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配当支払開始予定日 ―

1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21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 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期第1四半期 1,179 △11.9 △3 ― 1 △98.2 △0 ―

21年3月期第1四半期 1,339 ― 60 ― 62 ― 35 ―

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

22年3月期第1四半期 △0.15 ―

21年3月期第1四半期 7.23 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

22年3月期第1四半期 6,359 5,428 85.4 1,094.36
21年3月期 6,328 5,496 86.9 1,108.25

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  5,428百万円 21年3月期  5,496百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年3月期 ― ― ― 15.00 15.00
22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

― ― 15.00 15.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  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

第2四半期 
連結累計期間

2,740 0.1 164 △0.5 164 △5.1 94 △6.1 18.95

通期 5,480 4.3 365 33.6 365 29.1 209 23.6 42.14
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4.  その他 

(1) 期中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) 簡便な会計処理及び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、４ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。 

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重
要な事項等の変更に記載されるもの） 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

１．平成21年５月14日公表の連結業績予想は、修正しておりません。 
２．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。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第1四半期 4,960,000株 21年3月期  4,960,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  ―株 21年3月期  ―株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 4,960,000株 21年3月期第1四半期 4,958,051株
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当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、世界的な景気の減速、急激な円高の進行等を背景と
した企業業績の悪化や低調な個人消費が続くなど、依然として景気後退が続いております。 
外食産業におきましては、回転寿司の業態が比較的好調に推移していますが、投資需要の拡大には更に

時間を要すると思われます。外食産業全体では、雇用情勢の悪化、消費者マインドの低下や店舗の統廃
合、出店計画の見直しなどの影響により、厳しい経営環境で推移しております。 
このような情勢の中、当社グループは、お客様の店舗運営の効率化・省力化にお応えできるよう、主力

製品を中心に、積極的な提案型販売活動の推進や、きめ細かい新規開拓の取り組みなどを展開いたしまし
た。また、株式会社セハージャパンについては、アルコール系洗浄剤・植物油等の販売とともに、食の安
心・安全に役立つ衛生管理システムの軌道のせなど計画どおり進捗しております。 
この結果、当第１四半期における売上高合計は11億79百万円(前年同期比11.9％減)となりました。製品

内訳は、寿司・おむすびロボット等の製品売上高８億91百万円(前年同期比10.9％減)、炊飯関連機器およ
び食品資材等の売上高２億57百万円(前年同期比16.5％減)、その他売上高30百万円(前年同期比0.4％減)
となりました。 
また、利益につきましては、営業損失３百万円(前年同期比─％)、経常利益１百万円(前年同期比

98.2％減)、四半期純損失０百万円(前年同期比─％)となりました。 

  

（資産） 

当第１四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30百万円増加し63億59百万円
となりました。これは主に、たな卸資産が36百万円、有形固定資産が33百万円減少した一方で、現金及び
預金が58百万円、受取手形及び売掛金が22百万円、投資有価証券が11百万円増加したことなどによるもの
であります。  

（負債） 

当第１四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99百万円増加し９億31百万円と
なりました。これは主に、賞与引当金が51百万円、買掛金が11百万円減少した一方で、未払費用が１億20
百万円増加したことなどによるものであります。  

（純資産） 

当第１四半期連結会計期間末における純資産は、前連結会計期間末に比べ68百万円減少し54億28百万円
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などによるものであ
ります。  
  

業績予想は現時点で入手可能な情報に基づいておりますが、実際の数値は今後様々な要因により、予想
数値と異なる可能性があります。なお、業績予想数値につきましては、平成21年５月14日公表時から変更
しておりません。 
  

【定性的情報・財務諸表等】

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。 
  

①棚卸資産の評価方法 

  
②固定資産の減価償却費の算定方法 

  
③税金費用の計算 

四半期会計期間に係る法人税等については、四半期会計期間を含む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もり、税引前四半期純利益（累計期間）に当該見積実
効税率を乗じて計算する方法によっております。なお、法人税等調整額は法人税等に含めて表示して
おります。 
  

該当事項はありません。 
  
  
  

4. その他
(1) 期中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)

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

 当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の
実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。また、棚卸資産の簿価
切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積もり、簿価切下げ
を行う方法によっております。

 定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定す
る方法によっております。

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
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5.【四半期連結財務諸表】 
(1)【四半期連結貸借対照表】 

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,160,234 2,101,751

受取手形及び売掛金 748,502 726,180

たな卸資産 787,675 823,787

繰延税金資産 68,873 66,400

その他 74,437 65,963

貸倒引当金 △971 △988

流動資産合計 3,838,752 3,783,094

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,031,848 1,045,241

土地 766,170 766,170

その他（純額） 133,345 153,586

有形固定資産合計 1,931,365 1,964,999

無形固定資産   

のれん 27,983 29,849

その他 55,700 53,279

無形固定資産合計 83,684 83,128

投資その他の資産   

投資有価証券 228,722 217,474

繰延税金資産 125,223 129,530

その他 165,039 164,132

貸倒引当金 △13,519 △13,519

投資その他の資産合計 505,465 497,617

固定資産合計 2,520,515 2,545,744

資産合計 6,359,267 6,328,839

負債の部   

流動負債   

買掛金 180,412 191,959

短期借入金 19,040 29,040

未払法人税等 7,849 3,219

賞与引当金 60,026 111,132

その他 324,958 166,045

流動負債合計 592,287 501,396

固定負債   

長期借入金 4,500 5,760

退職給付引当金 238,517 230,685

役員退職慰労引当金 3,033 75,163

その他 92,908 18,936

固定負債合計 338,959 330,545

負債合計 931,246 831,941
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31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 4,430,656 4,505,809

株主資本合計 5,401,706 5,476,859

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 26,314 20,038

評価・換算差額等合計 26,314 20,038

純資産合計 5,428,021 5,496,897

負債純資産合計 6,359,267 6,328,839
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(2)【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20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 1,339,005 1,179,330

売上原価 758,253 654,552

売上総利益 580,752 524,778

販売費及び一般管理費 520,576 528,235

営業利益又は営業損失（△） 60,176 △3,457

営業外収益   

受取利息 1,059 1,596

受取配当金 1,155 1,274

受取保険金 － 1,450

その他 1,171 857

営業外収益合計 3,386 5,178

営業外費用   

支払利息 336 131

手形売却損 － 183

売上割引 － 287

その他 348 0

営業外費用合計 685 602

経常利益 62,877 1,119

特別損失   

有形固定資産除却損 － 40

特別損失合計 － 40

税金等調整前四半期純利益 62,877 1,078

法人税等 27,038 1,831

四半期純利益又は四半期純損失（△） 35,839 △752

鈴茂器工㈱（6405）平成22年３月期　第１四半期決算短信

- 7 -



該当事項なし 

  

  

該当事項なし 

  

(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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