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1.  平成25年3月期第2四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年9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2四半期 15,036 10.3 756 48.9 781 49.4 491 99.3
24年3月期第2四半期 13,634 △4.0 507 59.7 522 62.0 246 82.6

（注）包括利益 25年3月期第2四半期 449百万円 （107.7％） 24年3月期第2四半期 216百万円 （146.7％）

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2四半期 74.98 ―
24年3月期第2四半期 37.62 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第2四半期 23,742 9,751 41.1
24年3月期 24,870 9,387 37.7
（参考） 自己資本   25年3月期第2四半期  9,751百万円 24年3月期  9,387百万円

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 ― 13.00 13.00
25年3月期 ― 0.00
25年3月期（予想） ― 13.00 13.00

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、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 31,200 1.2 1,260 △15.4 1,350 △11.9 700 △24.2 106.81



(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き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、当社と
してその実現を約束する趣旨のものではありません。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仮定及び業績予
想のご利用に当たっての注意事項等については、P.2「１.当四半期決算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3月期2Q 7,136,000 株 24年3月期 7,136,000 株
② 期末自己株式数 25年3月期2Q 582,416 株 24年3月期 582,416 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期2Q 6,553,584 株 24年3月期2Q 6,553,584 株
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当第２四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、一方で欧州債務問題や新興国の経済成長鈍化による海外経済の減速懸念、円

高の長期化などにより、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、低迷する雇用・

所得環境を反映した消費者の節約志向により不安定な状況となっており、当社グループにとりましても

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積極的な営業活動を展開した結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は150

億3千6百万円（前年同期比10.3%増）となりました。利益面では、経常利益は7億8千1百万円（前年同期

比49.4%増）、四半期純利益は4億9千1百万円（前年同期比99.3%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２四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、有形

固定資産の増加等の結果、前連結会計年度末比11億2千7百万円減の237億4千2百万円となりました。負

債については仕入債務の減少、未払法人税等の減少等により、前連結会計年度末比14億9千1百万円減の

139億9千1百万円となりました。純資産は前連結会計年度末比3億6千4百万円増の97億5千1百万円となり

ました。 

  

平成24年11月2日に公表いたしました連結業績予想から修正は行っておりません。 

  

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、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。 

これにより、従来の方法に比べて、当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整

前四半期純利益はそれぞれ4,619千円増加しております。 

  

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２四半期連結会計期間
(平成24年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 6,230,020 6,696,338

受取手形及び売掛金 7,676,825 5,615,979

商品及び製品 1,580,238 1,947,013

仕掛品 71,866 105,853

原材料及び貯蔵品 1,149,703 1,178,469

その他 881,306 687,413

貸倒引当金 △18,656 △16,643

流動資産合計 17,571,304 16,214,424

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 2,627,912 2,858,800

減価償却累計額 △1,993,600 △2,019,317

建物及び構築物（純額） 634,311 839,482

機械装置及び運搬具 2,945,957 3,125,575

減価償却累計額 △2,398,766 △2,432,855

機械装置及び運搬具（純額） 547,191 692,720

土地 3,356,898 3,457,566

その他 1,327,662 1,369,855

減価償却累計額 △1,184,123 △1,209,707

その他（純額） 143,538 160,147

有形固定資産合計 4,681,938 5,149,917

無形固定資産 26,001 26,589

投資その他の資産

投資有価証券 746,058 764,024

その他 2,015,934 1,747,838

貸倒引当金 △171,047 △159,914

投資その他の資産合計 2,590,945 2,351,948

固定資産合計 7,298,885 7,528,455

資産合計 24,870,189 23,742,879
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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２四半期連結会計期間
(平成24年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 9,134,306 8,071,848

1年内返済予定の長期借入金 471,306 547,235

未払法人税等 458,776 209,803

賞与引当金 421,671 326,844

役員賞与引当金 10,402 7,513

製品保証引当金 87,300 73,300

その他 1,314,547 1,022,480

流動負債合計 11,898,309 10,259,026

固定負債

社債 1,000,000 1,000,000

長期借入金 969,535 1,126,630

退職給付引当金 266,498 250,433

役員退職慰労引当金 308,762 318,417

その他 1,039,521 1,036,582

固定負債合計 3,584,318 3,732,064

負債合計 15,482,627 13,991,090

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 5,944,261

自己株式 △441,299 △441,299

株主資本合計 7,716,298 8,122,477

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 63,570

土地再評価差額金 1,678,479 1,678,479

為替換算調整勘定 △80,245 △112,737

その他の包括利益累計額合計 1,671,263 1,629,312

純資産合計 9,387,561 9,751,789

負債純資産合計 24,870,189 23,742,879
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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４月１日
 至 平成23年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日

 至 平成24年９月30日)

売上高 13,634,345 15,036,258

売上原価 9,107,593 10,138,762

売上総利益 4,526,752 4,897,495

販売費及び一般管理費 4,018,914 4,141,395

営業利益 507,837 756,100

営業外収益

受取利息 1,182 2,215

受取配当金 8,100 8,651

受取手数料 29,287 22,093

受取賃貸料 8,874 14,555

その他 35,195 16,797

営業外収益合計 82,640 64,312

営業外費用

支払利息 21,772 18,369

為替差損 32,488 8,810

その他 13,400 12,210

営業外費用合計 67,661 39,389

経常利益 522,816 781,022

特別利益

固定資産売却益 161 214

特別利益合計 161 214

特別損失

退職給付費用 66,386 －

固定資産除却損 2,264 3,550

投資有価証券評価損 758 458

その他 317 365

特別損失合計 69,726 4,373

税金等調整前四半期純利益 453,252 776,863

法人税、住民税及び事業税 172,657 202,769

法人税等調整額 34,036 82,718

法人税等合計 206,694 285,487

少数株主損益調整前四半期純利益 246,558 491,375

四半期純利益 246,558 491,375
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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４月１日
 至 平成23年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日

 至 平成24年９月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 246,558 491,375

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 29,427 △9,459

為替換算調整勘定 △59,622 △32,491

その他の包括利益合計 △30,194 △41,951

四半期包括利益 216,363 449,424

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 216,363 449,424

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４月１日
 至 平成23年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日

 至 平成24年９月30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 453,252 776,863

減価償却費 123,156 161,955

受取利息及び受取配当金 △9,282 △10,866

支払利息 21,772 18,369

固定資産除売却損益（△は益） 2,420 3,701

投資有価証券評価損益（△は益） 758 458

売上債権の増減額（△は増加） 2,840,485 2,015,349

たな卸資産の増減額（△は増加） △284,056 △436,010

仕入債務の増減額（△は減少） △1,206,232 △1,018,635

その他 39,668 △177,990

小計 1,981,942 1,333,193

利息及び配当金の受取額 8,577 9,174

利息の支払額 △21,871 △17,342

法人税等の支払額 △189,552 △450,043

法人税等の還付額 241 12

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,779,336 874,994

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △6,000 △1,006,000

定期預金の払戻による収入 6,000 6,000

有形固定資産の取得による支出 △87,601 △519,407

投資有価証券の取得による支出 △3,133 △3,183

関係会社株式の取得による支出 － △32,610

その他 16,408 15,744

投資活動によるキャッシュ・フロー △74,326 △1,539,456

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入 365,697 468,427

長期借入金の返済による支出 △269,664 △235,404

配当金の支払額 △65,535 △85,196

財務活動によるキャッシュ・フロー 30,497 147,826

現金及び現金同等物に係る換算差額 △33,142 △17,047

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,702,365 △533,682

現金及び現金同等物の期首残高 4,433,686 6,216,020

現金及び現金同等物の四半期末残高 6,136,052 5,682,338
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 該当事項はありません。 

  

 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
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