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1.  平成25年2月期第2四半期の連結業績（平成24年3月1日～平成24年8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 ％

25年2月期第2四半期 20,602 10.7 1,976 20.4 2,138 20.5 1,143 18.3
24年2月期第2四半期 18,617 5.5 1,640 18.4 1,774 18.2 966 19.9

（注）包括利益 25年2月期第2四半期 1,125百万円 （15.3％） 24年2月期第2四半期 976百万円 （―％）

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2月期第2四半期 61.25 ―
24年2月期第2四半期 51.78 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

25年2月期第2四半期 36,136 20,652 57.2 1,106.00
24年2月期 34,849 19,694 56.5 1,054.71
（参考） 自己資本 25年2月期第2四半期 20,652百万円 24年2月期 19,694百万円

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2月期 ― 7.00 ― 9.00 16.00
25年2月期 ― 8.00
25年2月期（予想） ― 8.00 16.00

3. 平成25年 2月期の連結業績予想（平成24年 3月 1日～平成25年 2月28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 ： 有

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 38,800 4.7 3,050 1.3 3,360 2.8 1,780 5.0 95.32



(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）「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第10条の5に該当するものであります。詳細は、〔添付資料〕P.3「２．サマリー情報（注
記事項）に関する事項 （３）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
※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
※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
1.平成24年4月9日に公表いたしました業績予想について、本日付で修正をしております。
2.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およ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および業績予想のご利用に当たっての注意事項等については、〔添
付資料〕P.3「１．当四半期の連結業績等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」をご覧ください。 

※  注記事項

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

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2月期2Q 19,780,000 株 24年2月期 19,780,000 株
② 期末自己株式数 25年2月期2Q 1,107,027 株 24年2月期 1,106,847 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年2月期2Q 18,673,100 株 24年2月期2Q 18,673,423 株



「参考」個別業績予想

平成25年２月期の個別業績予想(平成24年３月１日～平成25年２月28日)
(％表示は、対前期増減率)

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 36,140 3.7 2,100 5.5 3,200 3.2 1,720 5.9 92.11

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無　：　有

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第２四半期連結累計期間（平成24年３月１日～平成24年８月31日）における我が国の経済は、東日本大震災の復

興需要により緩やかな回復傾向が見られましたが、欧州債務危機や円高の長期化、電力需給の逼迫等の要因から景気

は先行き不透明な状況で推移いたしました。 

 当社グループの主要なお客様である外食産業におきましても持ち直しの動きが見られますが、雇用や所得環境の厳

しさから消費者の節約志向は根強く、本格回復には至っておりません。 

 このような状況の中、当第２四半期連結累計期間の業績といたしましては、厨房部門において全国100万軒の一般

飲食店を対象とした販促キャンペーン等が奏功して売上高が好調に推移し、全体で206億２百万円（前年同期比

10.7％増）となりました。また、利益面では売上高の計画以上の増加により、営業利益19億76百万円（同20.4％

増）、経常利益21億38百万円（同20.5％増）、四半期純利益11億43百万円（同18.3％増）となり、前期に続き売上、

利益ともに創業以来の過去最高を達成することができました。 

 セグメントの業績は次のとおりであります。 

  厨房部門「業務用厨房機器製造販売業」 

 主たる事業である厨房部門においては将来に渡る安定拡大を目指し、自社製品をベースとした売上増大の実現を

経営の最重要課題として、営業部門における販促活動の強化、研究開発部門による継続的な新製品開発、製造部門

における生産性アップ等に取り組んでまいりました。 

 まず営業部門においては、前期同様、3,000機種を超える豊富な自社オリジナル製品の拡販をテーマとした販促

キャンペーンを展開し、全国のあらゆる業種業態のお客様を訪問しご提案を進めてまいりました。また、当期より

新たにスタートした既存のお客様に対する無料点検活動については、お客様の安全安心および顧客満足度の向上に

つながるものとして１軒１軒実施してまいりました。日々のメンテナンス活動につきましても迅速確実なサービス

体制の強化、および保守契約の成約促進に取り組んでまいりました。 

 研究開発部門においては、幅広い販売先業種に対応するため新製品開発に積極的かつ継続して取り組んでおりま

す。当第２四半期連結累計期間の新製品といたしましては、コンビニエンスストアでのホットスナック調理に最適

なＩＨ卓上フライヤー、専門店チェーン等に導入が見込まれる全自動タイプの釜めしコンロ等を開発、発売いたし

ました。 

 製造部門におきましては、九州、東北、首都圏の３工場それぞれの特徴を活かした生産体制をより強化し、内製

化の促進や生産性アップによる低コスト生産体制の充実、一方ではお客様のご要望を反映しながら共同で開発する

特注製品対応についても継続して取り組んでまいりました。 

 以上の結果、売上高は189億58百万円（前年同期比9.4％増）、営業利益は21億32百万円（同22.4％増）となりま

した。 

  ベーカリー部門「ベーカリー機器製造販売業」 

 ベーカリー部門では、創業10周年を記念したキャンペーンを活用し、国内外の大手中小製パンメーカーに対する

定期訪問を継続してまいりました。また、販路拡大による売上アップを目指し、新たに製パン以外の各種食品メー

カーを拡販対象先として定め訪問活動を行ってまいりました。 

 以上の結果、売上高は13億75百万円（前年同期比33.7％増）となりましたが、大型案件や新業種への拡販に伴う

競争激化による低価格受注、および売上増に対して外注依存が高かったこと等により、営業損失26百万円（前年同

期は営業利益17百万円）となりました。 

  ビル賃貸部門「ビル賃貸業」 

 土地と資金の有効活用を目的としたビル賃貸部門においては、現在、宿泊特化型のビジネスホテルチェーン３カ

所、介護付有料老人ホーム１カ所、物流倉庫１カ所の計５物件を有しておりますが、業績は計画通り推移し、売上

高は２億85百万円（前年同期比0.2％減）、営業利益は１億80百万円（同3.1％増）となりました。 

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第２四半期連結会計期間末の総資産残高は、前連結会計年度末に比べ12億86百万円増加の361億36百万円となり

ました。 

 資産の部は、流動資産で現金及び預金等の増加に伴い12億32百万円増加し、固定資産は前連結会計年度末と同等の

水準で推移しました。 

 負債の部は、売上高の増加に伴う支払手形及び買掛金の増加等により前連結会計年度末に比べ３億29百万円増加の

154億84百万円となりました。 

 純資産の部は、利益計上により利益剰余金が増加したこと等で、前連結会計年度末に比べ９億57百万円増加し206

億52百万円となりました。   

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 第２四半期連結累計期間における業績の進捗等を勘案し、業績予想の見直しを行った結果、売上高は、以前として

国民の生活防衛や節約等により外食産業等は厳しい状況ですが、前期に引続き福祉施設やスーパーマーケットへの販

売が好調に推移したこと、および、各種拡販キャンペーンの実施が、多くの業種業態への拡販に繋がったこと等によ

り、第２四半期は当初計画を大きく上回る増収となりました。したがいまして、年度予想売上高を388億円に上方修

正するこにいたしました。利益につきましては、売上増や増員等による販売費及び一般管理費の増加等はあります

が、当初計画を上回る売上高の増加に伴い、営業利益、経常利益、当期純利益をそれぞれ上方修正することにいたし

ました。 

  

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

 該当事項はありません。   

   

（２）四半期連結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。 

   

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

  会計方針の変更 

  （減価償却方法の変更） 

 当社および国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、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、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。 

 これによる当第２四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。  

  

（４）追加情報 

（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用） 

 第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更および過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び

誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号 平成21年12月４日)および「会計上の変更及び誤謬の訂正に

関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日)を適用しております。 

  

該当事項はありません。 

   

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項

３．継続企業の前提に関する重要事象等
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４．四半期連結財務諸表 
（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２月29日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年８月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 7,783,352 9,511,381

受取手形及び売掛金 7,552,177 7,130,176

有価証券 10,000 10,000

商品及び製品 1,940,955 1,792,199

仕掛品 365,871 366,609

原材料及び貯蔵品 767,380 788,813

その他 485,757 519,467

貸倒引当金 △24,094 △4,616

流動資産合計 18,881,398 20,114,032

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 14,556,030 14,505,367

減価償却累計額 △7,747,997 △7,841,743

建物及び構築物（純額） 6,808,032 6,663,623

土地 6,839,741 6,839,741

その他 6,162,573 6,329,813

減価償却累計額 △5,199,300 △5,172,114

その他（純額） 963,273 1,157,698

有形固定資産合計 14,611,047 14,661,064

無形固定資産 35,836 43,919

投資その他の資産 1,321,563 1,317,642

固定資産合計 15,968,447 16,022,625

資産合計 34,849,846 36,136,657

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 7,810,538 8,221,130

短期借入金 2,700,000 2,200,000

未払法人税等 866,202 1,046,884

賞与引当金 562,000 598,000

役員賞与引当金 35,730 17,865

その他 1,297,583 1,447,804

流動負債合計 13,272,054 13,531,684

固定負債   

退職給付引当金 1,180,897 1,225,604

役員退職慰労引当金 165,500 180,900

その他 536,669 546,194

固定負債合計 1,883,067 1,952,698

負債合計 15,155,122 15,484,383
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年２月29日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年８月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,164,950 3,164,950

資本剰余金 2,494,610 2,494,610

利益剰余金 19,017,498 19,993,208

自己株式 △595,973 △596,072

株主資本合計 24,081,084 25,056,696

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 198,166 180,105

土地再評価差額金 △4,584,527 △4,584,527

その他の包括利益累計額合計 △4,386,360 △4,404,421

純資産合計 19,694,724 20,652,274

負債純資産合計 34,849,846 36,136,657
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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２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年３月１日 
 至 平成23年８月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年３月１日 
 至 平成24年８月31日) 

売上高 18,617,833 20,602,446

売上原価 12,840,497 14,270,805

売上総利益 5,777,335 6,331,640

販売費及び一般管理費 4,136,543 4,355,386

営業利益 1,640,792 1,976,254

営業外収益   

受取利息 3,290 4,488

固定資産賃貸料 11,620 14,040

仕入割引 52,091 59,093

作業くず売却収入 58,999 49,405

その他 17,966 43,804

営業外収益合計 143,969 170,831

営業外費用   

支払利息 8,820 7,108

その他 1,120 1,139

営業外費用合計 9,941 8,248

経常利益 1,774,820 2,138,838

特別利益   

固定資産売却益 6,435 4,602

投資有価証券売却益 89 －

特別利益合計 6,524 4,602

特別損失   

固定資産除却損 779 26,424

災害による損失 11,373 －

特別損失合計 12,152 26,424

税金等調整前四半期純利益 1,769,193 2,117,017

法人税、住民税及び事業税 806,487 1,031,858

法人税等調整額 △4,258 △58,610

法人税等合計 802,228 973,248

少数株主損益調整前四半期純利益 966,964 1,143,769

四半期純利益 966,964 1,143,769
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年３月１日 
 至 平成23年８月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年３月１日 
 至 平成24年８月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 966,964 1,143,769

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 9,262 △18,061

その他の包括利益合計 9,262 △18,061

四半期包括利益 976,227 1,125,707

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 976,227 1,125,707

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年３月１日 
 至 平成23年８月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年３月１日 
 至 平成24年８月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 1,769,193 2,117,017

減価償却費 340,890 344,498

賞与引当金の増減額（△は減少） 22,000 36,000

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △9,307 △17,865

退職給付引当金の増減額（△は減少） 30,694 44,706

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 11,550 15,400

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3,782 △29,718

受取利息及び受取配当金 △7,964 △25,366

支払利息 8,820 7,108

有形固定資産除売却損益（△は益） △5,655 21,821

投資有価証券売却及び評価損益（△は益） △89 －

売上債権の増減額（△は増加） 534,151 422,237

たな卸資産の増減額（△は増加） △192,642 126,584

仕入債務の増減額（△は減少） △67,916 410,592

その他 △119,847 △117,560

小計 2,310,095 3,355,455

利息及び配当金の受取額 7,845 25,343

利息の支払額 △8,721 △6,791

法人税等の支払額 △753,683 △852,264

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,555,535 2,521,741

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △179,612 △126,073

投資有価証券の取得による支出 △226 △236

投資有価証券の売却による収入 18,942 －

その他 8,172 587

投資活動によるキャッシュ・フロー △152,724 △125,722

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） △500,000 △500,000

配当金の支払額 △130,552 △167,873

その他 △268 △99

財務活動によるキャッシュ・フロー △630,821 △667,972

現金及び現金同等物に係る換算差額 △33 △17

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 771,956 1,728,028

現金及び現金同等物の期首残高 6,103,946 7,783,352

現金及び現金同等物の四半期末残高 6,875,903 9,511,381
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 該当事項はありません。  

   

 該当事項はありません。    

   

  （セグメント情報）  

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間（自 平成23年３月１日 至 平成23年８月31日） 

 １．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

                                             (単位:千円) 

  （注）１．セグメント利益の調整額△293,697千円には、セグメント間取引消去60,000千円および各報告セグメント

に配分していない全社費用△353,697千円が含まれております。なお、全社費用の主な内容については、報告

セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

     ２．セグメント利益又は損失（△）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２四半期連結累計期間（自 平成24年３月１日 至 平成24年８月31日） 

 １．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

                                             (単位:千円) 

  （注）１．セグメント利益又は損失（△）の調整額△309,650千円には、セグメント間取引消去60,000千円および各

報告セグメントに配分していない全社費用△369,650千円が含まれております。なお、全社費用の主な内容に

ついては、報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。  

     ２．セグメント利益又は損失（△）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）継続企業の前提に関する注記

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）セグメント情報等

  

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業務用厨房機

器製造販売業 
ベーカリー機
器製造販売業

ビル賃貸業 計

売上高             

外部顧客への売上高  17,323,622  1,008,124  286,086  18,617,833  －  18,617,833

セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 －  20,400  －  20,400  △20,400  －

計  17,323,622  1,028,525  286,086  18,638,234  △20,400  18,617,833

セグメント利益  1,741,915  17,580  174,993  1,934,489  △293,697  1,640,792

  

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業務用厨房機

器製造販売業 
ベーカリー機
器製造販売業

ビル賃貸業 計

売上高             

外部顧客への売上高  18,958,786  1,358,282  285,377  20,602,446  －  20,602,446

セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 －  17,113  －  17,113  △17,113  －

計  18,958,786  1,375,396  285,377  20,619,560  △17,113  20,602,446

セグメント利益又は損失

（△） 
 2,132,550  △26,988  180,342  2,285,904  △309,650  1,976,254
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