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1. 平成28年3月期第2四半期の連結業績（平成27年4月1日～平成27年9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2四半期 17,521 15.6 486 153.9 519 114.3 23 ―
27年3月期第2四半期 15,160 △8.4 191 △75.1 242 △70.9 △105 ―

（注）包括利益 28年3月期第2四半期 137百万円 （100.1％） 27年3月期第2四半期 68百万円 （△88.4％）

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2四半期 3.63 ―
27年3月期第2四半期 △16.14 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

28年3月期第2四半期 30,948 12,724 41.1
27年3月期 29,927 12,717 42.5
（参考）自己資本 28年3月期第2四半期 12,724百万円 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 ― 0.00
28年3月期（予想） ― 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、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 ： 有  

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

通期 34,600 1.4 1,300 4.7 1,450 0.8 500 △0.6 76.30



(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2Q 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2Q 582,510 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2Q 6,553,494 株 27年3月期2Q 6,553,555 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２四半期連結累計期間における我が国経済は、政府の景気対策と日銀の金融緩和策の継続を背景に、雇用情

勢や企業業績の改善傾向が続くなど、全般的に緩やかな回復基調が続きました。しかしながら、個人消費について

は、消費税率引き上げの影響が続き、輸入物価の上昇等で実質所得が伸び悩んでいることから、回復ペースは尚緩

慢な状況です。一方、世界経済においては、米国が金融市場において再び債務上限問題を巡って緊張が高まってお

り、経済指標面でも雇用、消費が今夏減速していることが明らかになるなど、大きな不安材料を抱えています。ま

た中国経済が減速し、その世界経済に与える影響の不透明感が増していること、さらにシリア難民問題を抱える欧

州経済が陰りを見せていることなど、我が国経済に深刻な影響を与えかねない懸念材料があり、依然として予断を

許さない状況であります。

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。一方、外食産業、ホテル・レストラン、病院、福祉施設、教育施設、企業内施設、さらには食品工場やセ

ントラルキッチン等、幅広い分野において、リーマンショック以後抑制傾向にあった設備投資に全般的に回復基調

が見られたことから、当第２四半期連結累計期間の売上高は175億2千1百万円（前年同期比15.6%増）となりまし

た。利益面につきましては、経常利益は5億1千9百万円（前年同期比114.3％増）、親会社株主に帰属する四半期純

利益は、前年同期の1億5百万円の損失から当第２四半期連結累計期間は2千3百万円の利益に改善しました。

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２四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・棚卸資産・有形固定資産等の増

加、売上債権の減少等の結果、前連結会計年度末比10億2千1百万円増の309億4千8百万円となりました。負債につ

きましては、長期借入金や未払金等の増加、仕入債務・未払費用等の減少により、前連結会計年度末比10億1千4百

万円増の182億2千4百万円となりました。純資産は、前連結会計年度末比6百万円増の127億2千4百万円となりまし

た。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

本日（平成27年11月10日）公表の「平成28年３月期第２四半期累計期間の業績予想数値と実績値との差異および

通期業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。

　

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、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２四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２四半期連結会計期間
(平成27年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 7,052,064 8,356,070

受取手形及び売掛金 8,181,946 6,811,669

商品及び製品 1,924,090 2,156,370

仕掛品 111,409 116,355

原材料及び貯蔵品 1,341,494 1,660,252

その他 904,378 828,025

貸倒引当金 △6,901 △9,982

流動資産合計 19,508,482 19,918,760

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 4,033,828 4,141,811

減価償却累計額 △1,866,970 △1,898,780

建物及び構築物（純額） 2,166,858 2,243,031

機械装置及び運搬具 4,081,907 3,855,746

減価償却累計額 △2,932,179 △2,738,304

機械装置及び運搬具（純額） 1,149,728 1,117,441

土地 3,514,126 3,754,947

その他 1,657,799 1,600,169

減価償却累計額 △1,342,071 △1,315,225

その他（純額） 315,728 284,943

有形固定資産合計 7,146,440 7,400,363

無形固定資産 97,278 88,770

投資その他の資産

投資有価証券 1,468,204 1,610,387

その他 1,785,872 2,018,391

貸倒引当金 △79,180 △88,006

投資その他の資産合計 3,174,895 3,540,772

固定資産合計 10,418,614 11,029,906

資産合計 29,927,097 30,948,666
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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２四半期連結会計期間
(平成27年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 9,680,958 9,548,581

短期借入金 - 49,842

1年内返済予定の長期借入金 657,768 792,045

未払法人税等 251,641 331,275

賞与引当金 413,176 420,078

役員賞与引当金 23,654 17,790

製品保証引当金 78,000 83,100

その他 1,548,505 1,425,451

流動負債合計 12,653,703 12,668,165

固定負債

社債 1,000,000 1,000,000

長期借入金 1,709,776 2,620,006

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 142,635 148,857

その他 1,445,356 1,529,285

固定負債合計 4,555,595 5,555,977

負債合計 17,209,299 18,224,142

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 8,002,311

自己株式 △441,339 △441,374

株主資本合計 10,287,742 10,180,452

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 489,073 632,814

土地再評価差額金 1,682,220 1,682,220

為替換算調整勘定 258,761 229,036

その他の包括利益累計額合計 2,430,055 2,544,071

純資産合計 12,717,798 12,724,524

負債純資産合計 29,927,097 30,948,666
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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２四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年９月30日)

売上高 15,160,283 17,521,830

売上原価 10,378,205 12,133,693

売上総利益 4,782,077 5,388,137

販売費及び一般管理費 4,590,315 4,901,168

営業利益 191,761 486,969

営業外収益

受取利息 1,876 5,494

受取配当金 10,613 11,643

受取手数料 22,325 17,667

受取賃貸料 18,242 19,410

その他 26,640 28,746

営業外収益合計 79,699 82,962

営業外費用

支払利息 21,973 26,404

為替差損 - 15,433

その他 6,960 8,432

営業外費用合計 28,933 50,269

経常利益 242,527 519,662

特別利益

固定資産売却益 130 9,040

投資有価証券売却益 485 0

その他 - 299

特別利益合計 615 9,341

特別損失

固定資産除却損 2,108 60,091

投資有価証券評価損 2,334 77,200

会員権評価損 - 6,050

厚生年金基金解散損失引当金繰入額 257,827 -

その他 41 96

特別損失合計 262,311 143,438

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（△）

△19,168 385,564

法人税、住民税及び事業税 58,678 332,930

法人税等調整額 27,905 28,817

法人税等合計 86,584 361,748

四半期純利益又は四半期純損失（△） △105,753 23,816

親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会
社株主に帰属する四半期純損失（△）

△105,753 23,816
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四半期連結包括利益計算書

第２四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年９月30日)

四半期純利益又は四半期純損失（△） △105,753 23,816

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 97,117 143,740

為替換算調整勘定 77,508 △29,725

その他の包括利益合計 174,625 114,015

四半期包括利益 68,872 137,831

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 68,872 137,831

非支配株主に係る四半期包括利益 - -
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

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（△）

△19,168 385,564

減価償却費 272,871 306,369

受取利息及び受取配当金 △12,490 △17,138

支払利息 21,973 26,404

固定資産除売却損益（△は益） 2,019 50,847

投資有価証券評価損益（△は益） 2,334 77,200

売上債権の増減額（△は増加） 3,424,033 1,348,620

たな卸資産の増減額（△は増加） 115,537 △556,510

仕入債務の増減額（△は減少） △2,012,474 △104,208

厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△
は減少）

257,827 -

その他 57,084 △246,484

小計 2,109,548 1,270,666

利息及び配当金の受取額 11,728 14,435

利息の支払額 △22,849 △26,933

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △445,311 △217,823

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,653,116 1,040,344

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △126,414 △106,000

定期預金の払戻による収入 6,000 160,020

有形固定資産の取得による支出 △718,068 △495,704

無形固定資産の取得による支出 △79,400 -

投資有価証券の取得による支出 △12,719 △7,353

貸付金の回収による収入 395 403

その他 △20,934 △203,233

投資活動によるキャッシュ・フロー △951,142 △651,868

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） - 49,842

長期借入れによる収入 850,000 1,456,000

長期借入金の返済による支出 △362,477 △411,492

自己株式の取得による支出 △18 △34

配当金の支払額 △131,071 △131,070

財務活動によるキャッシュ・フロー 356,432 963,245

現金及び現金同等物に係る換算差額 22,779 11,204

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,081,187 1,362,926

現金及び現金同等物の期首残高 6,270,459 6,863,040

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物
の増減額（△は減少）

190,872 -

現金及び現金同等物の四半期末残高 7,542,519 8,225,966
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（４）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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