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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３四半期累計期間におけるわが国経済は、政府や日銀による各種政策の効果もあり、企業収益や雇用情勢が

改善し、景気面では回復基調が続きました。一方、米国の保護主義的経済政策に端を発した貿易摩擦の影響や相次

ぐ自然災害等、わが国経済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は、主要取引業種である外食産業において、個人消費の底堅い動きや客単価の上昇等により

全体の売上自体は前年を上回るものの、業種業態を超えた競争の激化や深刻な人手不足の影響による採用難及び人

件費の上昇、原材料価格値上に伴うコストアップ等により、引き続き厳しい状況にありました。

 このような状況のもと、当社は総合厨房機器メーカーとして小型スチームコンベクションオーブンや、平型オー

プンショーケース等、顧客ニーズに応えた製品を市場投入し、新たな需要の獲得に努めてまいりました。

 その結果、当第３四半期累計期間における業績につきましては、売上高30,240百万円（前年比4.3％増）、営業

利益4,997百万円（前年比4.6％増）、経常利益5,063百万円（前年比4.8％増）、四半期純利益3,398百万円（前年

比4.2％増）となりました。

 

（２）財政状態に関する説明 

（資産） 

 当第３四半期会計期間末の総資産は、前事業年度末と比べて5,059百万円増加の76,439百万円となりました。

 この主な要因は、現金及び預金の増加1,089百万円、長期預金の増加1,000百万円、投資有価証券の増加1,476百

万円、投資その他の資産のその他の増加912百万円、棚卸資産の増加436百万円であります。

（負債） 

 負債は、前事業年度末と比べて2,437百万円増加の12,982百万円となりました。

 この主な要因は、支払手形及び買掛金の増加587百万円、退職給付引当金の増加626百万円、流動負債の引当金の

増加510百万円、未払法人税等の増加246百万円であります。

（純資産）

 純資産は、前事業年度末と比べて2,622百万円増加の63,457百万円となりました。

 これは主に、利益剰余金が2,628百万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83.0％となり

ました。 

 

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明

 平成30年２月14日に発表いたしました、平成30年12月期の業績予想に変更はございません。
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２．四半期財務諸表及び主な注記

（１）四半期貸借対照表

    （単位：千円） 

 
前事業年度 

(平成29年12月31日) 
当第３四半期会計期間 
(平成30年９月30日) 

資産の部    

流動資産    

現金及び預金 46,157,395 47,247,088 

受取手形及び売掛金 4,106,953 4,345,886 

商品及び製品 1,752,710 1,954,484 

仕掛品 298,172 376,489 

原材料及び貯蔵品 503,656 662,051 

点検修理用部品 189,414 186,980 

その他 610,435 801,631 

貸倒引当金 △634 △649 

流動資産合計 53,618,104 55,573,964 

固定資産    

有形固定資産 9,220,202 8,968,978 

無形固定資産 140,499 165,591 

投資その他の資産    

投資有価証券 701,141 2,177,678 

長期預金 7,000,000 8,000,000 

その他 779,871 1,692,251 

貸倒引当金 △79,771 △138,968 

投資その他の資産合計 8,401,241 11,730,961 

固定資産合計 17,761,943 20,865,531 

資産合計 71,380,048 76,439,495 

負債の部    

流動負債    

支払手形及び買掛金 5,010,803 5,598,784 

未払法人税等 850,367 1,096,394 

引当金 352,990 863,708 

その他 2,948,077 3,385,782 

流動負債合計 9,162,239 10,944,669 

固定負債    

退職給付引当金 141,804 768,081 

役員退職慰労引当金 1,232,091 1,260,396 

その他 9,250 9,250 

固定負債合計 1,383,146 2,037,728 

負債合計 10,545,385 12,982,398 

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 41,237,397 43,865,453 

自己株式 △209,300 △209,692 

株主資本合計 60,803,016 63,430,680 

評価・換算差額等    

その他有価証券評価差額金 31,645 26,416 

評価・換算差額等合計 31,645 26,416 

純資産合計 60,834,662 63,457,097 

負債純資産合計 71,380,048 76,439,495 
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（２）四半期損益計算書

（第３四半期累計期間）

    （単位：千円） 

 
前第３四半期累計期間 
(自 平成29年１月１日 

 至 平成29年９月30日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成30年１月１日 
 至 平成30年９月30日) 

売上高 28,991,818 30,240,941 

売上原価 11,467,351 11,940,516 

売上総利益 17,524,467 18,300,424 

販売費及び一般管理費 12,748,446 13,303,206 

営業利益 4,776,021 4,997,218 

営業外収益    

受取利息 10,898 33,306 

受取配当金 8,361 8,818 

スクラップ売却益 48,450 51,033 

その他 60,637 62,071 

営業外収益合計 128,347 155,229 

営業外費用    

スクラップ処分費 49,403 61,057 

その他 22,422 28,032 

営業外費用合計 71,825 89,089 

経常利益 4,832,543 5,063,359 

特別利益    

固定資産売却益 16,909 1,159 

特別利益合計 16,909 1,159 

特別損失    

固定資産除却損 296 16 

投資有価証券評価損 - 15,900 

特別損失合計 296 15,916 

税引前四半期純利益 4,849,156 5,048,602 

法人税、住民税及び事業税 1,699,378 1,820,562 

法人税等調整額 △111,301 △170,266 

法人税等合計 1,588,076 1,650,295 

四半期純利益 3,261,080 3,398,307 
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（３）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。

３．補足情報

品目別売上高

 
品目

当第３四半期累計期間 
（自 平成30年１月１日
至 平成30年９月30日）

  金額（千円） 前年同期比（％）

  厨房用縦型冷凍冷蔵庫 9,024,402 103.6

  店舗用縦型ショーケース 4,857,072 97.8

製品 厨房用横型冷凍冷蔵庫 2,719,690 103.4

  製氷機 2,228,665 103.7

  その他 2,369,693 105.7

  小計 21,199,522 102.4

商品

店舗設備機器 3,577,340 119.5

厨房設備機器 2,354,909 103.1

店舗設備工事 124,503 119.8

小計 6,056,753 112.6

点検・修理等 2,984,665 102.6

合計 30,240,941 104.3
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