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当第１四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、震災復興関連需要等を背景に緩やかな持ち直し

の傾向が見られましたが、一方で欧州の債務問題などによる海外経済の減速懸念や円高の長期化、デフ

レの継続などにより、依然として先行き不透明な状況が続いております。 

当社グループ最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、消費者の節約志

向が根強く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引き続き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１四半期連結累計期間の売上高は72億6千1百万円（前年同期比14.4%

増）となりました。利益面では、経常利益は3億1千8百万円（前年同期比168.6%増）、四半期純利益は1

億9千8百万円（前年同期比366.8%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１四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2億4千3百万円減の246億2千6百万円となりました。負債については仕入債務の

減少、借入金の減少等により、前連結会計年度末比3億3百万円減の151億7千9百万円となりました。純

資産は前連結会計年度末比5千9百万円増の94億4千6百万円となりました。 

  

連結業績予想の修正については、本日（平成24年８月10日）公表の「業績予想の修正に関するお知ら

せ」を参照してください。 

  

該当事項はありません。  

  

該当事項はありません。  

  

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更） 

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、平成24年４月

１日以後に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更してお

ります。 

なお、この変更による影響は軽微であります。 

  

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

（３）連結業績予想に関する定性的情報

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（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24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 6,230,020 7,905,798 

受取手形及び売掛金 7,676,825 5,204,004 

商品及び製品 1,580,238 1,781,761 

仕掛品 71,866 83,646 

原材料及び貯蔵品 1,149,703 1,135,697 

その他 881,306 1,054,458 

貸倒引当金 △18,656 △18,150 

流動資産合計 17,571,304 17,147,216 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 2,627,912 2,742,195 

減価償却累計額 △1,993,600 △2,005,425 

建物及び構築物（純額） 634,311 736,769 

機械装置及び運搬具 2,945,957 2,952,878 

減価償却累計額 △2,398,766 △2,411,500 

機械装置及び運搬具（純額） 547,191 541,377 

土地 3,356,898 3,457,566 

その他 1,327,662 1,322,429 

減価償却累計額 △1,184,123 △1,193,611 

その他（純額） 143,538 128,818 

有形固定資産合計 4,681,938 4,864,531 

無形固定資産 26,001 25,997 

投資その他の資産   

投資有価証券 746,058 754,485 

その他 2,015,934 2,005,376 

貸倒引当金 △171,047 △171,407 

投資その他の資産合計 2,590,945 2,588,454 

固定資産合計 7,298,885 7,478,983 

資産合計 24,870,189 24,626,200 
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 9,134,306 8,939,214 

1年内返済予定の長期借入金 471,306 466,343 

未払法人税等 458,776 245,124 

賞与引当金 421,671 150,209 

役員賞与引当金 10,402 3,317 

製品保証引当金 87,300 90,000 

その他 1,314,547 1,799,150 

流動負債合計 11,898,309 11,693,359 

固定負債   

社債 1,000,000 1,000,000 

長期借入金 969,535 875,774 

退職給付引当金 266,498 258,407 

役員退職慰労引当金 308,762 313,569 

その他 1,039,521 1,038,216 

固定負債合計 3,584,318 3,485,966 

負債合計 15,482,627 15,179,326 

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 5,538,082 5,651,160 

自己株式 △441,299 △441,299 

株主資本合計 7,716,298 7,829,376 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 73,030 58,186 

土地再評価差額金 1,678,479 1,678,479 

為替換算調整勘定 △80,245 △119,168 

その他の包括利益累計額合計 1,671,263 1,617,497 

純資産合計 9,387,561 9,446,873 

負債純資産合計 24,870,189 24,626,200 
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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23年４月１日 

 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

売上高 6,346,402 7,261,578 

売上原価 4,191,481 4,872,662 

売上総利益 2,154,920 2,388,915 

販売費及び一般管理費 2,063,778 2,092,003 

営業利益 91,142 296,912 

営業外収益   

受取利息 461 562 

受取配当金 7,455 6,754 

受取手数料 17,620 15,101 

受取賃貸料 4,006 6,897 

その他 19,830 11,431 

営業外収益合計 49,374 40,746 

営業外費用   

支払利息 10,875 8,564 

為替差損 5,624 4,173 

その他 5,378 6,230 

営業外費用合計 21,879 18,968 

経常利益 118,637 318,690 

特別利益   

固定資産売却益 161 142 

特別利益合計 161 142 

特別損失   

固定資産除却損 432 1,727 

投資有価証券評価損 758 458 

その他 137 110 

特別損失合計 1,328 2,295 

税金等調整前四半期純利益 117,471 316,537 

法人税、住民税及び事業税 124,776 166,090 

法人税等調整額 △49,781 △47,827 

法人税等合計 74,995 118,262 

少数株主損益調整前四半期純利益 42,475 198,274 

四半期純利益 42,475 198,274 
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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23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 

 至 平成24年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 42,475 198,274 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 17,172 △14,843 

為替換算調整勘定 △6,789 △38,922 

その他の包括利益合計 10,382 △53,766 

四半期包括利益 52,858 144,508 

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 52,858 144,508 

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。 

  

（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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