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1.  平成21年12月期第2四半期の連結業績（平成21年1月1日～平成21年6月30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 ％

21年12月期第2四半期 14,402 ― 3,426 ― 3,456 ― 2,576 ―

20年12月期第2四半期 15,391 △4.9 3,651 △7.3 3,710 △6.0 2,543 △10.4

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

21年12月期第2四半期 50.10 ―

20年12月期第2四半期 49.45 ―

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

21年12月期第2四半期 44,764 34,329 76.7 667.70
20年12月期 39,197 32,008 81.7 622.43

（参考） 自己資本   21年12月期第2四半期  34,329百万円 20年12月期  32,008百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年12月期 ― 5.00 ― 5.00 10.00
21年12月期 ― 5.00

21年12月期 
（予想）

― 5.00 10.00

3.  平成21年12月期の連結業績予想（平成21年1月1日～平成21年12月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  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 29,370 △8.6 5,340 △26.4 5,550 △24.7 3,710 △28.6 72.15



4.  その他 

(1) 期中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) 簡便な会計処理及び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、３ページ「定性的情報・財務諸表等 ４．その他」をご覧ください。 

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重
要な事項等の変更に記載されるもの） 

（注）詳細は、４ページ「定性的情報・財務諸表等 ４．その他」をご覧ください。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

１ 通期の連結業績予想につきましては、第２四半期の実績及び今後の見通しを勘案し、平成21年２月20日発表の業績予想から上方修正いたしました。 
２ 上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後の様々な要因によって予想数値と異な
る場合があります。 
  なお、上記の業績予想に関する事項は、添付書類の３ページ「定性的情報・財務諸表等 ３．連結業績予想に関する定性的情報」を参照してください。 
３ 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基
準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年12月期第2四半期 51,717,215株 20年12月期  51,717,215株

② 期末自己株式数 21年12月期第2四半期  303,320株 20年12月期  292,797株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年12月期第2四半期 51,419,398株 20年12月期第2四半期 51,437,811株



定性的情報・財務諸表等

１．連結経営成績に関する定性的情報

　当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、在庫調整の進展等から一部の産業に改善の兆しが見られますが、

設備投資の減少、雇用・所得環境の悪化が継続するなど、引き続き厳しい状況が続いております。

　当社グループ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、消費者の生活防衛意識の一層

の高まりから外食控えの状況が継続し、食品業界や一般小売業等にあっても、価格競争が一層激化する状況が続くな

ど、引き続き厳しい経営環境にありました。

　このような状況のなかで、当社グループは、競争優位性を高めるべく、環境に配慮した製品の開発、コスト競争力

の強化、営業体制の強化を推進しつつ、既存顧客との相互信頼関係の構築、新規顧客の開拓、サービス体制の充実に

取り組み、業績の維持向上に努めてまいりました。

　また、業界で初めてインバータ制御したリーチインショーケースをはじめ、インバータ制御の業務用縦型冷凍庫、

庫内ファンＤＣ化等により省エネ化したスライドショーケースを市場に投入するなど、積極的な営業展開を図ってま

いりました。

　その結果、当第２四半期連結累計期間における売上高は14,402百万円、営業利益は3,426百万円、経常利益は3,456

百万円、四半期純利益は2,576百万円となりました。

２．連結財政状態に関する定性的情報

　当第２四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べて5,567百万円増加し、44,764百万円となりまし

た。この主な要因は、現金及び預金の増加7,892百万円、その他投資資産のその他の減少779百万円、受取手形及び売

掛金の減少570百万円であります。

　負債は、前連結会計年度末に比べて3,246百万円増加し、10,435百万円となりました。この主な要因は、短期借入金

の増加2,500百万円及び未払法人税等の増加601百万円、賞与引当金の増加495百万円であります。

　純資産は、前連結会計年度末に比べて2,320百万円増加し、34,329百万円となりました。この主な要因は、利益剰余

金の増加2,318百万円であります。

３．連結業績予想に関する定性的情報

　今後の見通しにつきましては、わが国経済は、在庫調整圧力の低下や経済対策の効果による景気の下支えが期待さ

れますが、極めて低い水準にある生産活動のもと、設備投資の減退、雇用情勢の一層の悪化等が懸念されますので、

依然として予断を許さない厳しい経営環境が続くと思われます。

　このような状況の下、当社グループは、社業の安定成長を図るため、顧客のニーズを的確かつ迅速に捉えて新製品

の開発に繋げ、市場の創造・新規顧客の開拓に取り組むとともに、常に安全・安心を提供できるサービス技術の一層

の強化等、顧客の信頼に応えうる諸施策を積極的に推し進め、かつ、製造コストと経費の削減を図り、収益基盤の改

善に努めてまいる所存であります。

　なお、平成21年12月期の業績予想につきましては、平成21年８月３日に公表いたしました連結業績予想から修正は

行なっておりません。

４．その他

（１）期中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）

　該当事項はありません。

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

①簡便な会計処理

・一般債権の貸倒見積高の算定方法

　当第２四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと認

められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率を使用して貸倒見積高を算定しております。

・固定資産の減価償却費の算定方法

　定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定しており

ます。

・法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法

　繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発

生状況に著しい変化がないと認められるため、前連結会計年度において使用した将来の業績予測やタック

ス・プランニングを利用する方法によっております。　



②四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理

　該当事項はありません。

（３）四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更

①「四半期財務諸表に関する会計基準」等の適用

　当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関

する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表

規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

②「棚卸資産の評価に関する会計基準」の適用

　当連結会計年度の第１四半期連結会計期間から平成18年７月５日公表の「棚卸資産の評価に関する会計基準」

（企業会計基準委員会　企業会計基準第９号）を適用し、評価基準については原価法から原価法（収益性の低下

による簿価切下げの方法）に変更しております。

　なお、これによる損益に与える影響は軽微であります。

③「リース取引に関する会計基準」の適用

　所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によって

おりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計審議会第

一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針

第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会　会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））が平成20年４

月１日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用することができることになったことに伴い、

当連結会計年度の第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を早期適用し、通常の売買取引に係る方法に

準じた会計処理によっております。

（貸手側）

　リース取引開始日が会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、会計基

準適用初年度の前連結会計年度末における固定資産の適正な帳簿価額（減価償却累計額控除後）をリース投資資

産の期首の価額として計上しており、会計基準適用後の残存期間においては、利息相当額の総額をリース期間中

の各期に定額で配分しております。

　この変更による損益に与える影響はありません。

　なお、リース取引開始日が会計基準適用初年度開始の日以降の所有権移転外ファイナンス・リース取引はあり

ません。

（借手側）

　リース取引開始日が会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、引き続

き、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用しております。

（追加情報）

有形固定資産の耐用年数の変更

　当社グループの機械装置については、法人税法の改正を契機に、当連結会計年度の第１四半期連結会計期間よ

り耐用年数の見直しを実施しました。

　これにより、当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は、それぞれ

50,493千円減少しております。



５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 24,908,391 17,015,704

受取手形及び売掛金 3,538,764 4,108,987

リース投資資産 2,546,524 －

商品及び製品 1,569,474 1,317,391

仕掛品 220,384 250,015

原材料及び貯蔵品 362,819 369,540

点検修理用部品 286,429 242,901

その他 850,551 865,065

貸倒引当金 △86,887 △88,232

流動資産合計 34,196,451 24,081,374

固定資産   

有形固定資産 7,181,604 10,919,998

無形固定資産 119,834 131,809

投資その他の資産   

投資有価証券 594,568 586,803

その他 2,872,308 3,651,763

貸倒引当金 △199,933 △174,642

投資その他の資産合計 3,266,943 4,063,925

固定資産合計 10,568,382 15,115,733

資産合計 44,764,834 39,197,107

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,503,010 2,556,285

短期借入金 2,500,000 －

未払法人税等 917,685 316,392

賞与引当金 626,192 130,418

その他の引当金 137,420 148,685

その他 1,746,706 2,075,476

流動負債合計 8,431,014 5,227,257

固定負債   

退職給付引当金 1,044,612 1,006,978

役員退職慰労引当金 925,370 912,763

その他 34,757 41,859

固定負債合計 2,004,739 1,961,601

負債合計 10,435,754 7,188,858



（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年12月31日) 

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 14,719,189 12,400,235

自己株式 △172,402 △168,868

株主資本合計 34,321,707 32,006,286

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 7,371 1,962

評価・換算差額等合計 7,371 1,962

純資産合計 34,329,079 32,008,249

負債純資産合計 44,764,834 39,197,107



（２）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）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 14,402,339

売上原価 5,674,263

売上総利益 8,728,075

販売費及び一般管理費 5,301,730

営業利益 3,426,344

営業外収益  

受取利息 18,694

受取配当金 1,306

その他 70,414

営業外収益合計 90,415

営業外費用  

点検契約解約損 12,380

スクラップ処分費 31,520

その他 16,846

営業外費用合計 60,748

経常利益 3,456,012

特別利益  

貸倒引当金戻入額 1,768

特別利益合計 1,768

特別損失  

固定資産売却損 876

固定資産除却損 1,024

特別損失合計 1,901

税金等調整前四半期純利益 3,455,879

法人税、住民税及び事業税 873,145

法人税等調整額 6,657

法人税等合計 879,802

四半期純利益 2,576,076



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純利益 3,455,879

減価償却費 348,323

貸倒引当金の増減額（△は減少） 23,946

賞与引当金の増減額（△は減少） 495,774

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △7,300

製品保証引当金の増減額（△は減少） △3,965

退職給付引当金の増減額（△は減少） 37,633

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 12,607

受取利息及び受取配当金 △20,001

支払利息 4,834

固定資産売却損益（△は益） 876

固定資産除却損 1,024

売上債権の増減額（△は増加） 546,376

リース投資資産の増減額（△は増加） 913,474

たな卸資産の増減額（△は増加） △259,258

仕入債務の増減額（△は減少） △53,274

その他 △97,971

小計 5,398,978

利息及び配当金の受取額 21,408

利息の支払額 △4,834

法人税等の支払額 △278,324

法人税等の還付額 123,774

営業活動によるキャッシュ・フロー 5,261,003

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 △1,000,000

定期預金の払戻による収入 2,000,000

有形固定資産の取得による支出 △94,547

有形固定資産の売却による収入 102

無形固定資産の取得による支出 △17,172

その他 3,200

投資活動によるキャッシュ・フロー 891,583

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入れによる収入 2,500,000

自己株式の取得による支出 △3,533

配当金の支払額 △256,367

財務活動によるキャッシュ・フロー 2,240,099

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 8,392,686

現金及び現金同等物の期首残高 15,515,704

現金及び現金同等物の四半期末残高 23,908,391



　当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に

従い四半期連結財務諸表を作成しております。

（４）継続企業の前提に関する注記

　該当事項はありません。

（５）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。



「参考資料」

前年同四半期に係る財務諸表

（１）中間連結損益計算書

前中間連結会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

区分 金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高  15,391,468 100.0

Ⅱ　売上原価  6,133,591 39.9

売上総利益  9,257,876 60.1

Ⅲ　販売費及び一般管理費  5,606,094 36.4

営業利益  3,651,782 23.7

Ⅳ　営業外収益    

１　受取利息 13,616   

２　受取配当金 6,935   

３　不動産賃貸収入 12,978   

４　スクラップ売却収入 18,424   

５　受取補償料 25,374   

６　その他 34,629 111,958 0.7

Ⅴ　営業外費用    

１　スクラップ処分費 12,226   

２　点検契約解約損 13,907   

３　賃借契約解約損 5,404   

４　不動産賃貸収入原価 5,988   

５　その他 16,152 53,680 0.3

経常利益  3,710,060 24.1

Ⅵ　特別利益    

１　固定資産売却益 1,168   

２　貸倒引当金戻入益 2,890 4,059 0.0

Ⅶ　特別損失    

１　固定資産除却損 639 639 0.0

税金等調整前中間純利益  3,713,479 24.1

法人税、住民税及び事業税 962,982   

法人税等調整額 97,781 1,060,763 6.9

少数株主利益  109,093 0.7

中間純利益  2,543,622 16.5



（２）中間連結キャッシュ・フロー計算書

前中間連結会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

区分 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・
フロー

税金等調整前中間純利益 3,713,479

減価償却費 1,161,799

貸倒引当金の減少額 △37,151

製品保証引当金の増加額 5,238

賞与引当金の増加額 574,028

役員賞与引当金の減少額 △12,600

退職給付引当金の増加額 51,890

役員退職慰労引当金の増加
額

9,960

受取利息及び受取配当金 △20,552

固定資産売却益　 △1,168

固定資産除却損　 639

売上債権の減少額　 1,363,037

たな卸資産の増加額　 △260,694

仕入債務の減少額　 △202,384

その他 △30,019

小計 6,315,503

利息及び配当金の受取額　 20,624

法人税等の支払額 △885,652

営業活動によるキャッシュ・
フロー

5,450,474

Ⅱ　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

有形固定資産の取得による
支出　

△83,423

有形固定資産の売却による
収入

1,641

無形固定資産の取得による
支出　

△15,514

保証金の差入による支出　 △8,749

保証金の回収による収入 3,519

その他　 △455

投資活動によるキャッシュ・
フロー

△602,982



前中間連結会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

区分 金額（千円）

Ⅲ　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 △2,353

配当金の支払額 △257,107

財務活動によるキャッシュ・
フロー

△259,460

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換
算差額

－

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加額 4,588,031

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残
高

7,900,872

Ⅶ　現金及び現金同等物の中間期
末残高

12,488,904



６．その他の情報

品目別売上高

  

品目

当第２四半期連結累計期間
（自　平成21年１月１日
至　平成21年６月30日）

金額（千円） 構成比（％）

製品

厨房用縦型冷凍冷蔵庫 3,424,253 23.8

店舗用縦型ショーケース 2,304,370 16.0

厨房用横型冷凍冷蔵庫 974,743 6.8

製氷機 972,785 6.7

小計 7,676,153 53.3

商品

店舗設備機器 1,118,315 7.8

厨房設備機器 886,232 6.1

店舗設備工事 37,919 0.3

小計 2,042,468 14.2

点検・修理 1,407,344 9.8

リース料収入等 3,276,373 22.7

合計 14,402,339 100.0
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