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1.  平成23年3月期第3四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22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 ％

23年3月期第3四半期 4,774 21.6 534 194.6 542 184.2 300 190.9
22年3月期第3四半期 3,926 △2.1 181 △26.3 190 △25.2 103 △29.4

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

23年3月期第3四半期 60.63 ―

22年3月期第3四半期 20.84 ―

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

23年3月期第3四半期 7,361 5,814 79.0 1,172.35
22年3月期 6,740 5,590 82.9 1,127.09

（参考） 自己資本   23年3月期第3四半期  5,814百万円 22年3月期  5,590百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  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

22年3月期 ― ― ― 15.00 15.00
23年3月期 ― ― ―

23年3月期 
（予想）

15.00 15.00

3.  平成23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 12.4 550 105.7 560 101.7 320 94.6 64.52



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（注）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の有無となります。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「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
示方法等の変更の有無となります。 

(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
基づく四半期連結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 （詳細は、【添付資料】P.3「その他」をご覧ください。）

新規 ―社 （社名 ）、 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期3Q 4,960,000株 22年3月期  4,960,000株

② 期末自己株式数 23年3月期3Q  112株 22年3月期  40株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期3Q 4,959,928株 22年3月期3Q 4,960,000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、政府の景気刺激策や新興国の需要拡大の影響によっ
て、企業収益の改善や設備投資などに回復傾向が見られましたが、欧米における財政不安等の影響や円高
の長期化などにより依然として不透明な状況で推移しております。 
外食産業におきましては、お客様の低価格志向や少子高齢化、さらに所得の伸び悩みなどにより全般的

に、まだまだ厳しい環境で推移しております。回転寿司の業界大手や寿司・弁当などの中食業界において
は、お客様の低価格志向に対応するため、店舗の効率化を目指した店舗統合や退店は勿論のこと、価値あ
る商品づくりや経営管理努力などにより業績が比較的順調に推移しております。 
このような情勢の中、スズモグループは、製品の品質性能や使い勝手等をよりご理解頂くために、当社

独自の展示会「スズモフェア」を計画通り開催いたしました。販売状況については、主力製品を中心に、
新規需要先の開拓を積極的に展開いたしました。海外についても、円高の影響を受けながらも、アジア地
域、ヨーロッパ地域を中心に積極的な販売活動を展開いたしました。子会社の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・除菌剤等の在庫調整の影響を受けるなか積極的な販売活動を展開いたし
ました。 
このような結果、当第３四半期連結累計期間における売上高合計は47億74百万円(前年同期比21.6％増)

となりました。また、利益につきましては、営業利益５億34百万円(前年同期比194.6％増)、経常利益５
億42百万円(前年同期比184.2％増)、四半期純利益３億円(前年同期比190.9％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３四半期連結累計期間の売上高は43億44百万円、利益は主力製品が大きく

貢献したことにより５億36百万円の営業利益となりました。 
  

（衛生資材関連事業） 
衛生資材関連事業の当第３四半期連結累計期間の売上高は４億29百万円、利益は昨年の新型インフルエ

ンザ特需に伴うアルコール製剤の在庫調整の影響を受けて３百万円の営業利益となりました。 
  

（資産） 

当第３四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６億20百万円増加し73億61百
万円となりました。これは主に、受取手形及び売掛金が１億42百万円、有形固定資産が４億59百万円増加
したことなどによるものであります。  

（負債） 

当第３四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３億96百万円増加し15億46百万
円となりました。これは主に、短期借入金が１億96百万円、未払法人税等が71百万円、未払費用が29百万
円増加したことなどによるものであります。  

（純資産） 

当第３四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２億24百万円増加し58億14百
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３億円増加したことなどによるものであります。  
  

平成23年３月期の通期連結業績予想につきましては、平成22年５月17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. 当四半期の連結業績等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。 
  

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 

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。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。 
  

①「資産除去債務に関する会計基準」等の適用 
第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20

年３月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平
成20年３月31日）を適用しております。これにより、当第３四半期連結累計期間の営業利益及び経常
利益はそれぞれ577千円減少し、税金等調整前四半期純利益は10,904千円減少しております。 

  

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

 当第３四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、第２四半期連結会計
期間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) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要
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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）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,508,427 2,338,725

受取手形及び売掛金 1,093,014 950,811

たな卸資産 768,449 821,370

繰延税金資産 79,846 79,999

その他 33,394 116,064

貸倒引当金 △1,004 △2,244

流動資産合計 4,482,129 4,304,727

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 958,183 990,989

土地 766,170 766,170

その他（純額） 568,292 75,876

有形固定資産合計 2,292,646 1,833,036

無形固定資産

のれん 16,790 22,387

その他 28,342 38,337

無形固定資産合計 45,133 60,724

投資その他の資産

投資有価証券 243,611 246,763

繰延税金資産 142,193 140,899

その他 169,295 168,284

貸倒引当金 △13,316 △13,628

投資その他の資産合計 541,785 542,318

固定資産合計 2,879,564 2,436,079

資産合計 7,361,694 6,740,806

負債の部

流動負債

買掛金 361,477 372,952

短期借入金 211,980 15,040

未払法人税等 182,759 111,353

賞与引当金 61,651 114,755

その他 305,534 184,294

流動負債合計 1,123,402 798,395

固定負債

長期借入金 － 720

退職給付引当金 272,875 259,451

役員退職慰労引当金 7,233 5,133

その他 143,453 86,765

固定負債合計 423,562 352,070

負債合計 1,546,965 1,150,466
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22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 4,822,135 4,595,822

自己株式 △60 △20

株主資本合計 5,793,125 5,566,852

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 21,603 23,488

評価・換算差額等合計 21,603 23,488

純資産合計 5,814,728 5,590,340

負債純資産合計 7,361,694 6,740,806
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(2) 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21年４月１日
至 平成21年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年12月31日)

売上高 3,926,949 4,774,220

売上原価 2,202,419 2,645,339

売上総利益 1,724,529 2,128,880

販売費及び一般管理費 1,543,097 1,594,391

営業利益 181,431 534,489

営業外収益

受取利息 4,530 3,809

受取配当金 1,893 2,121

受取保険金 1,450 2,000

その他 3,647 2,426

営業外収益合計 11,521 10,358

営業外費用

支払利息 361 1,028

手形売却損 592 351

売上割引 1,236 1,317

その他 3 0

営業外費用合計 2,194 2,697

経常利益 190,759 542,149

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 315 279

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 315 10,606

税金等調整前四半期純利益 190,444 533,049

法人税等 87,083 232,337

少数株主損益調整前四半期純利益 － 300,712

四半期純利益 103,360 300,712
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【第３四半期連結会計期間】

（単位：千円）

前第３四半期連結会計期間
(自 平成21年10月１日
至 平成21年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(自 平成22年10月１日
至 平成22年12月31日)

売上高 1,400,154 1,791,170

売上原価 790,604 992,724

売上総利益 609,550 798,446

販売費及び一般管理費 504,182 563,120

営業利益 105,368 235,325

営業外収益

受取利息 1,352 1,130

受取配当金 283 301

その他 1,171 411

営業外収益合計 2,807 1,843

営業外費用

支払利息 100 324

手形売却損 221 64

売上割引 547 666

その他 3 0

営業外費用合計 873 1,054

経常利益 107,302 236,114

特別損失

有形固定資産除却損 50 37

特別損失合計 50 37

税金等調整前四半期純利益 107,251 236,076

法人税等 49,458 102,825

少数株主損益調整前四半期純利益 － 133,251

四半期純利益 57,793 133,251
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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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