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1.  平成25年3月期第1四半期の業績（平成24年4月1日～平成24年6月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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 ％

25年3月期第1四半期 2,610 △9.1 △364 ― △337 ― △242 ―

24年3月期第1四半期 2,869 △23.4 △221 ― △194 ― △130 ―

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

25年3月期第1四半期 △38.41 ―

24年3月期第1四半期 △20.66 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第1四半期 12,332 7,207 58.4
24年3月期 13,496 7,515 55.7

（参考） 自己資本   25年3月期第1四半期  7,207百万円 24年3月期  7,515百万円

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

24年3月期 ― 0.00 ― 10.00 10.00

25年3月期 ―

25年3月期（予想） 0.00 ― 10.00 10.00

3. 平成25年 3月期の業績予想（平成24年 4月 1日～平成25年 3月31日） 
 

（％表示は、通期は対前期、四半期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) 8,640 0.6 165 △43.4 210 △38.1 85 △44.9 13.48
通期 20,500 11.8 910 22.7 1,000 21.2 530 49.3 84.09

                                 



(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（注）「四半期財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第５条の４に該当するものであります。詳細は、四半期決算短信（添付資料）２ページ「２.
サマリー情報（注記事項）に関する事項（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧下さい。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

※  注記事項

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  有

② ①以外の会計方針の変更   ：  無

③ 会計上の見積りの変更   ：  有

④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期1Q 6,306,000 株 24年3月期 6,306,000 株

② 期末自己株式数 25年3月期1Q 3,307 株 24年3月期 3,307 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Q 6,302,693 株 24年3月期1Q 6,302,693 株

※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
半期財務諸表の四半期レビュー手続は終了しておりません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
本資料に掲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）２ページ「１．当四半期決算に関する定性
的情報（３）業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
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（１）経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期累計期間におけるわが国経済は、緩やかに持ち直す傾向は見られたものの、欧州の債務危機による

金融市場の動揺や、電力安定供給への不安、デフレの長期化や厳しい雇用環境の継続等、経済環境は先行き不透明

であり、予断を許さない状況が続いております。 

  このような状況のもと、当社は、総合厨房機器メーカーとして、最近、ますます注目の集まる「食の安全・安

心」に繋がる厨房機器・厨房システムの提案に心がけ、営業部門、生産部門及び管理部門の各部門が一体となって

業績の向上に取り組んでまいりました。  

 以上の結果、当第１四半期累計期間の売上高は26億10百万円（前年同四半期は28億69百万円の売上高）、経常損

失は３億37百万円（前年同四半期は１億94百万円の経常損失）、四半期純損失は２億42百万円（前年同四半期は 

１億30百万円の四半期純損失）となりました。  

   

（２）財政状態に関する定性的情報 

  当第１四半期会計期間末の資産合計は、前事業年度末に比べ11億63百万円減少し、123億32百万円となりまし

た。これは主に、現金及び預金が３億54百万円、商品及び製品が５億６百万円、短期の繰延税金資産が１億11百万

円増加したものの、受取手形及び売掛金が23億14百万円減少したことなどによるものであります。 

 負債合計は、前事業年度末に比べ８億56百万円減少し、51億24百万円となりました。これは主に、支払手形及び

買掛金が９億53百万円減少したことなどによるものであります。 

    純資産合計は、前事業年度末に比べ３億７百万円減少し、72億７百万円となりました。これは主に、四半期純

損失を２億42百万円計上し、また、剰余金の配当が63百万円あったことなどによるものであります。 

   

（３）業績予想に関する定性的情報 

 平成25年３月期の業績予想につきましては、現時点において、平成24年５月11日の決算発表時に公表いたしまし

た業績予想に変更はありません。 

  当社は、学校給食設備等の納期が夏季及び年度末に集中しているため、販売実績等が第１、第３四半期会計期間

に比べて第２、第４四半期会計期間に高くなる傾向にあります。 

   

   

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 該当事項はありません。 

   

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（減価償却方法の変更）  

 当社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期会計期間より、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、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。 

 なお、これによる損益に与え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

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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３．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,839,112 3,193,283

受取手形及び売掛金 5,143,319 2,829,281

商品及び製品 716,002 1,223,001

仕掛品 314,039 357,724

原材料及び貯蔵品 222,601 298,121

繰延税金資産 125,110 236,208

その他 73,339 85,382

貸倒引当金 △14,753 △11,941

流動資産合計 9,418,772 8,211,063

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 446,122 441,910

土地 2,363,610 2,363,610

その他（純額） 216,909 270,500

有形固定資産合計 3,026,643 3,076,022

無形固定資産 121,809 118,595

投資その他の資産   

投資有価証券 343,210 341,734

繰延税金資産 382,517 383,698

その他 223,163 220,588

貸倒引当金 △19,982 △19,272

投資その他の資産合計 928,908 926,749

固定資産合計 4,077,361 4,121,367

資産合計 13,496,133 12,332,431

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,737,456 1,783,830

短期借入金 200,000 400,000

1年内返済予定の長期借入金 180,000 180,000

未払法人税等 331,875 21,353

未払費用 155,647 182,048

賞与引当金 204,447 315,604

その他 396,372 512,260

流動負債合計 4,205,799 3,395,097

固定負債   

長期借入金 580,000 535,000

退職給付引当金 835,338 843,390

役員退職慰労引当金 281,747 272,035

その他 77,896 79,186

固定負債合計 1,774,982 1,729,613

負債合計 5,980,782 5,124,711
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期会計期間 
(平成24年６月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,445,600 1,445,600

資本剰余金 1,537,125 1,537,125

利益剰余金 5,005,222 4,700,083

自己株式 △2,355 △2,355

株主資本合計 7,985,592 7,680,453

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 35,804 33,252

繰延ヘッジ損益 － 59

土地再評価差額金 △506,045 △506,045

評価・換算差額等合計 △470,240 △472,733

純資産合計 7,515,351 7,207,719

負債純資産合計 13,496,133 12,332,431
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（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(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 2,869,965 2,610,182

売上原価 2,178,944 2,028,169

売上総利益 691,020 582,012

販売費及び一般管理費 912,169 946,649

営業損失（△） △221,149 △364,636

営業外収益   

受取配当金 8,169 5,246

仕入割引 19,695 20,338

その他 4,635 4,263

営業外収益合計 32,500 29,849

営業外費用   

支払利息 5,233 2,462

その他 369 685

営業外費用合計 5,602 3,148

経常損失（△） △194,251 △337,936

特別利益   

固定資産売却益 3,615 －

特別利益合計 3,615 －

特別損失   

固定資産除却損 1,948 55

災害による損失 3,190 －

特別損失合計 5,138 55

税引前四半期純損失（△） △195,774 △337,991

法人税、住民税及び事業税 11,022 14,937

法人税等調整額 △76,610 △110,816

法人税等合計 △65,588 △95,879

四半期純損失（△） △130,185 △242,112
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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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