
平成25年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

平成25年2月13日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 北沢産業株式会社 上場取引所 東 
コード番号 9930 URL http://www.kitazawasangyo.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 尾崎 光行
問合せ先責任者 （役職名） 取締役管理本部長 （氏名） 石塚 洋 TEL 03-5485-5020
四半期報告書提出予定日 平成25年2月14日
配当支払開始予定日 ―
四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無
四半期決算説明会開催の有無 ： 無

1.  平成25年3月期第3四半期の連結業績（平成24年4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3月期第3四半期 12,127 12.5 406 90.2 418 86.3 142 338.4
24年3月期第3四半期 10,781 2.2 213 △11.3 224 △14.6 32 △70.5

（注）包括利益 25年3月期第3四半期 209百万円 （―％） 24年3月期第3四半期 △7百万円 （―％）

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3四半期 7.65 ―
24年3月期第3四半期 1.37 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第3四半期 15,164 7,416 48.9
24年3月期 15,667 7,300 46.6
（参考） 自己資本   25年3月期第3四半期  7,416百万円 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 ― 0.00 ―
25年3月期（予想） 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、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 15,880 3.8 530 29.6 550 29.1 210 68.0 11.29



(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3Q 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3Q 5,223,889 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3Q 18,595,275 株 24年3月期3Q 23,677,509 株
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、東日本大震災からの復興需要により緩やかな回

復傾向が見られるものの、欧州の財政危機や円高の長期化などにより先行きの不透明な状況が続いてお

ります。 

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、従来からの消費者の外食離れ、低価

格志向などに加え、電気料金の値上げ、消費税法案の成立等により消費者の生活防衛意識や企業の経費

削減意識が更に高まり厳しい経営環境が続いております。 

このような状況の中で、当社グループの当第３四半期連結累計期間の業績につきましては、売上高は

１２１億２７百万円（前年同四半期比12.5％増）、営業利益は４億６百万円（前年同四半期比90.2％

増）、経常利益は４億１８百万円（前年同四半期比86.3％増）、四半期純利益は１億４２百万円（前年

同四半期比338.4％増）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） 

売上高は、１１８億６９百万円（前年同四半期比12.8％増）、営業利益は７億１４百万円（前年同

四半期比36.8％増）となりました。 

  

（不動産賃貸事業） 

売上高は、２億５７百万円（前年同四半期比0.7％減）、営業利益は１億４３百万円（前年同四半

期比1.0％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３億９８百万円減少し、７６億５百万円となりました。これは

主に、現金及び預金の減少額１億２４百万円及び受取手形及び売掛金の減少額４億６１百万円と商品の

増加額１億８２百万円及び貸倒引当金の減少額５百万円など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１億４百万円減少し、７５億５９百万円となりました。これは

主に、減損損失による土地の減少４７百万円及び売却による土地の減少３５百万円並びに減価償却の実

施額１億９７百万円による償却資産の減少と投資有価証券の増加額８８百万円及び長期預金の増加額１

億円などが相殺されたものです。 

これらの結果、総資産は前連結会計年度末に比べて５億３百万円減少し、１５１億６４百万円となり

ました。 

  

（負債） 

流動負債は、前連結会計年度末に比べ４億８８百万円減少し、６４億８３百万円となりました。これ

は主に、支払手形及び買掛金の減少額２億３８百万円及び未払法人税等の減少額１億８７百万円並びに

賞与引当金の減少額９０百万円などによるものです。 

固定負債は、前連結会計年度末に比べ１億３０百万円減少し、１２億６４百万円となりました。これ

は主に、借入金の返済による長期借入金の減少額１億１２百万円及び退職給付引当金の減少額２８百万

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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円と役員退職慰労引当金の増加額１８百万円などが相殺されたものです。 

  

（純資産） 

純資産は、前連結会計年度末に比べ１億１６百万円増加し、７４億１６百万円となりました。これは

主に、利益剰余金の増加額４９百万円及びその他有価証券評価差額金の増加額６７百万円などによるも

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48.9％となりました。 

  

業績予想につきましては、現時点において平成24年11月９日に公表いたしました平成25年３月期の連

結業績予想から変更はありません。 

  

（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、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３四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３四半期連結会計期間
(平成24年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,861,488 2,736,973

受取手形及び売掛金 3,822,328 3,361,244

商品 1,170,381 1,353,170

製品 4,245 3,307

仕掛品 9,306 15,066

原材料及び貯蔵品 49,122 51,798

繰延税金資産 56,128 27,261

その他 72,561 93,065

貸倒引当金 △41,600 △36,600

流動資産合計 8,003,963 7,605,286

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 3,037,696 2,919,688

機械装置及び運搬具（純額） 46,222 58,953

土地 2,675,713 2,592,642

その他（純額） 49,245 42,188

有形固定資産合計 5,808,878 5,613,472

無形固定資産

ソフトウエア 64,686 31,241

その他 54,471 54,209

無形固定資産合計 119,158 85,451

投資その他の資産

投資有価証券 846,641 935,456

長期貸付金 1,499 1,094

長期預金 200,000 300,000

繰延税金資産 382,079 344,821

その他 417,559 416,970

貸倒引当金 △112,493 △138,212

投資その他の資産合計 1,735,286 1,860,130

固定資産合計 7,663,322 7,559,054

資産合計 15,667,285 15,164,340
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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３四半期連結会計期間
(平成24年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 4,081,246 3,842,838

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 46,326

賞与引当金 94,009 3,317

その他 294,258 321,595

流動負債合計 6,971,974 6,483,078

固定負債

長期借入金 287,500 175,000

退職給付引当金 812,122 783,911

役員退職慰労引当金 262,670 281,070

繰延税金負債 119 114

その他 32,898 24,661

固定負債合計 1,395,310 1,264,758

負債合計 8,367,285 7,747,836

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 2,085,067

自己株式 △941,278 △941,597

株主資本合計 7,295,187 7,344,147

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 72,356

その他の包括利益累計額合計 4,812 72,356

純資産合計 7,300,000 7,416,504

負債純資産合計 15,667,285 15,164,340
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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３四半期連結累計期間

(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年12月31日)

売上高 10,781,152 12,127,182

売上原価 7,884,113 9,130,934

売上総利益 2,897,038 2,996,248

販売費及び一般管理費 2,683,433 2,589,988

営業利益 213,605 406,259

営業外収益

受取利息 1,392 1,554

受取配当金 9,039 9,381

受取家賃 7,403 7,569

為替差益 － 4,198

その他 12,313 12,488

営業外収益合計 30,148 35,192

営業外費用

支払利息 13,276 17,511

為替差損 308 －

支払手数料 5,661 5,645

営業外費用合計 19,245 23,157

経常利益 224,508 418,294

特別利益

固定資産売却益 8,212 10,167

特別利益合計 8,212 10,167

特別損失

固定資産除却損 543 347

固定資産売却損 163 505

投資有価証券評価損 － 22,512

減損損失 － 52,316

会員権評価損 100 1,540

特別損失合計 807 77,222

税金等調整前四半期純利益 231,912 351,240

法人税、住民税及び事業税 135,108 180,254

法人税等調整額 64,352 28,717

法人税等合計 199,461 208,972

少数株主損益調整前四半期純利益 32,451 142,267

少数株主利益 － －

四半期純利益 32,451 142,267
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四半期連結包括利益計算書
第３四半期連結累計期間

(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成24年４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 32,451 142,267

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △39,714 67,543

その他の包括利益合計 △39,714 67,543

四半期包括利益 △7,262 209,810

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △7,262 209,810

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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当第３四半期連結累計期間(自 平成24年４月１日 至 平成24年12月31日) 

該当事項はありません。 

  

Ⅰ 前第３四半期連結累計期間(自 平成23年４月１日 至 平成23年12月31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 △453,066千円には、全社費用 △455,318千円が含まれております。 

    全社費用は,主に報告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３四半期連結累計期間(自 平成24年４月１日 至 平成24年12月31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 △451,281千円には、全社費用 △454,084千円が含まれております。 

    全社費用は,主に報告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。 

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

【セグメント情報】

(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 10,521,265 259,886 10,781,152 ― 10,781,152

 セグメント間の内部 
 売上高又は振替高

─ 7,549 7,549 △7,549 ―

計 10,521,265 267,435 10,788,701 △7,549 10,781,152

セグメント利益 522,194 144,476 666,671 △453,066 213,605

(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 11,869,215 257,967 12,127,182 ― 12,127,182

 セグメント間の内部 
 売上高又は振替高

─ 9,152 9,152 △9,152 ―

計 11,869,215 267,119 12,136,335 △9,152 12,127,182

セグメント利益 714,451 143,090 857,541 △451,281 406,259
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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 

「不動産賃貸事業」セグメントにおいて、「固定資産の減損に係る会計基準」に基づき、当社の賃

貸資産である北海道札幌市の土地・建物について、将来の回収可能性を検討した結果、当第３四半期

連結累計期間において52,316千円の減損損失を計上しております。 

 減損損失の内訳は、土地47,592千円、建物4,724千円であります。 

  

当第３四半期連結累計期間(自 平成24年４月１日 至 平成24年12月31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
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