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1. 2021年12月期第2四半期の業績（2021年1月1日～2021年6月30日）

(1) 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 ％

2021年12月期第2四半期 21,009 21.1 3,171 61.9 3,119 97.0 2,102 123.6

2020年12月期第2四半期 17,343 △10.6 1,959 △34.4 1,583 △48.3 940 △54.3

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

2021年12月期第2四半期 41.11 ―

2020年12月期第2四半期 18.39 ―

(2) 財政状態

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

2021年12月期第2四半期 83,023 69,209 83.4

2020年12月期 80,376 67,845 84.4

（参考）自己資本 2021年12月期第2四半期 69,209百万円 2020年12月期 67,845百万円

2. 配当の状況

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

2020年12月期 ― 5.00 ― 15.00 20.00

2021年12月期 ― 15.00

2021年12月期（予想） ― 15.00 30.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

3. 2021年12月期の業績予想（2021年 1月 1日～2021年12月31日）

（％表示は、対前期増減率）

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 42,200 6.0 5,870 16.5 5,660 16.2 2,830 △9.7 55.33

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有

業績予想の修正については、本日（2021年８月10日）公表いたしました「退職給付制度の変更による特別損失の計上及び通期業績予想の修正に関するお知ら
せ」をご覧ください。



※ 注記事項

(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

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

(3) 発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 2021年12月期2Q 51,717,215 株 2020年12月期 51,717,215 株

② 期末自己株式数 2021年12月期2Q 568,804 株 2020年12月期 568,348 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年12月期2Q 51,148,760 株 2020年12月期2Q 51,149,262 株

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確実な要素を含んでおります。実際の実績等は、業況の変化
等により上記に記載した予想数値と異なる場合があります。なお、上記予想に関する事項は添付資料３ページの「１．当四半期決算に関する定性的情報（３）業
績予想などの将来予測情報に関する説明」を参照して下さい。
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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、長引く新型コロナウイルス感染症の影響拡大により引き続き厳し

い状況となりました。個人消費については、消費者マインドに改善の動きはみられるものの、依然足踏みが続いて

おります。一方、企業収益や設備投資については持ち直しの動きが見られ、全体の経済基調としても、一部で弱さ

はあるものの、緩やかな持ち直しとなっております。

　海外経済においては、多くの国々で新型コロナ感染症の影響拡大が続いており、引き続き厳しい状況で推移して

おります。

　当社、主要取引業種の外食産業においては、テイクアウト需要の取り込み等により一部業態では回復の兆しがみ

られるものの、新型コロナウイルス感染症の再拡大の影響は大きく、本格的な回復には至らず、引き続き厳しい状

況となりました。

　このような状況のもと、当社は衛生面の管理支援として、新型コロナ対策で厚生労働省が推奨する有効塩素濃度

500ｐｐｍに対応した電解次亜水生成装置や新型食器洗浄機、及び非接触対応の自動スライド扉冷蔵庫（オートく

ん）等の提案に注力いたしました。また、５月には業界初となる「両開き扉冷蔵庫」を発売し、作業効率化のサポ

ートや、卓上対面ショーケース導入等によるテイクアウト需要の取り込みを提案推進し、店舗運営のサポートに取

組んでまいりました。

　その結果、当第２四半期累計期間における経営成績につきましては、売上高21,009百万円（前年同期比21.1％

増）、営業利益3,171百万円（前年同期比61.9％増）、経常利益3,119百万円（前年同期比97.0％増）、四半期純利

益2,102百万円（前年同期比123.6％増）となりました。

（２）財政状態に関する説明

（資産）

　総資産は、前事業年度末と比べて2,647百万円増加の83,023百万円となりました。

　この主な要因は、現金及び預金の増加2,790百万円、有形固定資産の増加1,331百万円が、有価証券の減少1,391

百万円を上回ったためであります。

（負債）

　負債は、前事業年度末と比べて1,283百万円増加の13,814百万円となりました。

　この主な要因は、流動負債その他の増加479百万円、未払法人税等の増加463百万円、支払手形及び買掛金の増加

290百万円であります。

（純資産）

　純資産は、前事業年度末と比べて1,364百万円増加の69,209百万円となりました。

　この主な要因は、利益剰余金の増加1,335百万円であります。

　これらの結果、自己資本比率は83.4％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。）の四半期末残高は、前事業年度末

と比べて1,790百万円増加の54,057百万円となりました。

　これは、営業活動によって得た資金を投資活動及び財務活動に充てたためであります。

　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って得た資金は、3,832百万円（前年同期に支出した資金は13百万

円）となりました。

　この主な要因は、税引前四半期純利益3,119百万円、未払費用の増加1,101百万円が、法人税等の支払額647百万

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って支出した資金は、1,275百万円（前年同期に支出した金額は630

百万円）となりました。

　この主な要因は、有形固定資産の取得による支出1,767百万円、定期預金の預入による支出1,200百万円が、有価

証券の売却及び償還による収入1,500百万円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って支出した資金は、767百万円（前年同期に支出した資金は772百

万円）となりました。

　この主な要因は、配当金の支払額766百万円であります。
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（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明

　2021年12月期の業績予想につきましては、2021年２月12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、2021年８月10日に公表いたしました「退職給付制度の変更による特別損失の計上及び通

期業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧下さい。
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（単位：千円）

前事業年度
(2020年12月31日)

当第２四半期会計期間
(2021年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 52,467,410 55,257,481

受取手形及び売掛金 5,155,980 4,526,016

有価証券 1,491,900 100,028

商品及び製品 1,518,109 1,884,924

仕掛品 296,080 291,988

原材料及び貯蔵品 646,667 731,096

点検修理用部品 184,763 189,018

その他 394,163 434,566

貸倒引当金 △1,688 △1,402

流動資産合計 62,153,387 63,413,719

固定資産

有形固定資産 9,182,489 10,514,311

無形固定資産 169,001 155,833

投資その他の資産

投資有価証券 406,701 348,738

長期預金 6,000,000 6,000,000

その他 2,609,590 2,735,688

貸倒引当金 △145,003 △144,457

投資その他の資産合計 8,871,289 8,939,969

固定資産合計 18,222,780 19,610,114

資産合計 80,376,167 83,023,833

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 5,472,116 5,762,725

未払法人税等 762,054 1,225,138

引当金 370,048 392,373

その他 3,735,083 4,214,332

流動負債合計 10,339,302 11,594,569

固定負債

退職給付引当金 838,639 851,176

役員退職慰労引当金 1,343,901 1,359,676

その他 9,250 9,166

固定負債合計 2,191,791 2,220,019

負債合計 12,531,094 13,814,589

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 48,472,813 49,808,278

自己株式 △450,582 △451,081

株主資本合計 67,797,150 69,132,116

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 47,922 77,128

評価・換算差額等合計 47,922 77,128

純資産合計 67,845,073 69,209,244

負債純資産合計 80,376,167 83,023,833

２．四半期財務諸表及び主な注記

（１）四半期貸借対照表
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（単位：千円）

前第２四半期累計期間
(自　2020年１月１日
　至  2020年６月30日)

当第２四半期累計期間
(自　2021年１月１日

　至  2021年６月30日)

売上高 17,343,320 21,009,300

売上原価 7,008,261 8,626,832

売上総利益 10,335,058 12,382,467

販売費及び一般管理費 8,375,899 9,211,306

営業利益 1,959,158 3,171,161

営業外収益

受取利息 23,665 11,205

受取配当金 7,650 7,462

受取補償金 32,591 48,504

その他 24,180 50,743

営業外収益合計 88,088 117,917

営業外費用

スクラップ処分費 156,359 144,921

有価証券評価損 286,500 -

その他 20,488 24,426

営業外費用合計 463,347 169,347

経常利益 1,583,899 3,119,730

特別損失

固定資産除却損 681 0

投資有価証券評価損 134,479 -

特別損失合計 135,161 0

税引前四半期純利益 1,448,737 3,119,730

法人税、住民税及び事業税 587,259 1,089,025

法人税等調整額 △78,947 △71,992

法人税等合計 508,311 1,017,032

四半期純利益 940,425 2,102,697

（２）四半期損益計算書

（第２四半期累計期間）
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（単位：千円）

前第２四半期累計期間
(自　2020年１月１日
　至　2020年６月30日)

当第２四半期累計期間
(自　2021年１月１日

　至　2021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 1,448,737 3,119,730

減価償却費 463,787 379,786

貸倒引当金の増減額（△は減少） △609 △831

賞与引当金の増減額（△は減少） 15,482 5,913

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △13,950 △8,450

製品保証引当金の増減額（△は減少） △9,097 24,862

退職給付引当金の増減額（△は減少） 18,744 12,536

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 17,820 15,775

前払年金費用の増減額（△は増加） △169,217 △85,229

受取利息及び受取配当金 △31,316 △18,668

有価証券評価損益（△は益） 286,500 -

投資有価証券評価損益（△は益） 134,479 -

固定資産除却損 681 0

売上債権の増減額（△は増加） △708,205 627,933

たな卸資産の増減額（△は増加） △288,116 △451,408

仕入債務の増減額（△は減少） △419,189 290,608

未払費用の増減額（△は減少） 624,347 1,101,732

その他 △540,335 △556,053

小計 830,544 4,458,236

利息及び配当金の受取額 31,770 22,400

法人税等の支払額 △875,601 △647,790

営業活動によるキャッシュ・フロー △13,286 3,832,845

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 △200,000 △1,200,000

定期預金の払戻による収入 200,000 200,000

有価証券の売却及び償還による収入 - 1,500,000

有形固定資産の取得による支出 △530,022 △1,767,272

無形固定資産の取得による支出 △64,668 △7,700

その他 △35,897 △659

投資活動によるキャッシュ・フロー △630,588 △1,275,632

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 △114 △499

配当金の支払額 △772,005 △766,643

財務活動によるキャッシュ・フロー △772,119 △767,143

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,415,994 1,790,070

現金及び現金同等物の期首残高 50,427,207 52,267,410

現金及び現金同等物の四半期末残高 49,011,213 54,057,481

（３）四半期キャッシュ・フロー計算書
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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。

品目

当第２四半期累計期間
（自　2021年１月１日

至　2021年６月30日）

金額（千円） 前年同期比（％）

厨房用縦型冷凍冷蔵庫 5,302,000 118.9

店舗用縦型ショーケース 3,609,573 125.9

製品 厨房用横型冷凍冷蔵庫 1,533,440 118.9

製氷機 1,272,464 115.4

その他 2,072,228 112.0

小計 13,789,707 119.2

商品

店舗設備機器 2,868,583 137.5

厨房設備機器 2,085,193 129.7

店舗設備工事 141,227 145.6

小計 5,095,005 134.4

点検・修理等 2,124,588 107.1

合計 21,009,300 121.1

３．補足情報

品目別売上高
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