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1. 平成28年3月期第1四半期の連結業績（平成27年4月1日～平成27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 親会社株主に帰属する四
半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

28年3月期第1四半期 8,031 18.0 52 ― 90 ― △47 ―
27年3月期第1四半期 6,808 △5.1 △270 ― △245 ― △251 ―

（注）包括利益 28年3月期第1四半期 124百万円 （―％） 27年3月期第1四半期 △206百万円 （―％）

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

28年3月期第1四半期 △7.25 ―
27年3月期第1四半期 △38.39 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

28年3月期第1四半期 31,392 12,710 40.5
27年3月期 29,927 12,717 42.5
（参考）自己資本 28年3月期第1四半期 12,710百万円 27年3月期 12,717百万円

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

27年3月期 ― 0.00 ― 20.00 20.00
28年3月期 ―
28年3月期（予想） 0.00 ― 20.00 20.00

3. 平成28年 3月期の連結業績予想（平成27年 4月 1日～平成28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 親会社株主に帰属する
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) 15,500 2.2 500 160.7 550 126.8 300 ― 45.78
通期 34,600 1.4 1,300 4.7 1,450 0.8 800 59.1 122.07



(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、P.2「２.サマリー情報(注記事項)に関する事項（３）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、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 ： 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 ： 無
④ 修正再表示 ： 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 28年3月期1Q 7,136,000 株 27年3月期 7,136,000 株
② 期末自己株式数 28年3月期1Q 582,502 株 27年3月期 582,464 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 28年3月期1Q 6,553,498 株 27年3月期1Q 6,553,559 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我が国経済は、政府が推し進める積極的な経済対策と日銀の金融緩和を受け、

企業業績が改善し、緩やかな回復基調が続きました。個人消費は、消費税率引き上げや輸入物価の上昇などで実質

所得が伸び悩み、その回復は緩慢なペースにとどまりました。一方、海外情勢は、米国では好調な経済を背景に利

上げ時期を探る局面となり、中国では経済の減速がより鮮明となり、欧州ではギリシャ金融危機が燻り続ける等、

我が国経済にとって楽観できない状況にありました。

このような内外情勢の下、当社グループは、ますます多様化し高度化するお客さまのニーズにお応えすべく、

様々な業界の夫々のお客さまに最適な厨房をご提案する積極的な営業と、きめ細かなアフターサービスを展開いた

しました。加えて、外食産業、ホテル・レストラン、病院、福祉施設、教育施設、レジャー施設、さらにはセント

ラルキッチン、食品工場、コンビニエンスストア、スーパーマーケット等の各業界において、設備投資に全般的な

回復が見られたことから、当第１四半期連結累計期間の売上高は80億3千1百万円（前年同期比18.0%増）となりまし

た。利益面につきましては、売上高が前年同期比増加したことを受け、経常利益は9千万円（前年同期は2億4千5百

万円の経常損失）、親会社株主に帰属する四半期純損失は、前年同期2億5千1百万円から当第１四半期連結累計期間

は4千7百万円に改善しました。

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１四半期連結会計期間末の財政状態につきましては、総資産は現預金や棚卸資産等の増加、売上債権や有形

固定資産の減少等の結果、前連結会計年度末比14億6千5百万円増の313億9千2百万円となりました。負債について

は、長期借入金や仕入債務・未払費用の増加、賞与引当金の減少等により、前連結会計年度末比14億7千2百万円増

の186億8千1百万円となりました。純資産は前連結会計年度末比6百万円減の127億1千万円となりました。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成27年５月12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

（会計方針の変更）

「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成25年９月13日）、「連結財務諸表に関する会計基準」

（企業会計基準第22号 平成25年９月13日）及び「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号 平成25年

９月13日）等を、当第１四半期連結会計期間から適用し、四半期純利益等の表示の変更及び少数株主持分から非支

配株主持分への表示の変更を行っております。当該表示の変更を反映させるため、前第１四半期連結累計期間及び

前連結会計年度については、四半期連結財務諸表及び連結財務諸表の組替えを行っております。
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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27年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成27年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 7,052,064 10,014,681

受取手形及び売掛金 8,181,946 5,995,572

商品及び製品 1,924,090 2,262,513

仕掛品 111,409 169,955

原材料及び貯蔵品 1,341,494 1,389,877

その他 904,378 1,026,898

貸倒引当金 △6,901 △9,540

流動資産合計 19,508,482 20,849,959

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 4,033,828 4,056,644

減価償却累計額 △1,866,970 △1,905,070

建物及び構築物（純額） 2,166,858 2,151,573

機械装置及び運搬具 4,081,907 3,931,470

減価償却累計額 △2,932,179 △2,818,079

機械装置及び運搬具（純額） 1,149,728 1,113,390

土地 3,514,126 3,514,126

その他 1,657,799 1,664,470

減価償却累計額 △1,342,071 △1,369,575

その他（純額） 315,728 294,895

有形固定資産合計 7,146,440 7,073,985

無形固定資産 97,278 93,077

投資その他の資産

投資有価証券 1,468,204 1,662,232

その他 1,785,872 1,789,708

貸倒引当金 △79,180 △76,530

投資その他の資産合計 3,174,895 3,375,410

固定資産合計 10,418,614 10,542,473

資産合計 29,927,097 31,392,433
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成27年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成27年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 9,680,958 9,894,813

短期借入金 - 51,866

1年内返済予定の長期借入金 657,768 809,279

未払法人税等 251,641 278,168

賞与引当金 413,176 185,907

役員賞与引当金 23,654 9,337

製品保証引当金 78,000 81,200

その他 1,548,505 2,102,504

流動負債合計 12,653,703 13,413,077

固定負債

社債 1,000,000 1,000,000

長期借入金 1,709,776 2,372,410

厚生年金基金解散損失引当金 257,827 257,827

退職給付に係る負債 142,635 137,070

その他 1,445,356 1,501,167

固定負債合計 4,555,595 5,268,476

負債合計 17,209,299 18,681,553

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 8,109,565 7,930,959

自己株式 △441,339 △441,374

株主資本合計 10,287,742 10,109,100

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 489,073 618,065

土地再評価差額金 1,682,220 1,682,220

為替換算調整勘定 258,761 301,491

その他の包括利益累計額合計 2,430,055 2,601,778

純資産合計 12,717,798 12,710,879

負債純資産合計 29,927,097 31,392,433
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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26年４月１日
　至 平成26年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年６月30日)

売上高 6,808,287 8,031,310

売上原価 4,648,602 5,521,006

売上総利益 2,159,684 2,510,304

販売費及び一般管理費 2,430,002 2,458,173

営業利益又は営業損失（△） △270,317 52,131

営業外収益

受取利息 2,017 2,064

受取配当金 9,689 10,676

受取手数料 11,859 10,020

受取賃貸料 8,691 9,753

その他 8,367 21,901

営業外収益合計 40,624 54,416

営業外費用

支払利息 9,276 12,564

為替差損 2,659 557

その他 3,924 2,629

営業外費用合計 15,859 15,752

経常利益又は経常損失（△） △245,552 90,795

特別利益

固定資産売却益 35 5,900

その他 - 0

特別利益合計 35 5,901

特別損失

固定資産除却損 799 13,986

投資有価証券評価損 2,334 1,117

会員権評価損 - 6,050

特別損失合計 3,133 21,154

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（△）

△248,650 75,542

法人税、住民税及び事業税 86,792 222,218

法人税等調整額 △83,866 △99,139

法人税等合計 2,925 123,078

四半期純損失（△） △251,576 △47,535

親会社株主に帰属する四半期純損失（△） △251,576 △47,535
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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26年４月１日
　至 平成26年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年６月30日)

四半期純損失（△） △251,576 △47,535

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 58,005 128,992

為替換算調整勘定 △12,626 42,730

その他の包括利益合計 45,379 171,722

四半期包括利益 △206,197 124,186

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △206,197 124,186

非支配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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