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1.  平成25年6月期第2四半期の連結業績（平成24年7月1日～平成24年12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6月期第2四半期 1,347 2.2 103 △1.4 108 △2.0 50 △3.5
24年6月期第2四半期 1,318 ― 104 ― 110 ― 52 ―

（注）包括利益 25年6月期第2四半期 76百万円 （―％） 24年6月期第2四半期 △3百万円 （―％）

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6月期第2四半期 8.99 ―
24年6月期第2四半期 9.31 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年6月期第2四半期 3,097 2,374 76.7
24年6月期 3,126 2,337 74.8
（参考） 自己資本 25年6月期第2四半期 2,374百万円 24年6月期 2,337百万円

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6月期 ― 0.00 ― 7.00 7.00
25年6月期 ― 0.00
25年6月期（予想） ― 7.00 7.00

3. 平成25年 6月期の連結業績予想（平成24年 7月 1日～平成25年 6月30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 2,898 8.1 205 12.8 211 15.4 88 21.5 15.65



(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 ： 有

(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

四半期連結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
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、実際

の実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。なお、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については、添付
資料２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

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 ： 無
② ①以外の会計方針の変更 ： 無
③ 会計上の見積りの変更 ： 無
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6月期2Q 6,140,850 株 24年6月期 6,140,850 株
② 期末自己株式数 25年6月期2Q 480,822 株 24年6月期 480,748 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年6月期2Q 5,660,049 株 24年6月期2Q 5,660,122 株
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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におけるわが国経済は、震災復興需要やエコカー補助金等の政策効果などから、個人

消費や設備投資の一部に緩やかながら持ち直しの動きがみられたものの、欧州債務危機を背景とした世界経済の減

速、円高の定着、外交問題により輸出や生産は弱含みとなり、また、電力供給の制約やデフレ基調の継続など懸念

材料も多く、引き続き不透明な状況が続いております。

焼肉業界においては、生食レバーの販売禁止等の影響もありましたが、徐々にではありますが、消費者の焼肉離

れが回復しつつあります。しかし、長引く景気低迷から消費者の節約志向が恒常化し、業界内の低価格競争はより

激化し厳しい経営環境が続いております。

このような状況の中、当社グループといたしましては、まだまだ新規出店の回復が見込めないため、既存店や他

メーカー納品店に対して、定期メンテナンスの契約、ダクト清掃工事の受注獲得、また３Ｄフィルタの販売強化に

取り組んでまいりました。

その結果、当第２四半期連結累計期間における当社グループの業績は、売上高1,347百万円（前年同期比2.2％

増）、営業利益103百万円（前年同期比1.4％減）、経常利益108百万円（前年同期比2.0％減）、四半期純利益50百

万円（前年同期比3.5％減）となりました。

当社グループは、無煙ロースターの製造販売及びその附帯工事を内容とした事業の単一セグメントであるため、

セグメント情報の記載を省略しております。

（２）連結財政状態に関する定性的情報

①資産、負債及び純資産の状況

当第２四半期連結会計期間末の総資産は3,097百万円となり、前連結会計年度末に比べ29百万円減少しまし

た。この主な要因は、現金及び預金が122百万円増加した一方、受取手形及び売掛金が163百万円減少したことに

よるものであります。

負債合計は722百万円となり、前連結会計年度末に比べ66百万円減少しました。この主な要因は、短期借入金

が70百万円減少したことによるものであります。

純資産は2,374百万円となり、前連結会計年度末に比べ37百万円増加しました。この主な要因は、株価の上昇

によりその他有価証券評価差額金が29百万円増加したことによるものであります。

②キャッシュ・フローの状況

当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末と比較

して162百万円増加し990百万円となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動における資金の増加は、202百万円（前年同四半期は159百万円の増加）であります。これは、売上債

権の減少が195百万円あったことが主な要因であります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動における資金の増加は、73百万円（前年同四半期は3百万円の増加）であります。これは、定期預金の

払戻による収入（純額）が39百万円、投資有価証券の売却による収入が25百万円あったことが主な要因でありま

す。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動における資金の減少は、112百万円（前年同四半期は62百万円の減少）であります。これは、短期借

入金の返済（純額）が70百万円、配当金の支払が39百万円あったことが主な要因であります。

（３）連結業績予想に関する定性的情報

平成24年８月８日に発表いたしました平成25年６月期（平成24年７月１日から平成25年６月30日）の業績予想に

関しまして、変更はありません。

また、将来に関する記述は、当社グループ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。

四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

税金費用については、当第２四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用

後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

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６月30日)

当第２四半期連結会計期間
(平成24年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,049,414 1,172,391

受取手形及び売掛金 460,083 296,290

商品及び製品 19,252 19,984

仕掛品 12,502 17,398

原材料及び貯蔵品 108,855 128,786

その他 46,316 43,770

貸倒引当金 △2,170 △1,330

流動資産合計 1,694,256 1,677,291

固定資産

有形固定資産

土地 461,679 461,679

その他（純額） 177,807 180,867

有形固定資産合計 639,488 642,546

無形固定資産 3,341 3,229

投資その他の資産

投資有価証券 580,176 578,471

その他 228,115 214,772

貸倒引当金 △18,488 △18,535

投資その他の資産合計 789,804 774,708

固定資産合計 1,432,634 1,420,485

資産合計 3,126,890 3,097,777

負債の部

流動負債

買掛金 84,881 52,355

短期借入金 370,000 300,000

未払法人税等 10,792 52,504

引当金 20,100 16,800

その他 217,548 206,977

流動負債合計 703,323 628,637

固定負債

役員退職慰労引当金 41,290 45,796

その他の引当金 9,750 13,068

その他 35,023 35,484

固定負債合計 86,064 94,349

負債合計 789,387 722,986
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（単位：千円）

前連結会計年度
(平成24年６月30日)

当第２四半期連結会計期間
(平成24年12月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 639,307 639,307

資本剰余金 595,887 595,887

利益剰余金 1,354,886 1,366,138

自己株式 △188,090 △188,103

株主資本合計 2,401,990 2,413,229

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △68,039 △38,865

為替換算調整勘定 3,551 426

その他の包括利益累計額合計 △64,487 △38,439

純資産合計 2,337,503 2,374,790

負債純資産合計 3,126,890 3,097,777
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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７月１日
至 平成23年12月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成24年７月１日
至 平成24年12月31日)

売上高 1,318,611 1,347,426

売上原価 803,355 826,239

売上総利益 515,255 521,186

販売費及び一般管理費 410,674 418,114

営業利益 104,581 103,072

営業外収益

受取利息 264 205

受取配当金 2,619 1,453

受取賃貸料 4,359 4,419

為替差益 1,002 2,215

その他 1,906 2,130

営業外収益合計 10,152 10,424

営業外費用

支払利息 1,826 1,441

不動産賃貸費用 1,991 2,573

その他 61 832

営業外費用合計 3,879 4,847

経常利益 110,854 108,649

特別損失

固定資産除却損 2,362 151

投資有価証券売却損 1,140 5,862

ゴルフ会員権売却損 － 2,000

特別損失合計 3,502 8,014

税金等調整前四半期純利益 107,351 100,635

法人税等 54,645 49,762

少数株主損益調整前四半期純利益 52,706 50,872

四半期純利益 52,706 50,872
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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７月１日
至 平成23年12月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成24年７月１日
至 平成24年12月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 52,706 50,872

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △55,623 29,173

為替換算調整勘定 △1,017 △3,125

その他の包括利益合計 △56,641 26,047

四半期包括利益 △3,934 76,920

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △3,934 76,920

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７月１日
至 平成23年12月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成24年７月１日
至 平成24年12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 107,351 100,635

減価償却費 29,571 12,323

貸倒引当金の増減額（△は減少） △586 △792

賞与引当金の増減額（△は減少） △1,200 300

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △3,200 △3,600

退職給付引当金の増減額（△は減少） 103 3,318

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 3,270 4,506

受取利息及び受取配当金 △2,883 △1,659

投資事業組合運用損益（△は益） △1,556 832

支払利息 1,826 1,441

投資有価証券売却損益（△は益） 1,140 5,862

固定資産除売却損益（△は益） 2,362 151

為替差損益（△は益） △1,002 △2,215

売上債権の増減額（△は増加） 136,031 195,435

たな卸資産の増減額（△は増加） 7,804 △26,499

仕入債務の増減額（△は減少） △10,107 △31,690

未払消費税等の増減額（△は減少） △7,104 1,916

ゴルフ会員権売却損益（△は益） － 2,000

その他 △96,657 △52,270

小計 165,162 209,994

利息及び配当金の受取額 2,883 1,659

利息の支払額 △1,826 △1,441

法人税等の支払額 △6,857 △7,419

営業活動によるキャッシュ・フロー 159,362 202,792

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 △350,331 △161,456

定期預金の払戻による収入 378,321 201,448

有形固定資産の取得による支出 △33,133 △10,614

投資有価証券の売却による収入 4,060 25,768

ゴルフ会員権の売却による収入 － 14,000

貸付金の回収による収入 540 560

その他 3,707 4,078

投資活動によるキャッシュ・フロー 3,164 73,783

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入 620,000 500,000

短期借入金の返済による支出 △640,000 △570,000

自己株式の取得による支出 △12 △13

リース債務の返済による支出 △3,051 △3,412

配当金の支払額 △39,383 △39,370

財務活動によるキャッシュ・フロー △62,448 △112,795

現金及び現金同等物に係る換算差額 △8 △812

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 100,070 162,968

現金及び現金同等物の期首残高 697,716 827,387

現金及び現金同等物の四半期末残高 797,786 990,356
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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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