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1.  平成25年3月期第1四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年6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 ％

25年3月期第1四半期 3,829 19.9 90 798.3 103 544.9 34 ―

24年3月期第1四半期 3,193 △6.2 10 △86.4 16 △82.5 △43 ―

（注）包括利益 25年3月期第1四半期 18百万円 （―％） 24年3月期第1四半期 △36百万円 （―％）

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

25年3月期第1四半期 1.88 ―

24年3月期第1四半期 △1.84 ―

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 15,477 7,225 46.7
24年3月期 15,667 7,300 46.6

（参考） 自己資本   25年3月期第1四半期  7,225百万円 24年3月期  7,300百万円

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 ― 5.00 5.00

25年3月期 ―

25年3月期（予想） 0.00 ― 5.00 5.00

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（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) 7,440 2.2 180 28.6 190 26.7 55 37.5 2.96
通期 15,580 1.8 440 7.6 460 8.0 170 36.0 9.14



(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 

（注）詳細は、添付資料３ページ「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項（１）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。 

(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、四半期連結財務諸表に対
する四半期レビュー手続が実施中です。 

※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、その
達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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。 

※  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 23,818,257 株 24年3月期 23,818,257 株

② 期末自己株式数 25年3月期1Q 5,222,242 株 24年3月期 5,221,881 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Q 18,596,196 株 24年3月期1Q 23,678,279 株
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当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の復興需要などにより企業の生産活

動や個人消費に緩やかな回復基調が見られたものの、欧州の金融不安の長期化や国内の電力供給不安や

エネルギーコストの上昇懸念などの影響から先行きの不透明感が払拭できない状況で推移いたしまし

た。 

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、消費者の節約・低価格志向に加えて

企業間の競争・競合が益々激化しており、益々厳しい経営環境が続いております。 

このような状況のなかで、当社グループの当第１四半期連結累計期間の業績につきましては、売上高

は３８億２９百万円（前年同四半期比19.9％増）、営業利益は９０百万円（前年同四半期は１０百万円

の営業利益）、経常利益は１億３百万円（前年同四半期は１６百万円の経常利益）、四半期純利益は３

４百万円（前年同四半期は４３百万円の四半期純損失）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３７億４３百万円（前年同四半期比20.5％増）、営

業利益は１億７６百万円（前年同四半期比55.9％増）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８５百万円（前年同四半期比2.5％減）、営業利益は４

８百万円（前年同四半期比1.3％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９１百万円減少し、７９億１２百万円となりました。これは主

に、現金及び預金の増加額４億７０百万円及び商品の増加額１億６１百万円などの増加要因と受取手形

及び売掛金の減少額７億４４百万円などの減少要因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９８百万円減少し、７５億６５百万円となりました。これは主

に、減価償却の実施額６３百万円による償却資産の減少、投資有価証券の減少２４百万円などによるも

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１億８９百万円減少し、１５４億７７百万円とな

りました。 

  

（負債） 

流動負債は、前連結会計年度末に比べ６７百万円減少し、６９億４百万円となりました。これは主

に、賞与引当金の引当額の減少額８３百万円によるものです。 

固定負債は、前連結会計年度末に比べ４７百万円減少し、１３億４７百万円となりました。これは主

に退職給付引当金の減少額１５百万円及び借入金の返済に伴う長期借入金の減少額３７百万円によるも

のです。 

  

（純資産） 

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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純資産は、前連結会計年度末に比べ７４百万円減少し、７２億２５百万円となりました。これは主

に、利益剰余金の減少５８百万円及びその他有価証券評価差額金の減少１６百万円によるものです。 

これらの結果、自己資本比率は前連結会計年度末の46.6％から46.7％となりました。 

  

平成25年３月期の業績予想につきましては、平成24年５月14日に公表しました業績予想に変更はあり

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。 

これによる当第１四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。 

（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）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 2,861,488 3,332,462
受取手形及び売掛金 3,822,328 3,078,084
商品 1,170,381 1,331,960
製品 4,245 3,367
仕掛品 9,306 12,024
原材料及び貯蔵品 49,122 53,827
繰延税金資産 56,128 16,404
その他 72,561 118,042
貸倒引当金 △41,600 △33,600
流動資産合計 8,003,963 7,912,575

固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額） 3,037,696 3,002,990
機械装置及び運搬具（純額） 46,222 46,564
土地 2,675,713 2,675,713
その他（純額） 49,245 46,165
有形固定資産合計 5,808,878 5,771,433

無形固定資産
ソフトウエア 64,686 52,256
その他 54,471 54,384
無形固定資産合計 119,158 106,640

投資その他の資産
投資有価証券 846,641 822,046
長期貸付金 1,499 1,364
長期預金 200,000 200,000
繰延税金資産 382,079 396,000
その他 417,559 407,982
貸倒引当金 △112,493 △140,158
投資その他の資産合計 1,735,286 1,687,235

固定資産合計 7,663,322 7,565,310
資産合計 15,667,285 15,477,885
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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 4,081,246 4,244,065
短期借入金 2,119,000 2,119,000
1年内返済予定の長期借入金 150,000 150,000
未払法人税等 233,460 29,769
賞与引当金 94,009 10,569
その他 294,258 351,455
流動負債合計 6,971,974 6,904,859

固定負債
長期借入金 287,500 250,000
退職給付引当金 812,122 796,674
役員退職慰労引当金 262,670 268,370
繰延税金負債 119 395
その他 32,898 32,422
固定負債合計 1,395,310 1,347,864

負債合計 8,367,285 8,252,723
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 2,965,130
利益剰余金 2,035,782 1,977,735
自己株式 △941,278 △941,336
株主資本合計 7,295,187 7,237,076

その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金 4,812 △11,914
その他の包括利益累計額合計 4,812 △11,914

純資産合計 7,300,000 7,225,162
負債純資産合計 15,667,285 15,477,885

北沢産業株式会社(9930)　平成25年３月期 第１四半期決算短信

5



 

（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 3,193,852 3,829,379
売上原価 2,310,519 2,841,125
売上総利益 883,333 988,253
販売費及び一般管理費 873,241 897,597
営業利益 10,091 90,656
営業外収益
受取利息 386 423
受取配当金 6,035 6,292
為替差益 － 4,807
その他 6,933 7,817
営業外収益合計 13,356 19,340

営業外費用
支払利息 4,069 5,953
為替差損 1,467 －
支払手数料 1,873 622
営業外費用合計 7,410 6,575

経常利益 16,037 103,421
特別損失
固定資産除却損 － 191
会員権売却損 313 34
会員権評価損 100 1,540
特別損失合計 413 1,766

税金等調整前四半期純利益 15,624 101,655
法人税、住民税及び事業税 17,427 31,378
法人税等調整額 41,800 35,341
法人税等合計 59,228 66,720
少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益調
整前四半期純損失（△） △43,603 34,935

少数株主利益 － －
四半期純利益又は四半期純損失（△） △43,603 34,935
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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又は少数株主損益調
整前四半期純損失（△） △43,603 34,935

その他の包括利益
その他有価証券評価差額金 7,391 △16,726
その他の包括利益合計 7,391 △16,726

四半期包括利益 △36,212 18,208
（内訳）
親会社株主に係る四半期包括利益 △36,212 18,208
少数株主に係る四半期包括利益 － －
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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） 

該当事項はありません。 

  

Ⅰ 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) 

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 △152,882千円には、全社費用 △153,568千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) 

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 △135,126千円には、全社費用 △136,336千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。 

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）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 3,106,228 87,623 3,193,852 ― 3,193,852

 セグメント間の内部 
 売上高又は振替高 ─ 2,516 2,516 △2,516 ―

計 3,106,228 90,140 3,196,369 △2,516 3,193,852

セグメント利益 113,412 49,561 162,974 △152,882 10,091

(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 3,743,969 85,409 3,829,379 ― 3,829,379

 セグメント間の内部 
 売上高又は振替高 ─ 3,050 3,050 △3,050 ―

計 3,743,969 88,459 3,832,429 △3,050 3,829,379

セグメント利益 176,849 48,932 225,782 △135,126 90,656
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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） 

該当事項はありません。 

  

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） 

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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