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  （百万円未満切捨て）

１．2021年３月期第２四半期の業績（2020年４月１日～2020年９月30日） 

（１）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 ％ 

2021年３月期第２四半期 12,321 △13.6 91 △87.1 134 △82.5 55 △88.6 

2020年３月期第２四半期 14,260 17.1 712 8.2 772 8.3 481 6.9 

 

  
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 

2021年３月期第２四半期 8.74 － 

2020年３月期第２四半期 76.45 － 

 

（２）財政状態 

  総資産 純資産 自己資本比率 

  百万円 百万円 ％ 

2021年３月期第２四半期 22,895 15,438 67.4 

2020年３月期 25,356 15,508 61.2 
 
（参考）自己資本 2021年３月期第２四半期 15,438 百万円   2020年３月期 15,508 百万円 

 

２．配当の状況 

  
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 

2020年３月期 － 0.00 － 30.00 30.00 

2021年３月期 － 0.00      

2021年３月期（予想）     － 12.00 12.00 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無：有 

 

 

３．2021年３月期の業績予想（2020年４月１日～2021年３月31日） 

  （％表示は、対前期増減率）
 

  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 26,500 △9.5 530 △58.4 630 △55.0 350 △62.0 55.53 

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無：無 

 

 



※  注記事項 

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用：無 

 

 

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

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 

 

 

（３）発行済株式数（普通株式） 

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 2021年３月期２Ｑ 6,306,000 株 2020年３月期 6,306,000 株 

②  期末自己株式数 2021年３月期２Ｑ 3,521 株 2020年３月期 3,521 株 

③  期中平均株式数（四半期累計） 2021年３月期２Ｑ 6,302,479 株 2020年３月期２Ｑ 6,302,479 株 

 

 
 

※  四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です 

 

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

本資料に掲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。なお、業績予想の詳細につきましては、添付資料３ページ「１．

当四半期決算に関する定性的情報（３）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。 
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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２四半期累計期間におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症の拡大を背景に、世界的に企業活

動や個人消費が停滞したことにより、景気は急速に悪化し、極めて厳しい状況で推移いたしました。

 このような状況のもと、当社におきましては、コロナ禍での社会状況もふまえつつ、総合厨房機器メーカー

として、食中毒や異物混入問題といった以前から注目されている「食の安全・安心」の課題克服にも目を向

け、得意とする省人化された効率的な大量調理・洗浄システムはもとより、様々な顧客ニーズに対応した厨房

機器・厨房システムの提案を心がけ、営業部門、生産部門及び管理部門の各部門が一体となって業績の向上に

取り組んでまいりました。

 業績面におきましては、コロナ禍の影響を受け、当第２四半期累計期間の売上高は123億21百万円（前年同期

比13.6％減）となりました。利益につきましては、販売費及び一般管理費の減少等がありましたが、売上高の

減少や利益率の低下の影響があり、営業利益は91百万円（前年同期比87.1％減）、経常利益は１億34百万円

（前年同期比82.5％減）、四半期純利益は55百万円（前年同期比88.6％減）となりました。

 なお、当社は、主要販売先である学校給食関連の納期が夏季及び年度末に集中しているため、売上高が第１、

第３四半期会計期間に比べて第２、第４四半期会計期間に高くなる傾向にあります。

 

 セグメントごとの経営成績は、次のとおりであります。

①業務用厨房機器製造販売事業 

 業務用厨房機器製造販売事業につきましては、売上高は122億65百万円（前年同期比13.7％減）、セグメン

ト利益は63百万円（前年同期比90.8％減）となりました。

②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55百万円（前年同期比0.1％増）、セグメント利益は28百万円

（前年同期比2.7％減）となりました。

 

（２）財政状態に関する説明

①資産、負債及び純資産の状況

 当第２四半期会計期間末の資産合計は、前事業年度末に比べ24億60百万円減少し、228億95百万円となりまし

た。これは主に、商品及び製品が２億44百万円増加したものの、受取手形及び売掛金が26億10百万円減少した

ことなどによるものであります。

 負債合計は、前事業年度末に比べ23億90百万円減少し、74億57百万円となりました。これは主に、支払手形

及び買掛金が７億92百万円、電子記録債務が７億22百万円、借入金が２億50百万円減少したことなどによるも

のであります。

 純資産合計は、前事業年度末に比べ69百万円減少し、154億38百万円となりました。これは主に、四半期純利

益を55百万円計上し、その他有価証券評価差額金が64百万円増加したものの、剰余金の配当が１億89百万円あっ

たことなどによるものであります。

②キャッシュ・フローの状況

 当第２四半期累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末に比べて63百

万円減少し、当第２四半期会計期間末には35億41百万円となりました。

 当第２四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況と要因は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

  営業活動の結果獲得した資金は６億83百万円（前年同四半期は獲得した資金28百万円）となりました。これ

は主に仕入債務が14億80百万円減少、たな卸資産が２億97百万円増加、法人税等の支払額が１億６百万円あった

ものの、税引前四半期純利益を１億34百万円、減価償却費を２億39百万円計上し、売上債権が25億６百万円減少

したことなどによるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果使用した資金は３億７百万円（前年同四半期は使用した資金４億18百万円）となりました。こ

れは主に無形固定資産の取得による支出が２億12百万円、有形固定資産の取得による支出が62百万円あったこと

などによるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

 財務活動の結果使用した資金は４億38百万円（前年同四半期は使用した資金２億36百万円）となりました。こ

れは主に長期借入金の返済による支出が２億50百万円、配当金の支払額が１億88百万円あったことなどによるも

のであります。
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（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明

2021年３月期の通期業績予想につきましては、現時点において、2020年８月７日の決算発表時に公表いたしま

した業績予想に変更はありません。なお、配当予想につきましては、未定としておりましたが、本日(2020年11

月13日)公表の「剰余金の配当予想に関するお知らせ」を参照してください。
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２．四半期財務諸表及び主な注記

（１）四半期貸借対照表

（単位：千円） 

前事業年度 
(2020年３月31日) 

当第２四半期会計期間 
(2020年９月30日) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 3,605,160 3,541,785 

受取手形及び売掛金 7,357,195 4,746,608 

商品及び製品 1,067,346 1,311,569 

仕掛品 1,148,051 1,250,042 

原材料及び貯蔵品 635,906 587,375 

その他 205,563 205,063 

貸倒引当金 △2,942 △1,898

流動資産合計 14,016,281 11,640,547 

固定資産 

有形固定資産 

建物（純額） 4,040,242 3,949,357 

土地 4,054,948 4,054,948 

その他（純額） 932,483 900,493 

有形固定資産合計 9,027,674 8,904,799 

無形固定資産 489,303 467,267 

投資その他の資産 

投資有価証券 899,134 994,155 

前払年金費用 278,021 277,717 

繰延税金資産 322,854 268,645 

その他 331,583 351,014 

貸倒引当金 △8,616 △8,521

投資その他の資産合計 1,822,977 1,883,011 

固定資産合計 11,339,956 11,255,078 

資産合計 25,356,237 22,895,626 

負債の部 

流動負債 

支払手形及び買掛金 2,968,053 2,175,999 

電子記録債務 1,708,912 985,939 

短期借入金 400,000 400,000 

1年内返済予定の長期借入金 500,000 800,000 

未払費用 375,572 376,354 

未払法人税等 136,244 73,913 

賞与引当金 306,019 319,584 

その他 1,078,670 468,848 

流動負債合計 7,473,472 5,600,638 

固定負債 

長期借入金 1,300,000 750,000 

長期未払金 14,080 14,080 

退職給付引当金 975,143 1,004,804 

その他 85,329 87,859 

固定負債合計 2,374,553 1,856,744 

負債合計 9,848,026 7,457,383 
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（単位：千円） 

前事業年度 
(2020年３月31日) 

当第２四半期会計期間 
(2020年９月30日) 

純資産の部 

株主資本 

資本金 1,445,600 1,445,600 

資本剰余金 1,537,125 1,537,125 

利益剰余金 12,749,094 12,615,081 

自己株式 △2,663 △2,663

株主資本合計 15,729,155 15,595,142 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 387,225 451,978 

繰延ヘッジ損益 527 △179

土地再評価差額金 △608,697 △608,697

評価・換算差額等合計 △220,944 △156,899

純資産合計 15,508,211 15,438,243 

負債純資産合計 25,356,237 22,895,626 
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（２）四半期損益計算書

（第２四半期累計期間）

    （単位：千円） 

 
前第２四半期累計期間 
(自 2019年４月１日 
 至 2019年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 2020年４月１日 

 至 2020年９月30日) 

売上高 14,260,550 12,321,279 

売上原価 10,769,412 9,682,877 

売上総利益 3,491,137 2,638,401 

販売費及び一般管理費 2,778,210 2,546,728 

営業利益 712,927 91,672 

営業外収益    

受取配当金 10,360 10,360 

仕入割引 30,466 27,615 

補助金収入 9,378 4,367 

その他 21,097 9,950 

営業外収益合計 71,302 52,293 

営業外費用    

支払利息 10,614 6,116 

売上割引 678 729 

その他 523 2,176 

営業外費用合計 11,816 9,022 

経常利益 772,413 134,943 

特別損失    

固定資産除却損 1,982 158 

特別損失合計 1,982 158 

税引前四半期純利益 770,431 134,785 

法人税、住民税及び事業税 275,513 50,178 

法人税等調整額 13,105 29,545 

法人税等合計 288,619 79,724 

四半期純利益 481,812 55,061 
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書

    （単位：千円） 

 
前第２四半期累計期間 
(自 2019年４月１日 
 至 2019年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 2020年４月１日 

 至 2020年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー    

税引前四半期純利益 770,431 134,785 

減価償却費 259,354 239,445 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △173 △1,139 

賞与引当金の増減額（△は減少） 18,823 13,565 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 34,520 29,661 

前払年金費用の増減額（△は増加） △5,150 304 

受取利息及び受取配当金 △10,371 △10,364 

支払利息 10,614 6,116 

売上債権の増減額（△は増加） 312,143 2,506,797 

たな卸資産の増減額（△は増加） △206,824 △297,682 

仕入債務の増減額（△は減少） △1,082,206 △1,480,020 

その他 103,394 △355,077 

小計 204,555 786,393 

利息及び配当金の受取額 10,371 10,364 

利息の支払額 △7,812 △6,267 

法人税等の支払額 △178,297 △106,921 

営業活動によるキャッシュ・フロー 28,816 683,568 

投資活動によるキャッシュ・フロー    

有形固定資産の取得による支出 △459,194 △62,841 

有形固定資産の売却による収入 8,490 6 

無形固定資産の取得による支出 △44,313 △212,641 

投資有価証券の取得による支出 △7,734 △5,294 

保険積立金の解約による収入 107,016 － 

その他の支出 △25,333 △27,845 

その他の収入 2,151 815 

投資活動によるキャッシュ・フロー △418,917 △307,801 

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） 200,000 － 

長期借入金の返済による支出 △250,000 △250,000 

リース債務の返済による支出 △4,898 △613 

配当金の支払額 △181,673 △188,116 

財務活動によるキャッシュ・フロー △236,571 △438,730 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △57 △411 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △626,730 △63,374 

現金及び現金同等物の期首残高 2,837,556 3,605,160 

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,210,826 3,541,785 
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（４）四半期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。

（四半期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。 
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