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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、設備投資の増加、雇用情勢の着実な改善など、政府の各種政策に

より景気は緩やかな回復基調が続いているものの、アメリカの金融政策正常化に向けた動きの影響、欧州債務問題

および中国や新興国経済の先行きに対する懸念など、わが国の景気を下押しするリスクにより依然として先行き不

透明な状況で推移しました。

当社を取り巻く環境につきましては、主要取引業種の外食産業にあっては、持ち直しがみられるものの消費者の

節約志向・低価格志向はいまだ根強く、また、食品業界や一般小売業にあっても円安の影響による原材料の価格高

騰など、引き続き厳しい経営環境にありました。 

 このような状況の中、当社においては、２０１４年度グッドデザイン賞を受賞した業界初のスライド扉冷蔵庫の

シリーズ拡充をはじめ、省エネ製品のラインナップ強化や積極的な展示会への出展による市場へのアピールにより

シェア拡大に取り組んでまいりました。また、新規出店を行い、より地域密着のサービス体制を築くことで、業績

の維持向上に努めてまいりました。 

 その結果、当第２四半期累計期間の業績につきましては、売上高17,110百万円（前年同期比11.1％増）、営業利

益3,098百万円（前年同期比9.5％増）、経常利益3,139百万円（前年同期比9.3％増）、四半期純利益1,917百万円

（前年同期比11.4％増）となりました。

（２）財政状態に関する説明

 第１四半期会計期間より退職給付会計の会計方針の変更を行っており、当第２四半期累計期間の期首時点で、退

職給付引当金を317百万円増加、繰延税金資産を113百万円増加、利益剰余金を204百万円減少させております。

（資産） 

 当第２四半期会計期間末の総資産は、前事業年度末と比べて3,018百万円増加の63,436百万円となりました。こ

の主な要因は、現金及び預金の増加2,180百万円、たな卸資産の増加421百万円、受取手形及び売掛金の増加419百

万円であります。 

（負債） 

 負債は、前事業年度末と比べて1,502百万円増加の11,392百万円となりました。この主な要因は、支払手形及び

買掛金の増加1,010百万円、流動負債その他の増加292百万円、退職給付引当金の増加179百万円であります。 

（純資産） 

 純資産は、前事業年度末と比べて1,515百万円増加の52,043百万円となりました。この主な要因は、利益剰余金

が1,456百万円増加したためであります。これらの結果、自己資本比率は82.0％となりました。 

（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。）の残高は前事業年度末と比べて

2,680百万円増加の36,831百万円となりました。これは、営業活動で得た資金を投資活動や財務活動に充てた結

果、資金が増加したためであります。 

 

当第２四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下の通りであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第２四半期累計期間における営業活動による資金の増加は、3,039百万円（前年同期に増加した資金は3,779百

万円）となりました。 

 これは主に、税引前四半期純利益3,127百万円、未払費用の増加1,076百万円、仕入債務の増加1,010百万円など

が、法人税等の支払額1,284百万円、たな卸資産の増加額421百万円などを上回ったためであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第２四半期累計期間における投資活動による資金の減少は、101百万円（前年同期に減少した資金は862百万

円）となりました。 

 これは主に、固定資産の取得による支出598百万円などが、定期預金の払戻による収入500百万円などを上回った

ためであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第２四半期累計期間における財務活動による資金の減少は、256百万円（前年同期に減少した資金は265百万

円）となりました。 

 これは主に、配当金の支払額256百万円であります。 
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（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明

 平成27年２月13日に発表いたしました、平成27年12月期の業績予想に変更はございません。

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項

（１）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。

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

会計方針の変更

（退職給付に関する会計基準等の適用）

 「退職給付に関する会計基準」(企業会計基準第26号 平成24年５月17日。以下「退職給付会計基準」とい

う。)及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第25号 平成24年５月17日公表分。

以下「退職給付適用指針」という。)を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げ

られた定めについて第１四半期会計期間より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、割引率の

決定方法を従業員の平均残存勤務期間に近似した年数に基づく割引率から、退職給付の支払見込期間及び支払見

込期間ごとの金額を反映した単一の加重平均割引率を使用する方法へ変更いたしました。

 退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従って、当第２四

半期累計期間の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を利益剰余金に加減し

ております。

 この結果、当第２四半期累計期間の期首の退職給付引当金が317,649千円増加、繰延税金資産が113,083千円増

加、利益剰余金が204,566千円減少しております。また、当第２四半期累計期間の損益に与える影響は軽微であ

ります。
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３．四半期財務諸表

（１）四半期貸借対照表

    （単位：千円） 

 
前事業年度 

(平成26年12月31日) 
当第２四半期会計期間 
(平成27年６月30日) 

資産の部    

流動資産    

現金及び預金 35,950,480 38,131,237 

受取手形及び売掛金 3,539,350 3,958,495 

商品及び製品 1,468,785 1,776,491 

仕掛品 340,273 338,334 

原材料及び貯蔵品 354,802 482,149 

点検修理用部品 212,275 200,446 

その他 713,716 912,813 

貸倒引当金 △3,777 △4,078 

流動資産合計 42,575,908 45,795,889 

固定資産    

有形固定資産 10,359,599 10,048,821 

無形固定資産 109,551 101,882 

投資その他の資産    

投資有価証券 676,612 765,447 

その他 6,728,438 6,753,520 

貸倒引当金 △32,185 △29,474 

投資その他の資産合計 7,372,864 7,489,493 

固定資産合計 17,842,015 17,640,197 

資産合計 60,417,923 63,436,087 

負債の部    

流動負債    

支払手形及び買掛金 2,939,105 3,949,401 

未払法人税等 1,336,906 1,282,557 

引当金 412,176 469,469 

その他 3,300,200 3,592,408 

流動負債合計 7,988,388 9,293,836 

固定負債    

退職給付引当金 768,164 947,551 

役員退職慰労引当金 1,126,894 1,145,539 

その他 6,958 5,750 

固定負債合計 1,902,017 2,098,840 

負債合計 9,890,406 11,392,677 

純資産の部    

株主資本    

資本金 9,907,039 9,907,039 

資本剰余金 9,867,880 9,867,880 

利益剰余金 30,945,703 32,401,959 

自己株式 △206,602 △207,043 

株主資本合計 50,514,020 51,969,836 

評価・換算差額等    

その他有価証券評価差額金 13,496 73,573 

評価・換算差額等合計 13,496 73,573 

純資産合計 50,527,516 52,043,410 

負債純資産合計 60,417,923 63,436,087 
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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 平成26年１月１日 

 至 平成26年６月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成27年１月１日 
 至 平成27年６月30日) 

売上高 15,405,791 17,110,393 

売上原価 5,934,571 6,674,221 

売上総利益 9,471,220 10,436,172 

販売費及び一般管理費 6,642,425 7,337,692 

営業利益 2,828,794 3,098,479 

営業外収益    

受取利息 7,656 10,945 

受取配当金 8,416 7,977 

スクラップ売却益 35,733 34,355 

受取補償金 14,219 23,662 

その他 28,186 34,496 

営業外収益合計 94,212 111,437 

営業外費用    

スクラップ処分費 32,895 34,448 

支払補償費 8,904 25,206 

その他 8,817 10,373 

営業外費用合計 50,618 70,028 

経常利益 2,872,388 3,139,888 

特別利益    

固定資産売却益 7,570 964 

特別利益合計 7,570 964 

特別損失    

固定資産除却損 3,860 13,263 

特別損失合計 3,860 13,263 

税引前四半期純利益 2,876,099 3,127,589 

法人税、住民税及び事業税 1,259,409 1,232,075 

法人税等調整額 △105,007 △22,074 

法人税等合計 1,154,402 1,210,001 

四半期純利益 1,721,696 1,917,588 
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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 平成26年１月１日 

 至 平成26年６月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成27年１月１日 
 至 平成27年６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 2,876,099 3,127,589 

減価償却費 324,038 434,556 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △7,307 △2,409 

賞与引当金の増減額（△は減少） 57,923 71,004 

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △15,100 △19,200 

製品保証引当金の増減額（△は減少） 7,130 5,488 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △130,301 △138,263 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 17,322 18,645 

受取利息及び受取配当金 △16,072 △18,922 

固定資産売却損益（△は益） △7,570 △964 

固定資産除却損 3,860 13,263 

売上債権の増減額（△は増加） 24,932 △418,664 

たな卸資産の増減額（△は増加） △505,707 △421,283 

仕入債務の増減額（△は減少） 690,143 1,010,296 

未払費用の増減額（△は減少） 997,459 1,076,400 

その他 △140,485 △432,702 

小計 4,176,364 4,304,832 

利息及び配当金の受取額 16,067 18,484 

法人税等の支払額 △412,725 △1,284,084 

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,779,707 3,039,233 

投資活動によるキャッシュ・フロー    

定期預金の預入による支出 △500,000 - 

定期預金の払戻による収入 1,000,000 500,000 

有形固定資産の取得による支出 △1,313,488 △596,077 

有形固定資産の売却による収入 8,188 1,190 

無形固定資産の取得による支出 △44,708 △2,580 

その他 △12,790 △4,082 

投資活動によるキャッシュ・フロー △862,799 △101,550 

財務活動によるキャッシュ・フロー    

自己株式の取得による支出 △5,607 △441 

配当金の支払額 △259,393 △256,484 

財務活動によるキャッシュ・フロー △265,000 △256,925 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,651,906 2,680,757 

現金及び現金同等物の期首残高 33,498,455 34,150,480 

現金及び現金同等物の四半期末残高 36,150,362 36,831,237 
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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。

４．補足情報

品目別売上高

 
品目

当第２四半期累計期間 
（自 平成27年１月１日
至 平成27年６月30日）

  金額（千円） 前年同期比（％）

  厨房用縦型冷凍冷蔵庫 4,935,731 110.1

  店舗用縦型ショーケース 3,315,641 109.2

製品 厨房用横型冷凍冷蔵庫 1,685,065 112.9

  製氷機 2,164,768 110.8

  小計 12,101,208 110.3

商品

店舗設備機器 1,706,853 118.3

厨房設備機器 1,503,139 114.6

店舗設備工事 66,510 131.8

小計 3,276,502 116.8

点検・修理等 1,732,682 106.0

合計 17,110,393 111.1
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