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1.  平成24年3月期第2四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23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 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

24年3月期第2四半期 3,130 4.9 383 28.3 387 26.5 217 30.2
23年3月期第2四半期 2,983 18.1 299 293.3 306 266.7 167 267.5

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 220百万円 （35.1％） 23年3月期第2四半期 163百万円 （―％）

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

24年3月期第2四半期 43.95 ―

23年3月期第2四半期 33.76 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第2四半期 7,297 5,986 82.0
23年3月期 7,201 5,840 81.1

（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  5,986百万円 23年3月期  5,840百万円

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

23年3月期 ― 0.00 ― 15.00 15.00
24年3月期 ― 0.00

24年3月期（予想） ― 15.00 15.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24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 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 6,000 △1.5 560 △6.8 560 △8.3 310 △6.5 62.50



(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  ：  有  
（注）詳細は、添付資料３ページ「四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」をご覧ください。 

(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、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、四半期決
算短信（添付資料）２ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他

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） 24年3月期2Q 4,960,000 株 23年3月期 4,960,000 株

② 期末自己株式数 24年3月期2Q 156 株 23年3月期 156 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 4,959,844 株 23年3月期2Q 4,959,948 株
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、東日本大震災の影響から徐々に持ち直し、復旧と
ともに企業活動や個人消費は回復傾向にありましたが、欧州の財政問題および米国の景気減速と円高進行
の影響もあり、依然として厳しい局面での推移となりました。また、個人消費についても、雇用情勢や所
得水準が低迷しており、まだ本格的な回復にいたっていない状況にあります。 
外食産業におきましては、震災の影響で、外食への自粛ムードが強まり、外食頻度の低下や節約志向の

高まりから、全般的に厳しい環境で推移いたしました。回転寿司業界の大手や寿司・弁当などの中食業界
においては、消費者の低価格志向が依然強い中、企業の経営努力により比較的順調に業績が推移していま
す。 
このような情勢のなか、当社グル―プは、製品の品質性能や使い勝手をご理解頂く機会としてFOOMA 

JAPAN（フーマジャパン）や西日本食品産業創造展に出展いたしました。また、名古屋をはじめ中部以西
において、当社独自展示会であるスズモフェアの開催に注力いたしました。 
販売状況につきましては、主力製品であるシャリ玉成形機、飯盛り付け機シャリ弁などを中心に、既存

取引先および新規需要先の開拓に取り組み積極的に展開いたしました。海外については、円高の影響を受
けながらも、北米、アジア、オセアニア、ヨーロッパ地域への販売を積極的に展開いたしました。子会社
のセハージャパンについては、前期同様引き続きアルコール系洗浄剤・除菌剤等の在庫調整の影響を受け
ております。 
このような結果、当第２四半期連結累計期間における売上高合計は31億30百万円(前年同期比4.9％増)

となりました。また、利益につきましては、営業利益３億83百万円(前年同期比28.3％増)、経常利益３億
87百万円(前年同期比26.5％増)、四半期純利益２億17百万円(前年同期比30.2％増)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。 
(米飯加工機械関連事業) 
米飯加工機械関連事業の当第２四半期連結累計期間の売上高は28億89百万円(前年同期比7.8％増)、営

業利益３億90百万円(前年同期比35.1％増)となりました。 
  
(衛生資材関連事業) 
衛生資材関連事業の当第２四半期連結累計期間の売上高は、販売先の在庫調整の影響を受け２億41百万

円(前年同期比20.7％減)、営業損失３百万円(前年同期は営業利益13百万円)となりました。 

  

（資産） 

当第２四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ95百万円増加し72億97百万円
となりました。これは主に、現金及び預金が１億８百万円減少した一方で、投資有価証券が１億16百万
円、受取手形及び売掛金が50百万円増加したことなどによるものであります。  

（負債） 

当第２四半期連結会計期間末における負債は、前連結会計年度末に比べ51百万円減少し13億10百万円と
なりました。これは主に、未払法人税等が76百万円減少したことなどによるものであります。  

（純資産） 

当第２四半期連結会計期間末における純資産は、前連結会計年度末に比べ１億46百万円増加し59億86百
万円となりました。これは主に、利益剰余金が配当金の支払74百万円により減少したこと、四半期純利益
により２億17百万円増加したことなどによるものであります。  
  

平成24年３月期の通期連結業績予想につきましては、平成23年５月16日に公表いたしました業績予想か
ら修正を行っております。詳細につきましては、本日別途開示いたします「業績予想の修正に関するお知
らせ」をご参照ください。 
  

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）連結経営成績に関する定性的情報

（２）連結財政状態に関する定性的情報

（３）連結業績予想に関する定性的情報
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 該当事項はありません。 
  

税金費用については、当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を
合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しておりま
す。ただし、見積実効税率を使用できない場合には、法定実効税率を使用しております。 
  

２．サマリー情報(その他)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

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用
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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23年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成23年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,308,591 2,199,725

受取手形及び売掛金 871,876 922,543

たな卸資産 833,889 850,483

繰延税金資産 108,634 108,799

その他 34,264 80,039

貸倒引当金 △1,210 △1,258

流動資産合計 4,156,046 4,160,332

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,341,211 1,313,914

土地 983,856 983,856

その他（純額） 128,642 123,502

有形固定資産合計 2,453,710 2,421,272

無形固定資産

のれん 14,924 11,193

その他 25,466 33,933

無形固定資産合計 40,391 45,126

投資その他の資産

投資有価証券 233,447 349,923

繰延税金資産 158,679 156,689

その他 172,641 177,621

貸倒引当金 △13,244 △13,845

投資その他の資産合計 551,522 670,389

固定資産合計 3,045,624 3,136,789

資産合計 7,201,670 7,297,121

負債の部

流動負債

買掛金 243,975 248,337

短期借入金 23,720 23,000

未払法人税等 253,547 177,094

賞与引当金 116,867 145,159

その他 296,837 281,214

流動負債合計 934,947 874,805

固定負債

退職給付引当金 278,749 291,231

役員退職慰労引当金 7,933 7,958

その他 139,787 136,390

固定負債合計 426,470 435,580

負債合計 1,361,418 1,310,386
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成23年９月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 571,200 571,200

資本剰余金 399,850 399,850

利益剰余金 4,853,094 4,996,677

自己株式 △89 △89

株主資本合計 5,824,055 5,967,638

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 16,196 19,096

その他の包括利益累計額合計 16,196 19,096

純資産合計 5,840,252 5,986,734

負債純資産合計 7,201,670 7,297,121
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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22年４月１日
至 平成22年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年９月30日)

売上高 2,983,049 3,130,385

売上原価 1,652,615 1,672,673

売上総利益 1,330,434 1,457,711

販売費及び一般管理費 1,031,270 1,073,885

営業利益 299,163 383,825

営業外収益

受取利息 2,679 2,258

受取配当金 1,820 1,401

受取保険金 2,000 －

その他 2,014 1,701

営業外収益合計 8,514 5,361

営業外費用

支払利息 704 279

手形売却損 287 170

売上割引 651 1,704

その他 0 0

営業外費用合計 1,643 2,154

経常利益 306,035 387,032

特別利益

貸倒引当金戻入額 1,507 －

特別利益合計 1,507 －

特別損失

有形固定資産除却損 241 13

災害による損失 － 2,682

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 10,327 －

特別損失合計 10,569 2,695

税金等調整前四半期純利益 296,972 384,337

法人税等 129,511 166,356

少数株主損益調整前四半期純利益 167,461 217,980

四半期純利益 167,461 217,980
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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22年４月１日
至 平成22年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年９月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 167,461 217,980

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △3,981 2,899

その他の包括利益合計 △3,981 2,899

四半期包括利益 163,479 220,879

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 163,479 220,879
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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）継続企業の前提に関する注記

（４）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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