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

24年3月期第3四半期 10,781 2.2 213 △11.3 224 △14.6 32 △70.5

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

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 △7百万円 （―％） 23年3月期第3四半期 89百万円 （―％）

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3四半期 1.37 ―

23年3月期第3四半期 4.65 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第3四半期 15,141 8,055 53.2
23年3月期 15,230 8,181 53.7

（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  8,055百万円 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

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3Q 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3Q 141,721 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3Q 23,677,509 株 23年3月期3Q 23,680,429 株
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災や原発事故の影響による電力不足問

題などにより急速に悪化しました。その後、震災からの復興に伴い回復の兆しが見られたものの、欧州

の財政危機や急激な円高の進行・長期化などにより不安定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

も非常に厳しい状況が続くことが予想されます。 

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業績につきましては、売上高は

１０７億８１百万円（前年同四半期比2.2％増）、営業利益は２億１３百万円（前年同四半期比11.3％

減）、経常利益は２億２４百万円（前年同四半期比14.6％減）、四半期純利益は３２百万円（前年同四

半期比70.5％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。 

  

①業務用厨房関連事業 

売上高は、１０５億２１百万円（前年同四半期比2.2％増）、営業利益は５億２２百万円（前年同

四半期比5.2％減）となりました。 

  

②不動産賃貸事業 

売上高は、２億５９百万円（前年同四半期比1.6％増）、営業利益は１億４４百万円（前年同四半

期比4.0％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３億７８百万円増加し、７６億１５百万円となりました。これ

は主に、現金及び預金の増加額７億７６百万円と受取手形及び売掛金の減少額３億７６百万円が相殺さ

れたものです。 

固定資産は、前連結会計年度に比べ４億６８百万円減少し、７５億２５百万円となりました。これは

主に、減価償却の実施額２億３５百万円による償却資産の減少及び長期預金の減少額２億円によるもの

です。 

これらの結果、総資産は前連結会計年度末に比べて８９百万円減少し、１５１億４１百万円となりま

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２０百万円増加し、５９億９７百万円となりました。これは主

に、賞与引当金の引当額の減少額７９百万円と支払手形及び買掛金の増加額５７百万円が相殺されたも

のです。 

固定負債は、前連結会計年度末に比べ１５百万円増加し、１０億８７百万円となりました。これは主

に退職給付引当金の増加額５百万円及び役員退職慰労引当金の増加額１０百万円によるものです。 

  

（純資産） 

純資産は、前連結会計年度末に比べ１億２５百万円減少し、８０億５５百万円となりました。これは

主に、利益剰余金の減少額８５百万円及びその他有価証券評価差額金の減少額３９百万円によるもので

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53.2％となりました。 

  

業績予想につきましては、現時点において平成23年11月10日に公表いたしました平成24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

北沢産業株式会社(9930)　平成24年３月期 第３四半期決算短信

3



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 2,496,840 3,273,322

受取手形及び売掛金 3,349,859 2,973,455

商品 1,218,767 1,244,633

製品 4,146 2,864

仕掛品 11,074 10,945

原材料及び貯蔵品 47,517 50,324

繰延税金資産 58,324 20,315

その他 93,104 77,742

貸倒引当金 △43,200 △38,400

流動資産合計 7,236,433 7,615,202

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 3,197,257 3,070,926

機械装置及び運搬具（純額） 43,435 48,743

土地 2,697,889 2,684,234

その他（純額） 59,587 46,132

有形固定資産合計 5,998,169 5,850,037

無形固定資産

ソフトウエア 150,982 86,219

その他 54,778 54,500

無形固定資産合計 205,760 140,720

投資その他の資産

投資有価証券 805,894 751,231

長期貸付金 1,199 1,574

長期預金 300,000 100,000

繰延税金資産 422,551 416,338

その他 368,628 397,928

貸倒引当金 △108,093 △131,902

投資その他の資産合計 1,790,180 1,535,169

固定資産合計 7,994,110 7,525,927

資産合計 15,230,543 15,141,129
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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 3,406,617 3,464,514

短期借入金 2,119,000 2,119,000

未払法人税等 78,456 98,165

賞与引当金 83,549 3,704

その他 289,157 312,218

流動負債合計 5,976,780 5,997,603

固定負債

退職給付引当金 793,643 798,851

役員退職慰労引当金 245,396 255,496

繰延税金負債 123 230

その他 32,853 33,157

固定負債合計 1,072,017 1,087,735

負債合計 7,048,798 7,085,338

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 1,942,866

自己株式 △31,630 △31,930

株主資本合計 8,197,860 8,111,620

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 △55,829

その他の包括利益累計額合計 △16,115 △55,829

純資産合計 8,181,744 8,055,790

負債純資産合計 15,230,543 15,141,129
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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)

売上高 10,545,687 10,781,152

売上原価 7,729,803 7,884,113

売上総利益 2,815,883 2,897,038

販売費及び一般管理費 2,575,174 2,683,433

営業利益 240,708 213,605

営業外収益

受取利息 1,811 1,392

受取配当金 10,541 9,039

為替差益 5,575 －

受取家賃 8,077 7,403

その他 16,591 12,313

営業外収益合計 42,597 30,148

営業外費用

支払利息 14,569 13,276

為替差損 － 308

支払手数料 5,645 5,661

その他 187 －

営業外費用合計 20,401 19,245

経常利益 262,904 224,508

特別利益

固定資産売却益 60 －

貸倒引当金戻入額 24,188 －

土地売却益 － 8,212

特別利益合計 24,248 8,212

特別損失

固定資産除却損 1,265 543

固定資産売却損 － 163

会員権売却損 4 －

投資有価証券評価損 27,238 －

会員権評価損 350 100

特別損失合計 28,858 807

税金等調整前四半期純利益 258,293 231,912

法人税、住民税及び事業税 55,196 135,108

法人税等調整額 93,085 64,352

法人税等合計 148,281 199,461

少数株主損益調整前四半期純利益 110,011 32,451

四半期純利益 110,011 32,451

北沢産業株式会社(9930)　平成24年３月期 第３四半期決算短信

6



  
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 110,011 32,451

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △20,455 △39,714

その他の包括利益合計 △20,455 △39,714

四半期包括利益 89,556 △7,262

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 89,556 △7,262

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。 

  

（３）継続企業の前提に関する注記
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Ⅰ 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) 

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 △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。 

  

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) 

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 △453,066千円には、全社費用 △455,318千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。 

  

（４）セグメント情報等

【セグメント情報】

(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

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

(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 10,521,265 259,886 10,781,152 ― 10,781,152

 セグメント間の内部 
 売上高又は振替高

─ 7,549 7,549 △7,549 ―

計 10,521,265 267,435 10,788,701 △7,549 10,781,152

セグメント利益 522,194 144,476 666,671 △453,066 213,605
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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) 

該当事項はありません。 

  

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) 

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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