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1.  平成25年3月期第3四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24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 ％

25年3月期第3四半期 5,460 13.6 810 25.0 818 25.6 488 43.1
24年3月期第3四半期 4,806 0.7 648 21.4 652 20.3 341 13.5

（注）包括利益 25年3月期第3四半期 489百万円 （41.2％） 24年3月期第3四半期 346百万円 （16.0％）

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

25年3月期第3四半期 98.46 ―
24年3月期第3四半期 68.81 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第3四半期 7,888 6,547 83.0
24年3月期 7,560 6,132 81.1
（参考） 自己資本   25年3月期第3四半期  6,547百万円 24年3月期  6,132百万円

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

24年3月期 ― 0.00 ― 15.00 15.00
25年3月期 ― 0.00 ―
25年3月期（予想） 15.00 15.00

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25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 6,850 8.5 860 20.9 880 23.1 510 41.2 102.83



(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  
（注）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） 

※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「連結業績予想に関する定性的情報」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） 25年3月期3Q 4,960,000 株 24年3月期 4,960,000 株
② 期末自己株式数 25年3月期3Q 156 株 24年3月期 156 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期3Q 4,959,844 株 24年3月期3Q 4,959,844 株
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当第３四半期連結累計期間における経済環境につきましては、東日本大震災の復興需要により緩やかな
景気回復の動きは見られるものの、欧州の債務危機問題の長期化、消費税増税への懸念など、景気の先行
きについては依然不透明な状況にあります。 
外食産業につきましては、消費者の生活防衛意識は高く、引き続き節約志向や低価格志向が続くなど、

依然として厳しい状況が続いております。 
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出来るよう、高付

加価値製品の開発や、さらなる販売体制の強化に取り組んでまいりました。また、当社製品の品質・性能
を直接お客様にご理解いただくために、国内主要都市にて当社独自の展示会「スズモフェア」を開催する
ことに加え、寿司文化の浸透に働きかけるため、海外の展示会にも積極的に参加してまいりました。 
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、当社の高付加価値製品をお

客様にご理解・ご納得いただくため、お客様の目線に立った上での販売活動を展開いたしました。海外に
つきましては、円高の長期化の影響を受けながらも、アジア、オセアニア、ヨーロッパ地域を中心に積極
的な販売活動を行いました。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３四半期連結累計期間における売上高合計は54億60百万円(前年同期比13.6％増)

となりました。また、利益につきましては、営業利益８億10百万円(前年同期比25.0％増)、経常利益８億
18百万円(前年同期比25.6％増)、四半期純利益４億88百万円(前年同期比43.1％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50億45百万円(前年同期比14.1％増)、営

業利益は７億95百万円(前年同期比21.9％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３四半期連結累計期間の売上高は４億15百万円(前年同期比8.5％増)、営業利

益は21百万円(前年同期比942.2％増)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３億27百万円増加し78億88百
万円となりました。これは主に、受取手形及び売掛金が１億94百万円、たな卸資産が87百万円、現金及び
預金が82百万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87百万円減少し13億40百万円と
なりました。これは主に、賞与引当金が55百万円、買掛金が32百万円減少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４億15百万円増加し65億47百
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４億88百万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１月31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）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。 

  

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24年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成24年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,328,846 2,411,477

受取手形及び売掛金 1,027,631 1,222,164

たな卸資産 1,013,593 1,100,872

繰延税金資産 86,379 86,297

その他 30,185 37,741

貸倒引当金 △201 △182

流動資産合計 4,486,435 4,858,371

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,277,197 1,229,673

土地 983,856 983,856

その他（純額） 132,026 132,097

有形固定資産合計 2,393,080 2,345,627

無形固定資産

のれん 7,462 1,865

その他 33,403 32,886

無形固定資産合計 40,865 34,752

投資その他の資産

投資有価証券 353,099 357,852

繰延税金資産 140,644 139,867

その他 159,852 165,153

貸倒引当金 △13,903 △13,551

投資その他の資産合計 639,692 649,322

固定資産合計 3,073,638 3,029,701

資産合計 7,560,073 7,888,072

負債の部

流動負債

買掛金 357,873 325,742

短期借入金 20,000 －

未払法人税等 179,134 182,912

賞与引当金 121,824 66,645

その他 300,946 292,918

流動負債合計 979,779 868,219

固定負債

退職給付引当金 306,357 327,053

役員退職慰労引当金 9,358 7,818

その他 132,064 137,140

固定負債合計 447,781 472,012

負債合計 1,427,560 1,340,232
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成24年12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 5,139,793 5,553,718

自己株式 △89 △89

株主資本合計 6,110,754 6,524,678

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 21,759 23,161

その他の包括利益累計額合計 21,759 23,161

純資産合計 6,132,513 6,547,840

負債純資産合計 7,560,073 7,888,072
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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23年４月１日
至 平成23年12月31日)

当第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)

売上高 4,806,399 5,460,946

売上原価 2,561,927 3,031,549

売上総利益 2,244,471 2,429,396

販売費及び一般管理費 1,595,583 1,618,575

営業利益 648,887 810,820

営業外収益

受取利息 3,541 2,838

受取配当金 1,630 1,677

助成金収入 675 2,681

その他 1,807 4,247

営業外収益合計 7,654 11,444

営業外費用

支払利息 520 438

手形売却損 333 190

売上割引 2,676 2,637

その他 1,000 4

営業外費用合計 4,531 3,270

経常利益 652,010 818,994

特別利益

有形固定資産売却益 109 －

特別利益合計 109 －

特別損失

有形固定資産除却損 13 696

災害による損失 2,682 －

特別損失合計 2,695 696

税金等調整前四半期純利益 649,424 818,297

法人税等 308,128 329,975

少数株主損益調整前四半期純利益 341,296 488,322

四半期純利益 341,296 488,322
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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23年４月１日
至 平成23年12月31日)

当第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)

少数株主損益調整前四半期純利益 341,296 488,322

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 5,449 1,402

その他の包括利益合計 5,449 1,402

四半期包括利益 346,745 489,724

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 346,745 489,724
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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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