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1.  平成26年3月期第2四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25年9月30日） 

当社は、平成25年４月１日付で普通株式１株につき1.2株の割合で株式分割を行っております。そのため、前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと
仮定して１株当たり当期純利益を算定しております。 

(2) 連結財政状態 

当社は、平成25年４月１日付で普通株式１株につき1.2株の割合で株式分割を行っております。そのため、前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと
仮定して１株当たり純資産を算定しております。  

(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2四半期 3,586 3.2 471 13.2 475 12.4 280 9.9
25年3月期第2四半期 3,476 11.1 416 8.6 423 9.4 255 17.0

（注）包括利益 26年3月期第2四半期 283百万円 （11.7％） 25年3月期第2四半期 253百万円 （15.0％）

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2四半期 46.54 46.08
25年3月期第2四半期 42.86 ―

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

26年3月期第2四半期 8,832 6,947 78.7 1,148.97
25年3月期 8,066 6,662 82.6 1,119.47
（参考） 自己資本   26年3月期第2四半期  6,947百万円 25年3月期  6,662百万円

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  
当社は、平成25年４月１日付で普通株式１株につき1.2株の割合で株式分割を行っております。なお、当該株式分割の効力発生日は平成25年４月１日としており
ますので、平成25年３月期の期末配当金につきましては、株式分割前の株式数を基準に配当を実施いたしました。 

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 ― 15.00 15.00
26年3月期 ― 0.00
26年3月期（予想） ― 15.00 15.00

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 7,300 2.1 1,030 7.5 1,040 7.3 630 5.2 105.85



(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  
（株）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） 

当社は、平成25年４月１日付で普通株式１株につき1.2株の割合で株式分割を行っております。そのため、前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われ
たと仮定して期末発行済株式数、期末自己株式数及び期中平均株式数を算定しております。 

※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２ページ「１．当四半期決算に関する定性的情報 （３）連結業績予想などの将来予想情報に関
する説明」をご覧ください。 

※  注記事項

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） 26年3月期2Q 6,048,000 株 25年3月期 5,952,000 株
② 期末自己株式数 26年3月期2Q 1,361 株 25年3月期 187 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期2Q 6,023,169 株 25年3月期2Q 5,951,813 株
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当第２四半期連結累計期間における経済環境につきましては、経済・財政政策による円高是正や株価

回復を背景として企業収益の改善など景気回復の明るい局面が見られたものの、新興国の経済停滞の影

響が懸念されることもあり、景気の先行きは依然として不透明な状況が続いております。 

外食産業につきましては、消費者マインドの改善の兆しが一部に見られるものの、本格的な個人消費

の回復には至らず、引き続き低価格志向が続くなど、厳しい状況で推移いたしました。 

このような情勢の中、当社グループとしては、お客様のニーズに合った製品をお届けするために高付

加価値製品の開発に取り組むと共に、当社独自の展示会「スズモフェア」を計画通り主要都市にて開催

いたしました。 

販売状況につきましては、主力製品である店舗向け小型ロボットを中心に、お客様に満足していただ

くために細やかな営業活動を展開してまいりました。海外につきましては、アジア、オセアニア、南米

の展示会に参加し、各国における寿司のあり方をより一層知ると共に寿司文化の浸透に働きかけるため

の営業活動をいたしました。また、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・除菌剤や離型油等の販売拡大を積極的に展開いたしました。 

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35億86百万円(前年同期比3.2％

増)となりました。また、利益につきましては、営業利益４億71百万円(前年同期比13.2％増)、経常利

益は４億75百万円(前年同期比12.4％増)、四半期純利益は２億80百万円(前年同期比9.9％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２四半期連結累計期間の売上高は33億４百万円(前年同期比3.0％増)、

営業利益は４億64百万円(前年同期比14.3％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２億82百万円(前年同期比5.2％増)、営業

利益は７百万円(前年同期比48.0％減)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７億66百万円増加し88億32

百万円となりました。これは主に、現金及び預金が４億53百万円、たな卸資産が１億74百万円増加した

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４億81百万円増加し18億85百

万円となりました。これは主に、短期借入金が４億円増加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２億84百万円増加し69億47

百万円となりました。これは主に、ストックオプションの行使により資本金が38百万円、資本剰余金が

38百万円増加したこと、利益剰余金が配当金の支払により74百万円減少したこと、および四半期純利益

により２億80百万円増加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25年５月15日公表時から

変更しておりません。  

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

（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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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(注記事項)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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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)

前連結会計年度
(平成25年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成25年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,831,195 3,284,973

受取手形及び売掛金 1,113,201 1,035,410

たな卸資産 973,647 1,147,854

繰延税金資産 95,606 95,566

その他 31,071 40,311

貸倒引当金 △167 △101

流動資産合計 5,044,555 5,604,013

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,213,949 1,191,735

土地 983,856 983,856

その他（純額） 127,807 360,844

有形固定資産合計 2,325,613 2,536,436

無形固定資産

その他 29,827 27,369

無形固定資産合計 29,827 27,369

投資その他の資産

投資有価証券 366,159 373,351

繰延税金資産 145,848 144,080

その他 168,307 161,241

貸倒引当金 △13,556 △13,559

投資その他の資産合計 666,759 665,112

固定資産合計 3,022,200 3,228,919

資産合計 8,066,755 8,832,933

負債の部

流動負債

買掛金 274,937 347,905

短期借入金 － 400,000

未払法人税等 254,874 200,999

賞与引当金 125,551 210,521

その他 276,714 246,121

流動負債合計 932,078 1,405,547

固定負債

退職給付引当金 328,097 349,732

役員退職慰労引当金 8,518 9,918

その他 135,181 120,329

固定負債合計 471,797 479,980

負債合計 1,403,876 1,885,528

純資産の部

株主資本

資本金 571,200 609,696

資本剰余金 399,850 438,250

利益剰余金 5,664,047 5,869,950

自己株式 △89 △1,557

株主資本合計 6,635,007 6,916,339

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 27,871 31,065

その他の包括利益累計額合計 27,871 31,065

純資産合計 6,662,879 6,947,404

負債純資産合計 8,066,755 8,832,933
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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24年４月１日
 至 平成24年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
 至 平成25年９月30日)

売上高 3,476,635 3,586,576

売上原価 1,948,967 1,956,541

売上総利益 1,527,667 1,630,034

販売費及び一般管理費 1,110,807 1,158,308

営業利益 416,860 471,726

営業外収益

受取利息 2,030 1,513

受取配当金 1,431 1,142

助成金収入 2,231 2,700

その他 3,100 1,554

営業外収益合計 8,793 6,911

営業外費用

支払利息 337 314

手形売却損 88 49

売上割引 1,791 1,896

その他 4 493

営業外費用合計 2,222 2,754

経常利益 423,431 475,883

特別損失

有形固定資産除却損 696 －

特別損失合計 696 －

税金等調整前四半期純利益 422,734 475,883

法人税等 167,638 195,582

少数株主損益調整前四半期純利益 255,096 280,301

四半期純利益 255,096 280,301
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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24年４月１日
 至 平成24年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
 至 平成25年９月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 255,096 280,301

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △1,186 3,193

その他の包括利益合計 △1,186 3,193

四半期包括利益 253,909 283,494

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 253,909 283,494
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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）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）
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