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1. 平成27年3月期第1四半期の連結業績（平成26年4月1日～平成26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 ％

27年3月期第1四半期 6,808 △5.1 △270 ― △245 ― △251 ―
26年3月期第1四半期 7,171 △1.2 86 △71.0 117 △63.2 22 △88.4

（注）包括利益 27年3月期第1四半期 △206百万円 （―％） 26年3月期第1四半期 103百万円 （△28.2％）

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

27年3月期第1四半期 △38.39 ―
26年3月期第1四半期 3.51 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

27年3月期第1四半期 27,742 11,635 41.9
26年3月期 29,026 11,972 41.2
（参考）自己資本 27年3月期第1四半期 11,635百万円 26年3月期 11,972百万円

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 
※ 平成27年3月期の配当予想については、未定であります。 

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

26年3月期 ― 0.00 ― 20.00 20.00
27年3月期 ―
27年3月期（予想） ― ― ― ―

3. 平成27年 3月期の連結業績予想（平成26年 4月 1日～平成27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) 15,300 △7.5 540 △30.0 560 △32.8 210 △52.9 32.04
通期 34,000 △6.3 1,350 △31.4 1,400 △33.8 640 △44.2 97.66
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(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

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） 27年3月期1Q 7,136,000 株 26年3月期 7,136,000 株
② 期末自己株式数 27年3月期1Q 582,441 株 26年3月期 582,441 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 27年3月期1Q 6,553,559 株 26年3月期1Q 6,553,584 株
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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

当第１四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、政府及び日銀による経済・金融政策を背景に全体として

は緩やかな回復傾向にあるなかで、消費税率引き上げに伴う旺盛な需要増加の反動による落ち込みが見られ、先

行き不透明な状況で推移いたしました。

このような情勢の下で、当社では精力的に営業活動を展開しましたが、当第１四半期連結累計期間の売上高は

68億8百万円（前年同期比5.1%減）となりました。利益面につきましては、売上高が伸び悩んだこと等から、経常

損失は2億4千5百万円（前年同四半期は経常利益1億1千7百万円）、四半期純損失が2億5千1百万円（前年同四半期

は純利益2千2百万円）となりました。

なお、当社グループの売上高は、従来から第４四半期に増加し、第１四半期については他の四半期対比低水準

となる傾向があります。

また、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。

（２）財政状態に関する説明

当第１四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や売上債権の減少等の結果、前連

結会計年度末比12億8千3百万円減の277億4千2百万円となりました。負債については、仕入債務の減少、未払法人

税等の減少、未払費用の増加等により、前連結会計年度末比9億4千6百万円減の161億6百万円となりました。純資

産は前連結会計年度末比3億3千7百万円減の116億3千5百万円となりました。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成26年5月15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。

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

該当事項はありません。

　

（２）四半期連結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。

　

（３）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。
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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26年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成26年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 6,384,459 8,469,940

受取手形及び売掛金 9,202,056 5,577,665

商品及び製品 2,046,177 2,160,129

仕掛品 113,486 102,171

原材料及び貯蔵品 1,349,140 1,216,022

その他 1,095,173 1,256,472

貸倒引当金 △9,217 △8,452

流動資産合計 20,181,276 18,773,948

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 2,872,937 2,886,729

減価償却累計額 △1,921,084 △1,947,593

建物及び構築物（純額） 951,853 939,135

機械装置及び運搬具 3,471,868 3,471,719

減価償却累計額 △2,622,638 △2,670,838

機械装置及び運搬具（純額） 849,230 800,880

土地 3,457,566 3,457,566

その他 1,627,728 1,671,449

減価償却累計額 △1,258,457 △1,277,266

その他（純額） 369,270 394,183

有形固定資産合計 5,627,921 5,591,765

無形固定資産 66,120 106,327

投資その他の資産

投資有価証券 1,113,275 1,209,679

その他 2,132,272 2,155,285

貸倒引当金 △94,394 △94,400

投資その他の資産合計 3,151,154 3,270,563

固定資産合計 8,845,196 8,968,656

資産合計 29,026,473 27,742,605
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成26年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成26年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 9,868,790 9,085,949

1年内返済予定の長期借入金 675,071 651,720

未払法人税等 484,806 225,377

賞与引当金 434,106 172,814

役員賞与引当金 20,720 5,913

製品保証引当金 86,600 84,100

その他 1,571,094 2,000,141

流動負債合計 13,141,189 12,226,017

固定負債

社債 1,000,000 1,000,000

長期借入金 1,369,918 1,214,089

役員退職慰労引当金 350,486 14,723

退職給付に係る負債 172,371 159,343

その他 1,019,519 1,492,712

固定負債合計 3,912,295 3,880,868

負債合計 17,053,484 16,106,885

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 7,825,626 7,442,978

自己株式 △441,320 △441,320

株主資本合計 10,003,822 9,621,174

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 251,613 309,619

土地再評価差額金 1,593,721 1,593,721

為替換算調整勘定 123,831 111,204

その他の包括利益累計額合計 1,969,166 2,014,545

純資産合計 11,972,988 11,635,720

負債純資産合計 29,026,473 27,742,605
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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25年４月１日
　至 平成25年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年６月30日)

売上高 7,171,579 6,808,287

売上原価 4,860,041 4,648,602

売上総利益 2,311,537 2,159,684

販売費及び一般管理費 2,225,424 2,430,002

営業利益又は営業損失（△） 86,113 △270,317

営業外収益

受取利息 1,068 2,017

受取配当金 9,127 9,689

受取手数料 15,173 11,859

受取賃貸料 7,077 8,691

その他 13,810 8,367

営業外収益合計 46,257 40,624

営業外費用

支払利息 9,120 9,276

為替差損 1,945 2,659

その他 3,975 3,924

営業外費用合計 15,041 15,859

経常利益又は経常損失（△） 117,328 △245,552

特別利益

固定資産売却益 899 35

特別利益合計 899 35

特別損失

固定資産除却損 2,907 799

投資有価証券評価損 2,293 2,334

その他 198 -

特別損失合計 5,398 3,133

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前
四半期純損失（△）

112,829 △248,650

法人税、住民税及び事業税 203,742 86,792

法人税等調整額 △113,898 △83,866

法人税等合計 89,844 2,925

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株
主損益調整前四半期純損失（△）

22,985 △251,576

四半期純利益又は四半期純損失（△） 22,985 △251,576
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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25年４月１日
　至 平成25年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株
主損益調整前四半期純損失（△）

22,985 △251,576

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 37,125 58,005

為替換算調整勘定 43,703 △12,626

その他の包括利益合計 80,828 45,379

四半期包括利益 103,814 △206,197

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 103,814 △206,197

少数株主に係る四半期包括利益 - -
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（３）四半期連結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）

　該当事項はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

　該当事項はありません。

（厚生年金基金の解散方針決議について）

当社及び当社連結子会社の一部が加入する「東京都家具厚生年金基金」は、平成25年9月開催の代議員会におい

て解散の方針を決議しております。当方針決議により、同基金解散に伴う費用の発生が見込まれますが、現時点

では不確定要素が多いため合理的に金額を算定することは困難であります。
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