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1.  平成24年3月期第2四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23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 ％

24年3月期第2四半期 7,208 △1.4 140 △41.4 150 △42.5 40 △55.8

23年3月期第2四半期 7,311 6.7 240 ― 261 ― 92 ―

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 30百万円 （△33.2％） 23年3月期第2四半期 45百万円 （―％）

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2四半期 1.72 ―

23年3月期第2四半期 3.90 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第2四半期 15,267 8,093 53.0
23年3月期 15,230 8,181 53.7

（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  8,093百万円 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 ― 0.00

24年3月期（予想） ― 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、対前期増減率）

（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

通期 14,390 0.8 276 △2.1 288 △6.5 88 △14.6 3.72



(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、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

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2Q 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2Q 141,171 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2Q 23,677,848 株 23年3月期2Q 23,680,949 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、東日本大震災からの復旧とともに企業の生産活動

や個人消費に回復の兆しが見られるものの、原発事故に伴う電力供給の問題、欧州の金融不安を背景と

した円高の長期化など、依然として先行き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、従来からの消費者の外食離れ、低価

格志向などの経営環境に加え、放射能汚染による食材への不安、焼肉チェーンにおいて発生した食中毒

などの影響もあり、極めて厳しい環境になっております。 

このような状況のなかで、当社グループの当第２四半期連結累計期間の業績につきましては、売上高

は７２億８百万円（前年同四半期比1.4％減）、営業利益は１億４０百万円（前年同四半期比41.4％

減）、経常利益は１億５０百万円（前年同四半期比42.5％減）、四半期純利益は４０百万円（前年同四

半期比55.8％減）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７０億３５百万円（前年同四半期比1.5％減）、営

業利益は３億３４百万円（前年同四半期比23.7％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１億７３百万円（前年同四半期比1.3％増）、営業利益

は９７百万円（前年同四半期比3.3％減）となりました。 

  

（資産） 

流動資産は、前連結会計年度末に比べ３億５８百万円増加し、７５億９５百万円となりました。これ

は主に、現金及び預金の増加額７億９８百万円などと受取手形及び売掛金の減少額４億４０百万円など

が相殺されたものです。 

固定資産は、前連結会計年度末に比べ３億２１百万円減少し、７６億７２百万円となりました。これ

は主に、減価償却の実施額１億５６百万円による償却資産の減少及び長期預金の２億円の減少などによ

るものです。 

これらの結果、総資産は前連結会計年度末に比べて３６百万円増加し、１５２億６７百万円となりま

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１億１２百万円増加し、６０億８９百万円となりました。これ

は主に、支払手形及び買掛金の増加額４８百万円及び未払法人税等の増加額５７百万円などによるもの

です。 

固定負債は、前連結会計年度末に比べ１２百万円増加し、１０億８４百万円となりました。これは主

に、退職給付引当金の増加額７百万円及び役員退職慰労引当金の増加額４百万円などによるものです。

  

（純資産） 

純資産は、前連結会計年度末に比べ８８百万円減少し、８０億９３百万円となりました。これは主

に、利益剰余金の減少７７百万円及びその他有価証券評価差額金の減少１０百万円などによるもので

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53.0％となりました。 

  

（キャッシュ・フローの状況） 

当第２四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」）は、２９億９５百万円

と前連結会計年度末より４億９８百万円増加となりました。 

 当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況及びこれらの要因は次のとおりであ

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、７億４３百万円（前年同四半期は６億２６百万円の増加）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額１億４９百万円、売上債権の減少４億４０百万円

及び仕入債務の増加４８百万円などによるものです。 

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果使用した資金は、１億２６百万円（前年同四半期は７０百万円の増加）となりまし

た。これは主に、定期預金の預入による支出１億円及び有形固定資産の取得による支出２１百万円など

によるものです。 

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果使用した資金は、１億１８百万円（前年同四半期は３億１８百万円の減少）となりま

した。これは主に、配当金の支払１億１８百万円によるものです。 

  

近の業績を踏まえ、平成23年５月12日に公表した通期業績予想を変更しております。詳細につきま

しては平成23年11月10日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。 

  

（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 
（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２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,496,840 3,295,323

受取手形及び売掛金 3,349,859 2,909,758

商品 1,218,767 1,205,000

製品 4,146 3,120

仕掛品 11,074 12,014

原材料及び貯蔵品 47,517 51,145

繰延税金資産 58,324 59,861

その他 93,104 96,597

貸倒引当金 △43,200 △37,800

流動資産合計 7,236,433 7,595,021

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,197,257 3,111,872

機械装置及び運搬具（純額） 43,435 50,712

土地 2,697,889 2,697,889

その他（純額） 59,587 51,050

有形固定資産合計 5,998,169 5,911,525

無形固定資産   

ソフトウエア 150,982 107,979

その他 54,778 54,593

無形固定資産合計 205,760 162,573

投資その他の資産   

投資有価証券 805,894 791,447

長期貸付金 1,199 1,649

長期預金 300,000 100,000

繰延税金資産 422,551 442,575

その他 368,628 395,879

貸倒引当金 △108,093 △133,493

投資その他の資産合計 1,790,180 1,598,058

固定資産合計 7,994,110 7,672,156

資産合計 15,230,543 15,267,178
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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２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,406,617 3,455,435

短期借入金 2,119,000 2,119,000

未払法人税等 78,456 135,599

賞与引当金 83,549 90,909

その他 289,157 288,139

流動負債合計 5,976,780 6,089,083

固定負債   

退職給付引当金 793,643 801,002

役員退職慰労引当金 245,396 249,996

繰延税金負債 123 382

その他 32,853 33,199

固定負債合計 1,072,017 1,084,581

負債合計 7,048,798 7,173,664

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 1,951,192

自己株式 △31,630 △31,847

株主資本合計 8,197,860 8,120,029

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 △26,515

その他の包括利益累計額合計 △16,115 △26,515

純資産合計 8,181,744 8,093,514

負債純資産合計 15,230,543 15,267,178
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（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22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

売上高 7,311,886 7,208,936

売上原価 5,360,238 5,275,406

売上総利益 1,951,648 1,933,529

販売費及び一般管理費 1,711,241 1,792,537

営業利益 240,407 140,992

営業外収益   

受取利息 1,622 1,000

受取配当金 8,668 7,005

受取家賃 5,566 4,951

為替差益 4,281 333

その他 14,700 8,481

営業外収益合計 34,838 21,772

営業外費用   

支払利息 10,020 8,883

支払手数料 3,756 3,767

その他 187 －

営業外費用合計 13,964 12,650

経常利益 261,281 150,113

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 586 533

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 27,875 633

税金等調整前四半期純利益 260,251 149,480

法人税、住民税及び事業税 59,744 122,976

法人税等調整額 108,164 △14,274

法人税等合計 167,908 108,702

少数株主損益調整前四半期純利益 92,342 40,777

少数株主利益 － －

四半期純利益 92,342 40,777
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 (四半期連結包括利益計算書) 
 (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22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 92,342 40,777

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △46,849 △10,399

その他の包括利益合計 △46,849 △10,399

四半期包括利益 45,492 30,378

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 45,492 30,378

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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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22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23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 260,251 149,480

減価償却費 165,478 156,101

有形固定資産除却損 586 533

有形固定資産売却損益（△は益） △60 －

会員権評価損 50 100

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） △29,053 19,999

賞与引当金の増減額（△は減少） △29,046 7,360

退職給付引当金の増減額（△は減少） △7,240 7,358

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △4,167 4,600

受取利息及び受取配当金 △10,290 △8,006

支払利息 10,020 8,883

売上債権の増減額（△は増加） 331,681 440,100

たな卸資産の増減額（△は増加） △124,092 9,499

仕入債務の増減額（△は減少） 28,264 48,817

未払消費税等の増減額（△は減少） 15,887 △3,726

その他 26,124 △30,502

小計 661,633 810,599

利息及び配当金の受取額 10,603 7,944

利息の支払額 △9,885 △8,886

法人税等の支払額 △35,906 △65,833

営業活動によるキャッシュ・フロー 626,444 743,824

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 － △100,000

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 △2,931 △2,983

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 △19,537 △21,807

無形固定資産の取得による支出 △6,039 △1,351

会員権の売却による収入 － 100

貸付金の回収による収入 － 110

貸付けによる支出 △1,289 △800

投資活動によるキャッシュ・フロー 70,308 △126,732

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） △200,000 －

自己株式の取得による支出 △291 △217

配当金の支払額 △118,407 △118,391

財務活動によるキャッシュ・フロー △318,699 △118,608

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 378,053 498,482

現金及び現金同等物の期首残高 2,082,657 2,496,840

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,460,711 2,995,323
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該当事項はありません。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記
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（セグメント情報） 

Ⅰ 前第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) 

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 △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。 

  

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２四半期連結累計期間(自 平成23年４月１日 至 平成23年９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 △291,235千円には、全社費用 △292,744千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。 

  

（５）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 7,140,422 171,463 7,311,886 ― 7,311,886

 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

(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 7,035,234 173,701 7,208,936 ― 7,208,936

 セグメント間の内部 
 売上高又は振替高

─ 5,032 5,032 △5,032 ―

計 7,035,234 178,734 7,213,969 △5,032 7,208,936

セグメント利益 334,815 97,412 432,227 △291,235 140,992

北沢産業株式会社(9930)　平成24年３月期 第２四半期決算短信

10



  

当第２四半期連結累計期間(自 平成23年４月１日 至 平成23年９月30日) 

該当事項はありません。 

  

当第２四半期連結累計期間(自 平成23年４月１日 至 平成23年９月30日) 

該当事項はありません。 

  

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（７）重要な後発事象
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