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1. 平成26年3月期第3四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25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 ％

26年3月期第3四半期 12,050 △0.6 328 △19.1 338 △19.0 149 4.8
25年3月期第3四半期 12,127 12.5 406 90.2 418 86.3 142 338.4

（注）包括利益 26年3月期第3四半期 252百万円 （20.5％） 25年3月期第3四半期 209百万円 （―％）

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

26年3月期第3四半期 8.01 ―
25年3月期第3四半期 7.65 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第3四半期 15,716 7,808 49.7
25年3月期 15,838 7,649 48.3
（参考）自己資本 26年3月期第3四半期 7,808百万円 25年3月期 7,649百万円

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

25年3月期 ― 0.00 ― 5.00 5.00
26年3月期 ― 0.00 ―
26年3月期（予想） 5.00 5.00

3. 平成26年 3月期の連結業績予想（平成25年 4月 1日～平成26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 17,120 2.2 610 △5.6 630 △4.3 305 16.9 16.40



(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、四半期連結財務諸表に
対する四半期レビュー手続が実施中です。 

※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、その
達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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、添付資料３ページ「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

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 無
②①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） 26年3月期3Q 23,818,257 株 25年3月期 23,818,257 株
② 期末自己株式数 26年3月期3Q 5,226,004 株 25年3月期 5,221,881 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期3Q 18,593,434 株 25年3月期3Q 18,595,275 株
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府・日銀一体となった経済対策や金融緩和策に

より、個人消費や企業業績の一部に持ち直しの動きが見られ、景気は緩やかな回復傾向にあります。し

かしながら雇用や所得環境の改善にはいたっておらず、更に平成26年4月の消費増税を控えて、消費者

の節約志向は続いております。 

当社グループの主要取引先であります外食・中食産業におきましても、円安による影響から食材価格

の上昇やエネルギーコストの高騰等、引き続き厳しい環境が続いております。 

このような状況の中で、当社グループの当第３四半期連結累計期間の業績につきましては、売上高は

１２０億５０百万円（前年同四半期比0.6％減）、営業利益は３億２８百万円（前年同四半期比19.1％

減）、経常利益は３億３８百万円（前年同四半期比19.0％減）、四半期純利益は１億４９百万円（前年

同四半期比4.8％増）となりました。 

  

セグメントの業績を示すと次のとおりであります。 

  

（業務用厨房関連事業） 

業務用厨房関連事業につきましては、売上高は１１８億０百万円（前年同四半期比0.6％減）とな

り、前年同四半期に比べ６８百万円の減収となりました。営業利益は営業費用の上昇の影響から５億

９９百万円（前年同四半期比16.0％減）と前年同四半期に比べ１億１４百万円の減益となりました。

  

（不動産賃貸事業） 

不動産賃貸事業につきましては、売上高は２億５０百万円（前年同四半期比3.1％減）、営業利益

は１億４６百万円（前年同四半期比2.1％増）となりました。 

  

●資産、負債及び純資産の状況 

  

 （資産） 

流動資産は、前連結会計年度末に比べ2.1%減少し、８０億２７百万円となりました。この主な要因は

現金及び預金２億２０百万円、商品４億９２百万円等の増加がありましたが、受取手形及び売掛金９億

０百万円等の減少があったためです。 

固定資産は、前連結会計年度末に比べ0.6％増加し、７６億８８百万円となりました。この主な要因

は繰延税金資産４２百万円の減少がありましたが、投資有価証券が１億６７百万円増加したためです。

これらの結果、総資産は前連結会計年度末に比べ0.8％減少し１５７億１６百万円となりました。 

  

 （負債） 

流動負債は、前連結会計年度末に比べ3.5％減少し、６７億１百万円となりました。この主な要因は

未払法人税等１億９７百万円等が減少したためです。 

固定負債は、前連結会計年度末に比べ3.1％減少し、１２億６百万円となりました。この主な要因は

退職給付引当金５３百万円、役員退職慰労引当金２２百万円の増加がありましたが、長期借入金１億１

２百万円の減少があったためです。  

  

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

（２）財政状態に関する説明
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 （純資産） 

純資産は、前連結会計年度末に比べ2.1％増加し、７８億８百万円となりました。この主な要因はそ

の他有価証券評価差額金１億３百万円、利益剰余金５６百万円の増加があったためです。 

この結果、自己資本比率は前連結会計年度末の48.3％から49.7％となりました。 

  

平成26年３月期の業績予想につきましては、平成25年５月13日に公表しました業績予想に変更はあり

ません。 

  

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明
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２．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,767,403 2,988,257

受取手形及び売掛金 4,074,965 3,174,207

商品 1,186,378 1,678,622

製品 3,673 3,658

仕掛品 9,700 18,901

原材料及び貯蔵品 52,139 60,715

繰延税金資産 59,979 53,035

その他 73,371 74,403

貸倒引当金 △31,500 △24,500

流動資産合計 8,196,111 8,027,303

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,887,555 2,814,727

機械装置及び運搬具（純額） 66,749 62,431

土地 2,592,642 2,574,026

建設仮勘定 2,000 －

その他（純額） 42,024 74,580

有形固定資産合計 5,590,971 5,525,765

無形固定資産   

ソフトウエア 20,392 12,848

その他 54,122 53,427

無形固定資産合計 74,515 66,275

投資その他の資産   

投資有価証券 1,110,185 1,277,597

長期貸付金 1,079 1,034

長期預金 300,000 300,000

繰延税金資産 293,267 251,033

その他 415,947 406,735

貸倒引当金 △143,184 △139,688

投資その他の資産合計 1,977,295 2,096,712

固定資産合計 7,642,782 7,688,753

資産合計 15,838,893 15,716,056
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,101,626 4,152,064

短期借入金 2,119,000 2,119,000

1年内返済予定の長期借入金 150,000 150,000

未払法人税等 211,142 13,895

賞与引当金 96,135 4,252

その他 266,453 261,857

流動負債合計 6,944,357 6,701,069

固定負債   

退職給付引当金 795,658 849,106

役員退職慰労引当金 287,554 310,154

繰延税金負債 11 56

長期借入金 137,500 25,000

その他 24,459 21,870

固定負債合計 1,245,183 1,206,187

負債合計 8,189,540 7,907,257

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,235,546 3,235,546

資本剰余金 2,965,130 2,965,130

利益剰余金 2,204,708 2,260,763

自己株式 △941,617 △941,972

株主資本合計 7,463,768 7,519,467

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 185,584 289,331

その他の包括利益累計額合計 185,584 289,331

純資産合計 7,649,352 7,808,799

負債純資産合計 15,838,893 15,716,056

北沢産業株式会社(9930)　平成26年3月期　第３四半期決算短信

5



（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24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第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) 

売上高 12,127,182 12,050,502

売上原価 9,130,934 9,099,926

売上総利益 2,996,248 2,950,575

販売費及び一般管理費 2,589,988 2,621,833

営業利益 406,259 328,741

営業外収益   

受取利息 1,554 883

受取配当金 9,381 10,160

受取家賃 7,569 6,708

為替差益 4,198 －

その他 12,488 16,068

営業外収益合計 35,192 33,821

営業外費用   

支払利息 17,511 14,785

為替差損 － 3,421

支払手数料 5,645 5,645

営業外費用合計 23,157 23,852

経常利益 418,294 338,710

特別利益   

固定資産売却益 10,167 －

特別利益合計 10,167 －

特別損失   

固定資産除却損 347 8,530

固定資産売却損 505 320

投資有価証券評価損 22,512 －

減損損失 52,316 18,615

会員権評価損 1,540 －

特別損失合計 77,222 27,465

税金等調整前四半期純利益 351,240 311,244

法人税、住民税及び事業税 180,254 170,448

法人税等調整額 28,717 △8,228

法人税等合計 208,972 162,219

少数株主損益調整前四半期純利益 142,267 149,025

少数株主利益 － －

四半期純利益 142,267 149,025
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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24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第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) 

少数株主損益調整前四半期純利益 142,267 149,025

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 67,543 103,747

その他の包括利益合計 67,543 103,747

四半期包括利益 209,810 252,772

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 209,810 252,772

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

Ⅰ 前第３四半期連結累計期間(自 平成24年４月１日 至 平成24年12月31日) 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報 

(注) １ セグメント利益の調整額 △451,281千円には、全社費用 △454,084千円が含まれております。 

     全社費用は主に報告セグメントに帰属しない管理部門等に係る費用であります。 

２ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

「不動産賃貸事業」セグメントにおいて、「固定資産の減損に係る会計基準」に基 

づき、当社の賃貸資産である北海道札幌市の土地・建物について、将来の回収可能性 

を検討した結果、当第３四半期連結累計期間において、52,316千円の減損損失を計上 

しております。 

（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）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

（セグメント情報等）

        (単位：千円)

  報告セグメント
調整額 
(注)１

四半期連結損益
計算書計上額 
（注）２

  業務用厨房 
関連事業

不動産 
賃貸事業

計

売上高          

 外部顧客への売上高 11,869,215 257,967 12,127,182 ― 12,127,182

 セグメント間の内部 
 売上高又は振替高

─ 9,152 9,152 △9,152 ―

計 11,869,215 267,119 12,136,335 △9,152 12,127,182

セグメント利益 714,451 143,090 857,541 △451,281 406,259
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Ⅱ 当第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) 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報 

(注) １ セグメント利益の調整額△417,328千円には、全社費用△421,342千円が含まれております。 

    全社費用は主に報告セグメントに帰属しない管理部門等に係る費用であります。 

２ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

「業務用厨房関連事業」セグメントにおいて、「固定資産の減損に係る会計基準」 

に基づき、当社の遊休資産である栃木県那須郡の土地について、将来の回収可能性を 

検討した結果、当第３四半期連結累計期間において、18,615千円の減損損失を計上し 

ております。 

  

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。 

  

        (単位：千円)

  報告セグメント
調整額 
(注)１

四半期連結損益
計算書計上額 
（注）２

  業務用厨房 
関連事業

不動産 
賃貸事業

計

売上高          

 外部顧客への売上高 11,800,438 250,063 12,050,502 ― 12,050,502

 セグメント間の内部 
 売上高又は振替高

― 9,152 9,152 △9,152 ―

計 11,800,438 259,215 12,059,654 △9,152 12,050,502

セグメント利益 599,935 146,134 746,070 △417,328 328,741
 

（厚生年金基金の解散方針決議について）
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