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

27年3月期第3四半期 22,962 △7.2 374 △59.1 480 △51.6 △74 ―
26年3月期第3四半期 24,754 9.9 915 △13.4 992 △11.1 493 △29.9

（注）包括利益 27年3月期第3四半期 223百万円 （△68.5％） 26年3月期第3四半期 708百万円 （△9.5％）

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3四半期 △11.38 ―
26年3月期第3四半期 75.34 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

27年3月期第3四半期 27,794 12,045 43.3
26年3月期 29,026 11,972 41.2
（参考）自己資本 27年3月期第3四半期 12,045百万円 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 ― 0.00 ―
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、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 32,900 △9.3 660 △66.5 690 △67.4 130 △88.7 19.84



(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） ： 有 

（注）詳細は、P.2「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」をご覧ください。 

(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 1社 （社名） NEOSYS VIETNAM CO.,LTD. 、 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3Q 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3Q 582,464 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3Q 6,553,548 株 26年3月期3Q 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３四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、一部では企

業業績向上や雇用情勢改善の動きなど、国内経済の回復の兆しが見られるものの、消費税率引き上げに伴う駆け込

み需要の反動が長期化する等、依然として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３四半期連結累計期間の売上高は229

億6千2百万円（前年同期比7.2%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

利益は4億8千万円（前年同期比51.6%減）となり、第２四半期連結会計期間に厚生年金基金解散損失引当金繰入額を

計上したこと等から四半期純損失が7千4百万円（前年同四半期は純利益4億9千3百万円）となりました。

なお、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３四半期連結会計期間末の財政状態については、総資産は現預金や有形固定資産の増加、売上債権の減少等

の結果、前連結会計年度末比12億3千2百万円減の277億9千4百万円となりました。負債については、長期借入金の増

加、仕入債務や未払法人税等の減少等により、前連結会計年度末比13億4百万円減の157億4千8百万円となりました。

純資産は前連結会計年度末比7千2百万円増の120億4千5百万円となりました。

（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10月７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

第２四半期連結会計期間より生産、販売を開始し、重要性が増したNEOSYS VIETNAM CO.,LTD.を連結の範囲に含

めております。

　

（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３四半期連結会計期間
(平成26年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 6,384,459 7,788,977

受取手形及び売掛金 9,202,056 5,403,762

商品及び製品 2,046,177 2,354,084

仕掛品 113,486 87,242

原材料及び貯蔵品 1,349,140 1,174,861

その他 1,095,173 928,396

貸倒引当金 △9,217 △7,516

流動資産合計 20,181,276 17,729,808

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 2,872,937 3,826,717

減価償却累計額 △1,921,084 △1,873,201

建物及び構築物（純額） 951,853 1,953,515

機械装置及び運搬具 3,471,868 4,027,453

減価償却累計額 △2,622,638 △2,816,932

機械装置及び運搬具（純額） 849,230 1,210,521

土地 3,457,566 3,454,001

その他 1,627,728 1,642,227

減価償却累計額 △1,258,457 △1,303,960

その他（純額） 369,270 338,266

有形固定資産合計 5,627,921 6,956,305

無形固定資産 66,120 100,543

投資その他の資産

投資有価証券 1,113,275 1,324,185

その他 2,132,272 1,776,720

貸倒引当金 △94,394 △93,519

投資その他の資産合計 3,151,154 3,007,386

固定資産合計 8,845,196 10,064,235

資産合計 29,026,473 27,794,043
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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３四半期連結会計期間
(平成26年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 9,868,790 8,202,483

1年内返済予定の長期借入金 675,071 674,852

未払法人税等 484,806 66,161

賞与引当金 434,106 167,993

役員賞与引当金 20,720 17,740

製品保証引当金 86,600 79,300

その他 1,571,094 1,969,094

流動負債合計 13,141,189 11,177,624

固定負債

社債 1,000,000 1,000,000

長期借入金 1,369,918 1,679,113

役員退職慰労引当金 350,486 15,733

厚生年金基金解散損失引当金 - 257,827

退職給付に係る負債 172,371 152,565

その他 1,019,519 1,466,076

固定負債合計 3,912,295 4,571,316

負債合計 17,053,484 15,748,941

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 7,598,812

自己株式 △441,320 △441,339

株主資本合計 10,003,822 9,776,989

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 251,613 381,809

土地再評価差額金 1,593,721 1,594,931

為替換算調整勘定 123,831 291,371

その他の包括利益累計額合計 1,969,166 2,268,112

純資産合計 11,972,988 12,045,101

負債純資産合計 29,026,473 27,794,043
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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25年４月１日
　至 平成25年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年12月31日)

売上高 24,754,488 22,962,817

売上原価 17,303,705 15,733,592

売上総利益 7,450,782 7,229,225

販売費及び一般管理費 6,535,382 6,855,081

営業利益 915,400 374,144

営業外収益

受取利息 4,455 2,696

受取配当金 13,035 14,152

受取手数料 38,292 34,753

受取賃貸料 21,844 27,232

為替差益 394 52,403

その他 43,380 17,347

営業外収益合計 121,403 148,585

営業外費用

支払利息 28,613 34,040

その他 16,166 8,500

営業外費用合計 44,779 42,541

経常利益 992,023 480,187

特別利益

固定資産売却益 1,528 2,069

投資有価証券売却益 - 485

会員権売却益 - 1,898

特別利益合計 1,528 4,452

特別損失

固定資産除却損 42,974 44,859

投資有価証券評価損 2,565 3,413

厚生年金基金解散損失引当金繰入額 - 257,827

その他 394 41

特別損失合計 45,934 306,142

税金等調整前四半期純利益 947,617 178,496

法人税、住民税及び事業税 272,830 142,610

法人税等調整額 181,009 110,470

法人税等合計 453,840 253,081

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（△）

493,776 △74,584

四半期純利益又は四半期純損失（△） 493,776 △74,584
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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25年４月１日
　至 平成25年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年12月31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（△）

493,776 △74,584

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 102,380 130,195

為替換算調整勘定 112,046 167,540

その他の包括利益合計 214,426 297,736

四半期包括利益 708,203 223,151

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 708,203 223,151

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。
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