

退職給付引当金 793,643 784,524

役員退職慰労引当金 245,396 251,396

繰延税金負債 123 443

その他 32,853 34,610

固定負債合計 1,072,017 1,070,975

負債合計 7,048,798 6,956,604

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 2,028,806 1,866,811

自己株式 △31,630 △31,650

株主資本合計 8,197,860 8,035,845

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △16,115 △8,724

その他の包括利益累計額合計 △16,115 △8,724

純資産合計 8,181,744 8,027,120

負債純資産合計 15,230,543 14,983,725

北沢産業株式会社(9930)　平成24年３月期 第１四半期決算短信

－5－



（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

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22年４月１日
至 平成22年６月30日)

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

売上高 3,405,172 3,193,852

売上原価 2,494,041 2,310,519

売上総利益 911,131 883,333

販売費及び一般管理費 836,851 873,241

営業利益 74,280 10,091

営業外収益

受取利息 548 386

受取配当金 5,978 6,035

為替差益 664 －

その他 17,317 6,933

営業外収益合計 24,509 13,356

営業外費用

支払利息 5,378 4,069

為替差損 － 1,467

支払手数料 1,868 1,873

営業外費用合計 7,246 7,410

経常利益 91,542 16,037

特別利益

固定資産売却益 60 －

貸倒引当金戻入額 25,235 －

特別利益合計 25,295 －

特別損失

固定資産除却損 433 －

会員権売却損 － 313

投資有価証券評価損 27,238 －

会員権評価損 50 100

特別損失合計 27,722 413

税金等調整前四半期純利益 89,115 15,624

法人税、住民税及び事業税 18,333 17,427

法人税等調整額 78,007 41,800

法人税等合計 96,340 59,228

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △7,224 △43,603

少数株主利益 － －

四半期純損失（△） △7,224 △43,603
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四半期連結包括利益計算書

 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22年４月１日
至 平成22年６月30日)

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

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △7,224 △43,603

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △49,477 7,391

その他の包括利益合計 △49,477 7,391

四半期包括利益 △56,702 △36,212

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △56,702 △36,212

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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該当事項はありません。 

  

（セグメント情報） 

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間(自 平成22年４月１日 至 平成22年６月30日) 

１．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 

 
(注) １ セグメント利益の調整額 △145,123千円には、全社費用 △145,674千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。 

  

２．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。 

  

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間(自 平成23年４月１日 至 平成23年６月30日) 

１．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 

 
(注) １ セグメント利益の調整額 △152,882千円には、全社費用 △153,568千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。 

  

２．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。 

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

(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

計

売上高

 外部顧客への売上高 3,318,193 86,979 3,405,172 ― 3,405,172

 セグメント間の内部 
 売上高又は振替高

─ 5,081 5,081 △5,081 ―

計 3,318,193 92,060 3,410,253 △5,081 3,405,172

セグメント利益 170,038 49,365 219,403 △145,123 74,280

(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

計

売上高

 外部顧客にへの売上高 3,106,228 87,623 3,193,852 ― 3,193,852

 セグメント間の内部 
 売上高又は振替高

─ 2,516 2,516 △2,516 ―

計 3,106,228 90,140 3,196,369 △2,516 3,193,852

セグメント利益 113,412 49,561 162,974 △152,882 10,091
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当第１四半期連結累計期間(自 平成23年４月１日 至 平成23年６月30日） 

該当事項はありません。 

  

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

該当事項はありません。 

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）重要な後発事象
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