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1.  平成26年3月期第1四半期の業績（平成25年4月1日～平成25年6月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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 ％

26年3月期第1四半期 3,279 25.7 △161 ― △129 ― △99 ―
25年3月期第1四半期 2,610 △9.1 △364 ― △337 ― △242 ―

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

26年3月期第1四半期 △15.71 ―
25年3月期第1四半期 △38.41 ―

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

26年3月期第1四半期 13,777 8,191 59.5 1,299.71
25年3月期 15,009 8,356 55.7 1,325.84
（参考） 自己資本   26年3月期第1四半期  8,191百万円 25年3月期  8,356百万円

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  
25年３月期期末配当金の内訳 普通配当 10円00銭 記念配当 ２円00銭 

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

25年3月期 ― 0.00 ― 12.00 12.00
26年3月期 ―
26年3月期（予想） 0.00 ― 10.00 10.00

3. 平成26年 3月期の業績予想（平成25年 4月 1日～平成26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) 9,230 10.8 240 52.3 290 40.1 128 120.7 20.31
通期 22,380 5.6 1,510 3.8 1,600 2.2 860 8.2 136.45



(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

※  注記事項

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） 26年3月期1Q 6,306,000 株 25年3月期 6,306,000 株
② 期末自己株式数 26年3月期1Q 3,307 株 25年3月期 3,307 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期1Q 6,302,693 株 25年3月期1Q 6,302,693 株

※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
半期財務諸表の四半期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 
 本資料に掲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。 
 業績予想の詳細につきましては、四半期決算短信（添付資料）２ページ「１．当四半期決算に関する定性的情報（３）業績予想などの将来予測情報に関する説
明」をご覧ください。 
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（１）経営成績に関する説明 

 当第１四半期累計期間におけるわが国経済は、安倍政権の金融政策や経済対策による景気回復への期待感から、

円安や株価上昇もあり、持ち直しの動きがみられました。  

  このような状況のもと、当社は、総合厨房機器メーカーとして、最近、ますます注目の集まる「食の安全・安

心」に繋がる厨房機器・厨房システムの提案に心がけ、営業部門、生産部門及び管理部門の各部門が一体となって

業績の向上に取り組んでまいりました。  

 以上の結果、当第１四半期累計期間の売上高は32億79百万円（前年同四半期は26億10百万円の売上高）、経常損

失は１億29百万円（前年同四半期は３億37百万円の経常損失）、四半期純損失は99百万円（前年同四半期は２億42

百万円の四半期純損失）となり、売上面・利益面ともに前年同四半期より改善基調にて推移いたしました。なお、

当社は、主要販売先である学校給食関連の納期が夏季及び年度末に集中しているため、売上高等が第１、第３四半

期会計期間に比べて第２、第４四半期会計期間に高くなる傾向にあります。 

    

（２）財政状態に関する説明 

 当第１四半期会計期間末の資産合計は、前事業年度末に比べ12億32百万円減少し、137億77百万円となりまし

た。これは主に、現金及び預金が19億77百万円、商品及び製品が４億17百万円、仕掛品が１億31百万円、原材料及

び貯蔵品が１億３百万円、建物が74百万円増加したものの、受取手形及び売掛金が39億61百万円減少したことなど

によるものであります。 

 負債合計は、前事業年度末に比べ10億67百万円減少し、55億85百万円となりました。これは主に、長期未払金が

２億85百万円、賞与引当金が１億30百万円増加したものの、支払手形及び買掛金が８億59百万円、未払法人税等が

５億67百万円、役員退職慰労引当金が２億82百万円減少したことなどによるものであります。 

 純資産合計は、前事業年度末に比べ１億64百万円減少し、81億91百万円となりました。これは主に、四半期純損

失を99百万円計上し、また、剰余金の配当が75百万円あったことなどによるものであります。   

   

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明 

 平成26年３月期の業績予想につきましては、現時点において、平成25年５月15日の決算発表時に公表いたしまし

た業績予想に変更はありません。 

  

  

（１）四半期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。   

    

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

 該当事項はありません。   

  

（３）追加情報  

（役員退職慰労金制度の廃止） 

 当社は、従来、役員退職慰労金の支給に備えるため、役員退職慰労金規程（内規）に基づく期末要支給額を

「役員退職慰労引当金」として計上しておりましたが、役員退職慰労金制度廃止に伴い、平成25年６月27日開催

の第57期定時株主総会において役員退職慰労金を打切り支給することが決議されました。 

 これに伴い、当第１四半期会計期間において「役員退職慰労引当金」を全額取崩し、打切り支給額の未払分

285,637千円については「長期未払金」として表示しております。 

   

   

   

   

   

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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３．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成25年３月31日) 

当第１四半期会計期間 
(平成25年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,744,269 3,721,722

受取手形及び売掛金 7,752,521 3,791,480

商品及び製品 526,423 943,740

仕掛品 372,444 504,358

原材料及び貯蔵品 242,450 345,682

繰延税金資産 164,978 206,003

その他 93,552 93,574

貸倒引当金 △26,233 △9,208

流動資産合計 10,870,407 9,597,352

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 413,541 487,752

土地 2,363,610 2,363,610

その他（純額） 253,104 221,149

有形固定資産合計 3,030,257 3,072,512

無形固定資産 98,015 91,333

投資その他の資産   

投資有価証券 521,492 538,769

繰延税金資産 334,053 324,352

その他 170,934 167,843

貸倒引当金 △15,483 △14,944

投資その他の資産合計 1,010,997 1,016,021

固定資産合計 4,139,269 4,179,867

資産合計 15,009,676 13,777,220

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,363,894 2,504,455

短期借入金 200,000 200,000

1年内返済予定の長期借入金 180,000 135,000

未払費用 168,747 193,875

未払法人税等 581,657 14,534

賞与引当金 216,933 347,197

その他 325,868 592,893

流動負債合計 5,037,101 3,987,957

固定負債   

長期借入金 400,000 400,000

長期未払金 － 285,637

退職給付引当金 867,807 850,815

役員退職慰労引当金 282,237 －

その他 66,190 61,158

固定負債合計 1,616,234 1,597,611

負債合計 6,653,336 5,585,568
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成25年３月31日) 

当第１四半期会計期間 
(平成25年６月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,445,600 1,445,600

資本剰余金 1,537,125 1,537,125

利益剰余金 5,737,284 5,562,642

自己株式 △2,355 △2,355

株主資本合計 8,717,654 8,543,012

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 144,731 154,004

繰延ヘッジ損益 － 680

土地再評価差額金 △506,045 △506,045

評価・換算差額等合計 △361,314 △351,361

純資産合計 8,356,340 8,191,651

負債純資産合計 15,009,676 13,777,220
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（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

売上高 2,610,182 3,279,811

売上原価 2,028,169 2,476,945

売上総利益 582,012 802,866

販売費及び一般管理費 946,649 964,323

営業損失（△） △364,636 △161,456

営業外収益   

受取配当金 5,246 5,453

仕入割引 20,338 21,643

その他 4,263 8,371

営業外収益合計 29,849 35,468

営業外費用   

支払利息 2,462 1,851

その他 685 1,287

営業外費用合計 3,148 3,138

経常損失（△） △337,936 △129,127

特別損失   

固定資産除却損 55 557

特別損失合計 55 557

税引前四半期純損失（△） △337,991 △129,684

法人税、住民税及び事業税 14,937 6,416

法人税等調整額 △110,816 △37,091

法人税等合計 △95,879 △30,675

四半期純損失（△） △242,112 △99,009
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 該当事項はありません。   

   

   

 該当事項はありません。   

   

   

（３）四半期財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

（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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