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問合せ先責任者 (役職名) 執行役員 経理本部長 (氏名) 那須 元彰 (TEL)06(6767)8171

四半期報告書提出予定日 平成23年11月14日 配当支払開始予定日 － 

四半期決算補足説明資料作成の有無 ：無 

四半期決算説明会開催の有無 ：無 

（百万円未満切捨て） 
１．平成23年12月期第３四半期の連結業績（平成23年１月１日～平成23年９月30日） 
（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        ％

23年 12月期第３四半期 21,062 △3.5 4,220 △10.7 4,310 △10.0 2,902 △8.4
22年 12月期第３四半期 21,818 △2.8 4,728 △13.2 4,789 △12.7 3,167 △20.7

 

 
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

23年 12月期第３四半期 56.48 ― 
22年 12月期第３四半期 61.61 ― 

 
（２）連結財政状態 

 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

23年 12月期第３四半期 50,619 41,742 82.5 812.18
22年 12月期 46,862 39,359 84.0 765.71

(参考)自己資本 23年12月期第３四半期    41,742百万円 22年12月期     39,359百万円 

 
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

22年 12月期 ― 5.00 ― 5.00 10.00
23年 12月期 ― 5.00 ―  

23年 12月期(予想)   5.00 10.00

(注)当四半期における配当予想の修正有無 ：無 

 
３．平成23年12月期の連結業績予想（平成23年１月１日～平成23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 26,030 △7.6 3,940 △25.4 4,030 △25.0 2,390 △32.1 46.50

(注)当四半期における業績予想の修正有無 ：無 



 

４．その他  （詳細は、【添付資料】の３ページ「２．その他の情報」をご覧ください。） 
 

（１）当四半期中における重要な子会社の異動 ：無 

 新規 －社 (社名 － ) 、除外 －社 (社名 － ) 

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 
 

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ：有 

（注）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の有無となります。 
 

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

① 会計基準等の改正に伴う変更 ：有 

② ①以外の変更 ：無 

（注）「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、表示方法等の変更の有無となります。 
 

（４）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) 23年12月期３Ｑ 51,717,215株 22年12月期 51,717,215株

② 期末自己株式数 23年12月期３Ｑ 320,849株 22年12月期 314,848株

③ 期中平均株式数(四半期累計) 23年12月期３Ｑ 51,399,374株 22年12月期３Ｑ 51,407,614株

 
 
（※ 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、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了しております。 

 
（※ 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。実際の業績等は、業況の変化等により上記予想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】の３ページの「１．当四半期の連結業績等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」を参照してください。 
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、３月に発生した東日本大震災及び福島第一原子力発電所の事

故の影響が続き、また、欧米経済の先行きへの懸念などから厳しい環境で推移いたしました。 

 当社グループを取り巻く環境につきましては、主要取引産業の外食産業にあっては、震災による消費自粛ムード

や省電力対応などから外食控えの状況が続き、また、食品業界や一般小売業等にあっても震災の影響を受ける状況

にあり、引き続き厳しい経営環境にありました。 

 この結果、当第３四半期連結累計期間の業績につきましては、売上高 百万円（前年同期比3.5 ％減）、営

業利益 百万円（前年同期比10.7％減）、経常利益 百万円（前年同期比10.0％減）、四半期純利益

百万円（前年同期比8.4％減）となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

①資産、負債及び純資産 

 当第３四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末と比べて3,756百万円増加の50,619百万円となりま

した 

 この要因は、流動資産は、前連結会計年度末と比べて3,852百万円増加の39,427百万円となり、固定資産は、前

連結会年度末と比べて95百万円減少の11,192百万円となったことによるものであります。 

 流動資産の増加の主な要因は、現金及び預金の増加2,743百万円、受取手形及び売掛金の増加1,031百万円であり

ます。 

 固定資産の減少の主な要因は、建物及び構築物の減少126百万円、土地の減少43百万円が長期預金の増加100百万

円を上回ったためであります。 

 負債は、前連結会計年度末と比べて1,373百万円増加の8,876百万円となりました。 

 この要因は、流動負債は、前連結会計年度末と比べて1,325百万円増加の6,742百万円となり、固定負債は、前連

結会計年度末と比べて47百万円増加の2,133百万円となったことによるものであります。 

 流動負債の増加の主な要因は、支払手形及び買掛金の増加771百万円、引当金の増加382百万円、未払法人税等の

増加215百万円であります。 

 固定負債の増加の主な要因は、引当金の増加52百万円であります。 

 これらの結果、純資産は前連結会計年度末と比べて2,383百万円増加の41,742百万円となり自己資本比率は1.5ポ

イント減の82.5％となりました。 

  

②キャッシュ・フローの状況に関する分析 

 当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比

べて6,243百万円増加の30,817百万円となりました。 

  

 当第３四半期連結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次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第３四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は3,421百万円（前年同期は5,730百万円の資金の

増加）となりました。 

 これは主に、税金等調整前四半期純利益4,481百万円、仕入債務の増加771百万円、減価償却費367百万円が法人

税等の支払額1,442百万円、売上債権の増加956百万円を上回ったことによるものであります。 

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第３四半期連結累計期間における投資活動による資金の増加は3,335百万円（前年同期は4,662百万円の資金の

減少）となりました。 

 これは主に、定期預金の払戻による収入5,500百万円、有形固定資産の売却による収入217百万円が定期預金の預

入による支出2,100百万円、有形固定資産の取得による支出154百万円、投資有価証券の取得による支出102百万円

を上回ったことによるものであります。 

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第３四半期連結累計期間における財務活動による資金の減少は513百万円（前年同期は502百万円の資金の減

少）となりました。 

 これは主に、配当金の支払額510百万円であります。  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報

21,062

4,220 4,310 2,902
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（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 最近の業績動向並びに今後の見通し等を勘案し、平成23年２月14日発表の連結業績予想を修正しております。 

 平成23年８月２日に発表しております「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

（１）重要な子会社の異動の概要 

重要な特定子会社の移動はありません。 

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

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３四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。  

・棚卸資産の評価方法 

 当第３四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、当第２四半期連結会計期間末

の実地棚卸高を基礎として算定しております。 

・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）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

①会計処理基準に関する事項の変更 

資産除去債務に関する会計基準の適用 

 第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31日）

及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）を適用し

ております。これによる損益への影響はありません。 

  

②表示方法の変更 

（四半期連結損益計算書） 

 「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づく「財務諸表等の用語、

様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日 内閣府令第５号）の適用によ

り、当第３四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目で表示しております。 

２．その他の情報
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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）

当第３四半期連結会計期間末
(平成23年９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22年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 32,817,205 30,073,338

受取手形及び売掛金 3,529,990 2,498,050

リース投資資産 231,405 584,813

商品及び製品 1,056,346 884,400

仕掛品 306,935 222,614

原材料及び貯蔵品 412,341 266,062

点検修理用部品 239,287 231,543

その他 849,891 836,526

貸倒引当金 △16,306 △22,257

流動資産合計 39,427,098 35,575,093

固定資産   

有形固定資産 7,595,547 7,776,025

無形固定資産 71,728 76,813

投資その他の資産   

投資有価証券 175,857 78,007

その他 3,457,230 3,467,643

貸倒引当金 △107,975 △110,667

投資その他の資産合計 3,525,113 3,434,984

固定資産合計 11,192,389 11,287,824

資産合計 50,619,487 46,862,917

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,119,209 2,348,038

未払法人税等 1,007,201 791,671

賞与引当金 506,318 127,325

その他の引当金 142,609 139,560

その他 1,967,651 2,011,307

流動負債合計 6,742,989 5,417,902

固定負債   

退職給付引当金 1,113,651 1,089,796

役員退職慰労引当金 1,008,318 980,163

その他 11,541 15,571

固定負債合計 2,133,510 2,085,530

負債合計 8,876,500 7,503,433
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成23年９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22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 22,144,624 19,755,772

自己株式 △179,743 △177,342

株主資本合計 41,739,800 39,353,349

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 3,187 6,134

評価・換算差額等合計 3,187 6,134

純資産合計 41,742,987 39,359,483

負債純資産合計 50,619,487 46,862,917
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（２）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22年１月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年９月30日) 

売上高 21,818,836 21,062,616

売上原価 9,026,069 8,460,397

売上総利益 12,792,767 12,602,219

販売費及び一般管理費 8,064,479 8,381,506

営業利益 4,728,288 4,220,713

営業外収益   

受取利息 33,598 27,053

受取配当金 1,358 1,368

スクラップ売却益 73,658 52,413

その他 72,155 96,777

営業外収益合計 180,772 177,612

営業外費用   

賃借契約解約損 30,120 －

スクラップ処分費 53,181 46,534

その他 35,882 40,939

営業外費用合計 119,184 87,473

経常利益 4,789,875 4,310,851

特別利益   

固定資産売却益 827 173,015

貸倒引当金戻入額 2,180 87

特別利益合計 3,007 173,102

特別損失   

固定資産売却損 5,503 －

固定資産除却損 78,077 2,139

特別損失合計 83,581 2,139

税金等調整前四半期純利益 4,709,302 4,481,814

法人税、住民税及び事業税 1,400,832 1,672,828

法人税等調整額 141,106 △93,874

法人税等合計 1,541,938 1,578,953

少数株主損益調整前四半期純利益 － 2,902,861

四半期純利益 3,167,363 2,902,861
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年９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 4,709,302 4,481,814

減価償却費 429,950 367,939

貸倒引当金の増減額（△は減少） △13,923 △8,642

賞与引当金の増減額（△は減少） 297,320 378,993

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △100 △1,600

製品保証引当金の増減額（△は減少） 684 4,649

退職給付引当金の増減額（△は減少） 11,917 23,854

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 27,405 28,155

受取利息及び受取配当金 △34,957 △28,421

固定資産売却損益（△は益） 4,676 △173,015

固定資産除却損 78,077 2,139

売上債権の増減額（△は増加） 10,551 △956,299

リース投資資産の増減額（△は増加） 845,754 353,408

たな卸資産の増減額（△は増加） △212,108 △410,291

仕入債務の増減額（△は減少） 981,368 771,171

その他 15,901 △8,114

小計 7,151,819 4,825,739

利息及び配当金の受取額 26,692 38,284

法人税等の支払額 △1,450,753 △1,442,795

法人税等の還付額 2,600 －

営業活動によるキャッシュ・フロー 5,730,359 3,421,228

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 △8,000,000 △2,100,000

定期預金の払戻による収入 3,500,000 5,500,000

有形固定資産の取得による支出 △216,723 △154,431

有形固定資産の売却による収入 7,740 217,331

無形固定資産の取得による支出 △7,720 △22,825

投資有価証券の取得による支出 － △102,810

その他 54,473 △1,321

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,662,229 3,335,942

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 △2,662 △2,401

配当金の支払額 △499,902 △510,903

財務活動によるキャッシュ・フロー △502,564 △513,304

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 565,565 6,243,867

現金及び現金同等物の期首残高 23,548,627 24,573,338

現金及び現金同等物の四半期末残高 24,114,193 30,817,205
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該当事項はありません。 

  

【事業の種類別セグメント情報】 

前第３四半期連結累計期間（自 平成22年１月１日 至 平成22年９月30日） 

当社グループの主たる事業は、業務用冷凍・冷蔵庫、ショーケース、製氷機の製造販売、店舗厨房用冷熱器等 

の商品仕入、販売並びに当該製品・商品の点検・修理でありますが、これら冷凍冷蔵冷熱機器に係る事業は取扱 

製品・商品の種類・性質・販売市場等が類似した単一事業であり、当該事業以外に事業の種類がないため該当事 

項はありません。 

  

【所在地別セグメント情報】 

前第３四半期連結累計期間（自 平成22年１月１日 至 平成22年９月30日） 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 

  

【海外売上高】  

前第３四半期連結累計期間（自 平成22年１月１日 至 平成22年９月30日） 

海外売上高が連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

【セグメント情報】 

当第３四半期連結累計期間（自 平成23年１月１日 至 平成23年９月30日）  

当社グループは、冷凍冷蔵冷熱機器に係る事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。 

  

（追加情報） 

第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21

年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 

平成20年３月21日）を適用しております。  

該当事項はありません。 

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

（６）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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品目別売上高 

  

  

４．補足情報

品目 

当第３四半期連結累計期間 
（自 平成23年１月１日 
至 平成23年９月30日） 

金額（千円） 構成比（％） 

製品 

厨房用縦型冷凍冷蔵庫  6,004,023  28.6

店舗用縦型ショーケース  4,446,453  21.1

横型冷凍冷蔵庫  1,647,697  7.8

製氷機  2,130,152  10.1

小計  14,228,327  67.6

商品 

店舗設備機器  1,676,302  7.9

厨房設備機器  1,390,021  6.6

店舗設備工事  47,249  0.2

小計  3,113,573  14.7

点検・修理  2,212,147  10.5

リース料収入等  1,508,568  7.2

合計  21,062,616  100.0
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