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１．当四半期決算に関する定性的情報 

当第３四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、東日本大震災による停滞から回復の傾向が見ら

れたものの、欧州の債務問題などを背景とした海外経済の減速懸念や円高の長期化などにより、先行き

不透明な状況が続いております。 

当社グループ 大の得意先であるレストラン・ファストフード等の外食関連産業も、低調な個人消費

やデフレ基調により依然として厳しい状況で推移しており、当社グループにとりましても設備投資需要

が伸び悩むなど、厳しい経営環境が続いております。 

このような情勢の下で、当第３四半期連結累計期間の売上高は207億7千5百万円（前年同期比0.6%

増）となりました。利益面では、経常利益は7億1千5百万円（前年同期比50.1%増）、四半期純利益は3

億1千9百万円（前年同期比56.7%増）となりました。 

なお、当社及び連結子会社の事業は、業務用厨房機器の製造・販売及び保守修理であり単一のセグメ

ントであります。 

  

当第３四半期連結会計期間末の財政状態については、総資産は現預金の増加、売上債権の減少等の結

果、前連結会計年度末比6億9千2百万円増の236億3千2百万円となりました。負債については社債発行に

よる債務の増加があった一方で仕入債務の減少等の要因があり、前連結会計年度末比3億2千8百万円増

の149億3千4百万円となりました。純資産は前連結会計年度末比3億6千4百万円増の86億9千7百万円とな

りました。 

  

平成23年11月４日に公表いたしました連結業績予想から修正は行っておりません。 

  

２．サマリー情報(その他)に関する事項 

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

（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

（３）連結業績予想に関する定性的情報

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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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)

     前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

資産の部 
 流動資産 
  現金及び預金 4,447,686 7,471,451
  受取手形及び売掛金 7,678,296 5,137,872
  商品及び製品 1,751,384 2,085,233
  仕掛品 83,635 122,589
  原材料及び貯蔵品 1,079,732 1,068,207
  その他 735,127 639,286
  貸倒引当金 △38,921 △26,478

  流動資産合計 15,736,942 16,498,163
 固定資産 
  有形固定資産 
   建物及び構築物 2,752,604 2,614,079
    減価償却累計額 △2,084,243 △1,977,013

    建物及び構築物（純額） 668,360 637,065
   機械装置及び運搬具 2,808,354 2,811,874
    減価償却累計額 △2,370,719 △2,415,661

    機械装置及び運搬具（純額） 437,634 396,213
   土地 3,821,848 3,356,898
   その他 1,274,836 1,285,640
    減価償却累計額 △1,169,195 △1,169,551

    その他（純額） 105,640 116,089
   有形固定資産合計 5,033,484 4,506,266
  無形固定資産 26,182 26,004
  投資その他の資産 
   投資有価証券 667,635 694,856
   その他 1,667,193 2,083,575
   貸倒引当金 △191,185 △176,100

   投資その他の資産合計 2,143,643 2,602,331
  固定資産合計 7,203,310 7,134,602
 資産合計 22,940,252 23,632,766
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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３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

負債の部 
 流動負債 
  支払手形及び買掛金 8,611,675 8,083,554
  1年内返済予定の長期借入金 493,168 478,209
  1年内償還予定の社債 1,000,000 1,000,000
  未払法人税等 233,447 189,491
  賞与引当金 324,859 146,498
  役員賞与引当金 10,402 7,801
  製品保証引当金 76,600 83,500
  受注損失引当金 36,000 －
  その他 1,081,602 1,220,174
  流動負債合計 11,867,755 11,209,229
 固定負債 
  社債 － 1,000,000
  長期借入金 1,015,299 1,077,689
  退職給付引当金 291,363 273,138
  役員退職慰労引当金 289,614 303,975
  その他 1,142,408 1,070,741
  固定負債合計 2,738,685 3,725,544
 負債合計 14,606,441 14,934,773

純資産の部 
 株主資本 
  資本金 1,471,150 1,471,150
  資本剰余金 1,148,365 1,148,365
  利益剰余金 4,655,802 4,911,409
  自己株式 △441,299 △441,299

  株主資本合計 6,834,018 7,089,625
 その他の包括利益累計額 
  その他有価証券評価差額金 15,222 39,840
  繰延ヘッジ損益 － △4,050
  土地再評価差額金 1,567,748 1,704,682
  為替換算調整勘定 △83,178 △132,104

  その他の包括利益累計額合計 1,499,792 1,608,367
 純資産合計 8,333,810 8,697,992

負債純資産合計 22,940,252 23,632,766
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四半期連結損益計算書 
第３四半期連結累計期間 

（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

(単位：千円)

  
前第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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

売上高 20,656,411 20,775,485

売上原価 14,102,252 14,009,852

売上総利益 6,554,158 6,765,632

販売費及び一般管理費 6,105,633 6,046,484

営業利益 448,525 719,148

営業外収益 
 受取利息 4,936 1,610
 受取配当金 12,069 11,456
 受取手数料 37,690 41,120
 受取賃貸料 17,304 13,059
 その他 42,048 39,207
 営業外収益合計 114,049 106,454

営業外費用 
 支払利息 38,419 33,299
 持分法による投資損失 30,181 －
 為替差損 2,367 29,786
 その他 14,581 46,703
 営業外費用合計 85,549 109,789

経常利益 477,025 715,813

特別利益 
 固定資産売却益 154 161
 貸倒引当金戻入額 5,400 －
 移転補償金 10,554 －

 特別利益合計 16,108 161

特別損失 
 退職給付費用 － 66,386
 固定資産除却損 4,501 3,678
 投資有価証券評価損 21,829 2,697
 関係会社整理損 12,536 －
 その他 12 1,270
 特別損失合計 38,880 74,032

税金等調整前四半期純利益 454,253 641,942

法人税、住民税及び事業税 118,165 249,189

法人税等調整額 132,260 73,291

法人税等合計 250,425 322,481

少数株主損益調整前四半期純利益 203,828 319,461

四半期純利益 203,828 319,461
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四半期連結包括利益計算書 
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22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 203,828 319,461

その他の包括利益 
 その他有価証券評価差額金 5,945 24,618
 繰延ヘッジ損益 49 △4,050
 土地再評価差額金 － 136,933
 為替換算調整勘定 △45,118 △48,925

 その他の包括利益合計 △39,123 108,574

四半期包括利益 164,704 428,036

（内訳） 
 親会社株主に係る四半期包括利益 164,704 428,036
 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。 

  

 該当事項はありません。 

  

当社は、平成23年７月15日の労使合意により、平成23年10月２日に現行の税制適格退職年金制度から

確定拠出年金制度及び前払退職金制度へ移行しております。移行に当たっては、「退職給付制度間の移

行等に関する会計処理」（企業会計基準適用指針第１号）を適用し、当第３四半期連結累計期間の特別

損失に「退職給付費用」として66,386千円計上しております。 

  

（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

（５）追加情報
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