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1.  平成26年3月期第1四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25年6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 ％

26年3月期第1四半期 3,788 △1.1 68 △24.0 74 △27.8 27 △21.4
25年3月期第1四半期 3,829 19.9 90 798.3 103 544.9 34 ―

（注）包括利益 26年3月期第1四半期 17百万円 （△3.4％） 25年3月期第1四半期 18百万円 （―％）

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

26年3月期第1四半期 1.48 ―
25年3月期第1四半期 1.88 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第1四半期 15,622 7,573 48.5
25年3月期 15,838 7,649 48.3
（参考） 自己資本   26年3月期第1四半期  7,573百万円 25年3月期  7,649百万円

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

25年3月期 ― 0.00 ― 5.00 5.00
26年3月期 ―
26年3月期（予想） 0.00 ― 5.00 5.00

3. 平成26年 3月期の連結業績予想（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) 8,260 2.6 250 △15.8 260 △16.1 120 37.9 6.45
通期 17,120 2.2 610 △5.6 630 △4.3 305 16.9 16.40



(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、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「１．当四半期決算に関する定性的情報（３）連結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。 

※  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 23,818,257 株 25年3月期 23,818,257 株
② 期末自己株式数 26年3月期1Q 5,224,321 株 25年3月期 5,224,009 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期1Q 18,594,201 株 25年3月期1Q 18,596,196 株
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当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、経済対策や金融政策効果を背景に円高の是正や株

価の上昇が進行し、輸出企業を中心とした企業収益の拡大や景気回復への期待感が高まりました。しか

しながら、雇用・所得環境は依然として改善されず、実体経済としては先行き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、消費者マインドには若干の改善が見

られるものの、節約・低価格志向が続いており、また、円安による食材価格の高騰等により厳しい経営

環境で推移しております。 

このような状況のなかで、当社グループの当第１四半期連結累計期間の業績につきましては、売上高

は３７億８８百万円（前年同四半期比1.1％減）、営業利益は６８百万円（前年同四半期比24.0％

減）、経常利益は７４百万円（前年同四半期比27.8％減）、四半期純利益は２７百万円（前年同四半期

比21.4％減）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） 

業務用厨房関連事業につきましては、売上高は３７億４百万円（前年同四半期比1.1％減）、営業

利益は１億６５百万円（前年同四半期比6.4％減）となりました。 

  

（不動産賃貸事業） 

不動産賃貸事業につきましては、売上高は８３百万円（前年同四半期比1.7％減）、営業利益は４

８百万円（前年同四半期比0.9％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2.6％減少し、７９億８３百万円となりました。これは主に、

受取手形及び売掛金が５億８百万円減少したことなどによるものです。 

固定資産は、前連結会計年度末に比べ３百万円減少し、７６億３９百万円となりました。これは主

に、減価償却の実施額５２百万円による償却資産の減少、投資有価証券の減少１３百万円などの減少要

因と有形固定資産のその他の増加額３９百万円の増加要因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1.4％減少し、１５６億２２百万円となりまし

た。 

  

（負債） 

流動負債は、前連結会計年度末に比べ1.6％減少し、６８億３３百万円となりました。これは主に、

未払法人税等の減少額１億８２百万円及び賞与引当金の引当額の減少額８５百万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2.5％減少し、１２億１４百万円となりました。これは主に長

期借入金の減少額３７百万円などによるものです。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

（２）財政状態に関する説明
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（純資産） 

純資産は、前連結会計年度末に比べ1.0％減少し、７５億７３百万円となりました。これは主に、利

益剰余金の減少６５百万円によるものです。 

これらの結果、自己資本比率は前連結会計年度末の48.3％から48.5％となりました。 

  

平成26年３月期の業績予想につきましては、平成25年５月1３日に公表しました業績予想に変更はあ

りません。 

  

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明
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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25年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成25年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,767,403 2,911,876

受取手形及び売掛金 4,074,965 3,566,774

商品 1,186,378 1,333,702

製品 3,673 3,429

仕掛品 9,700 15,986

原材料及び貯蔵品 52,139 54,112

繰延税金資産 59,979 31,351

その他 73,371 93,374

貸倒引当金 △31,500 △27,500

流動資産合計 8,196,111 7,983,107

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 2,887,555 2,858,235

機械装置及び運搬具（純額） 66,749 64,750

土地 2,592,642 2,592,642

建設仮勘定 2,000 2,000

その他（純額） 42,024 81,399

有形固定資産合計 5,590,971 5,599,027

無形固定資産

ソフトウエア 20,392 19,680

その他 54,122 54,037

無形固定資産合計 74,515 73,717

投資その他の資産

投資有価証券 1,110,185 1,096,542

長期貸付金 1,079 1,064

長期預金 300,000 300,000

繰延税金資産 293,267 302,112

その他 415,947 406,973

貸倒引当金 △143,184 △140,345

投資その他の資産合計 1,977,295 1,966,346

固定資産合計 7,642,782 7,639,091

資産合計 15,838,893 15,622,199
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成25年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成25年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 4,101,626 4,149,949

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 211,142 28,981

賞与引当金 96,135 10,567

その他 266,453 375,470

流動負債合計 6,944,357 6,833,969

固定負債

退職給付引当金 795,658 802,170

役員退職慰労引当金 287,554 293,554

繰延税金負債 11 285

長期借入金 137,500 100,000

その他 24,459 18,312

固定負債合計 1,245,183 1,214,322

負債合計 8,189,540 8,048,291

純資産の部

株主資本

資本金 3,235,546 3,235,546

資本剰余金 2,965,130 2,965,130

利益剰余金 2,204,708 2,139,209

自己株式 △941,617 △941,671

株主資本合計 7,463,768 7,398,215

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 185,584 175,692

その他の包括利益累計額合計 185,584 175,692

純資産合計 7,649,352 7,573,908

負債純資産合計 15,838,893 15,622,199
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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１四半期連結累計期間

(単位：千円)

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

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

売上高 3,829,379 3,788,186

売上原価 2,841,125 2,842,454

売上総利益 988,253 945,731

販売費及び一般管理費 897,597 876,844

営業利益 90,656 68,887

営業外収益

受取利息 423 104

受取配当金 6,292 7,029

為替差益 4,807 812

その他 7,817 5,315

営業外収益合計 19,340 13,262

営業外費用

支払利息 5,953 5,575

支払手数料 622 1,868

営業外費用合計 6,575 7,443

経常利益 103,421 74,706

特別損失

固定資産除却損 191 95

固定資産売却損 34 53

会員権評価損 1,540 －

特別損失合計 1,766 149

税金等調整前四半期純利益 101,655 74,556

法人税、住民税及び事業税 31,378 21,550

法人税等調整額 35,341 25,534

法人税等合計 66,720 47,084

少数株主損益調整前四半期純利益 34,935 27,472

少数株主利益 － －

四半期純利益 34,935 27,472
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四半期連結包括利益計算書
第１四半期連結累計期間

（単位：千円）

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

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

少数株主損益調整前四半期純利益 34,935 27,472

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △16,726 △9,891

その他の包括利益合計 △16,726 △9,891

四半期包括利益 18,208 17,580

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 18,208 17,580

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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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）四半期連結財務諸表に関する注記

  （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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Ⅰ 前第１四半期連結累計期間(自 平成24年４月１日 至 平成24年６月30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 △135,126千円には、全社費用 △136,336千円が含まれております。 

     全社費用は主に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１四半期連結累計期間(自 平成25年４月１日 至 平成25年６月30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 △145,226千円には、全社費用 △142,175千円が含まれております。 

     全社費用は主に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。 

  

該当事項はありません。 

  （セグメント情報等）

(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 3,743,969 85,409 3,829,379 ― 3,829,379

 セグメント間の内部 
 売上高又は振替高

─ 3,050 3,050 △3,050 ―

計 3,743,969 88,459 3,832,429 △3,050 3,829,379

セグメント利益 176,849 48,932 225,782 △135,126 90,656

(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 3,704,255 83,931 3,788,186 ― 3,788,186

 セグメント間の内部 
 売上高又は振替高

─ 3,050 3,050 △3,050 ―

計 3,704,255 86,981 3,791,237 △3,050 3,788,186

セグメント利益 165,610 48,503 214,113 △145,226 68,887

  （重要な後発事象）
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