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1.  平成24年12月期第2四半期の連結業績（平成24年1月1日～平成24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 ％

24年12月期第2四半期 13,103 2.2 2,270 △4.2 2,330 △4.1 1,407 △17.4
23年12月期第2四半期 12,823 △5.6 2,369 △11.0 2,430 △9.2 1,703 △6.2

（注）包括利益 24年12月期第2四半期 1,360百万円 （△20.1％） 23年12月期第2四半期 1,703百万円 （―％）

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

24年12月期第2四半期 27.39 ―
23年12月期第2四半期 33.14 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年12月期第2四半期 52,292 43,118 82.5
23年12月期 49,973 42,016 84.1
（参考） 自己資本   24年12月期第2四半期  43,118百万円 23年12月期  42,016百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無   

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

23年12月期 ― 5.00 ― 5.00 10.00
24年12月期 ― 5.00
24年12月期（予想） ― 5.00 10.00

3. 平成24年12月期の連結業績予想（平成24年 1月 1日～平成24年12月31日）  
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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 26,460 △2.6 3,940 △17.0 4,230 △13.1 2,230 △29.9 43.39



(1) 当四半期連結累計期間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) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※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、添付資料の２ページの「１．当四半期決算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。 

※  注記事項

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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年12月期2Q 51,717,215 株 23年12月期 51,717,215 株
② 期末自己株式数 24年12月期2Q 328,101 株 23年12月期 324,421 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年12月期2Q 51,391,290 株 23年12月期2Q 51,400,461 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第２四半期におけるわが国経済は、東日本大震災後の復興需要の影響もあり緩やかな回復の兆しを見せてはお

りますが、欧州の財政金融不安や円高の長期化、また電力供給の制約やデフレの影響など企業業績の悪化が懸念さ

れるなか、依然として先行き不透明な状況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、主要取引業種の外食産業にあっては、消費者の節約志向、低価格

志向はより一層浸透し、また、食品業界や一般小売業にあっても低価格競争が続くなど、引き続き厳しい経営環境

にありました。 

 このような状況の中で、当社グループは、２月に開催された第40回国際ホテルレストランショーに省エネ機器を

はじめ他社との差別化を図る植物育成庫やスライド扉冷蔵庫を出展いたしました。 

  また、主力機種である縦型及び横型の業務用冷凍冷蔵庫のハンドルや温度モニター部のデザイン性や操作性を高

めるフルモデルチェンジを行ない、さらにトリプルインバータ制御のショーケースや食器洗浄器の新製品を市場に

投入するなど、積極的な市場展開で業績の維持向上に努めてまいりました。 

 この結果、当第２四半期連結累計期間の業績につきましては、売上高13,103百万円（前年同期比2.2％増）、営

業利益2,270百万円（前年同期比4.2％減）、経常利益2,330百万円（前年同期比4.1％減）、四半期純利益1,407百

万円（前年同期比17.4％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２四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2,319百万円増加の52,292百万円となりま

した。 

 この主な要因は、現金及び預金の増加666百万円、商品及び製品の増加500百万円、長期性預金の増加1,100百万

円等によるものであります。 

 負債は、前連結会計年度末と比べて、1,217百万円増の9,173百万円となりました。 

 この主な要因は、未払費用の増加763百万円、支払手形及び買掛金の増加555百万円等によるものであります。 

 これらの結果、純資産は前連結会計年度末と比べて1,102百万円増の43,118百万円となり、自己資本比率は1.6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２四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666百万円増加（前年同期は、4,606百万円の資金の増加）の30,868百万円となりました。 

 当第２四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） 

 営業活動により得られた資金は、2,386百万円（前年同期は、2,381百万円の資金の増加）となりました。 

 これは主に、税金等調整前四半期純利益2,323百万円、未払費用の増加763百万円、仕入債務の増加555百万円、

減価償却費246百万円が法人税等の支払額965百万円、棚卸資産の増加562百万円を上回ったことによるためであり

ます。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動により支出した資金は、1,462百万円（前年同期は、2,483百万円の資金の増加）となりました。 

 これは主に、定期預金の預入による支出2,200百万円、投資有価証券の取得による支出250百万円が、定期預金の

払戻による収入1,100百万円を上回ったことによるためであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動により支出した資金は、257百万円（前年同期は、258百万円の資金の支出）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。 

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

  平成24年５月14日に発表いたしました通期連結業績予想から修正は行なっておりません。  

  

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

該当事項はありません。 

（２）四半期連結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。 

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

該当事項はありません。 

（４）追加情報 

 第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び

誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正

に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日）を適用しております。 

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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４．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年12月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 32,801,833 33,468,222

受取手形及び売掛金 2,948,987 3,207,906

リース投資資産 170,776 70,649

商品及び製品 960,763 1,461,533

仕掛品 255,920 268,085

原材料及び貯蔵品 302,555 361,420

点検修理用部品 229,102 219,371

その他 1,084,682 839,330

貸倒引当金 △12,946 △11,813

流動資産合計 38,741,673 39,884,706

固定資産   

有形固定資産 7,519,675 7,440,469

無形固定資産 74,473 65,025

投資その他の資産   

投資有価証券 397,629 575,927

その他 3,347,550 4,438,712

貸倒引当金 △107,814 △112,149

投資その他の資産合計 3,637,365 4,902,490

固定資産合計 11,231,514 12,407,985

資産合計 49,973,188 52,292,692

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,450,517 3,005,622

未払法人税等 1,005,502 962,712

引当金 282,095 296,626

その他 2,070,494 2,758,664

流動負債合計 5,808,609 7,023,625

固定負債   

退職給付引当金 1,120,134 1,107,014

役員退職慰労引当金 1,017,578 1,036,056

その他 10,102 7,083

固定負債合計 2,147,815 2,150,155

負債合計 7,956,425 9,173,780
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年12月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年６月30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 22,423,131 23,573,535

自己株式 △181,132 △182,641

株主資本合計 42,016,918 43,165,814

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △155 △46,902

その他の包括利益累計額合計 △155 △46,902

純資産合計 42,016,763 43,118,911

負債純資産合計 49,973,188 52,292,692
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
（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）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年１月１日 
 至 平成24年６月30日) 

売上高 12,823,355 13,103,032

売上原価 5,054,176 5,175,462

売上総利益 7,769,179 7,927,570

販売費及び一般管理費 5,399,515 5,656,837

営業利益 2,369,663 2,270,732

営業外収益   

受取利息 19,919 17,485

受取配当金 1,187 7,437

スクラップ売却益 31,784 31,480

受取補償金 26,901 26,407

その他 39,693 33,906

営業外収益合計 119,486 116,716

営業外費用   

スクラップ処分費 28,028 28,506

点検契約解約損 14,699 12,654

その他 15,664 15,519

営業外費用合計 58,393 56,680

経常利益 2,430,757 2,330,769

特別利益   

固定資産売却益 173,015 28

貸倒引当金戻入額 87 －

特別利益合計 173,102 28

特別損失   

固定資産除却損 2,134 7,075

特別損失合計 2,134 7,075

税金等調整前四半期純利益 2,601,725 2,323,723

法人税、住民税及び事業税 870,082 925,658

法人税等調整額 28,387 △9,303

法人税等合計 898,470 916,355

少数株主損益調整前四半期純利益 1,703,254 1,407,368

四半期純利益 1,703,254 1,407,368
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年１月１日 
 至 平成24年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 1,703,254 1,407,368

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 285 △46,746

その他の包括利益合計 285 △46,746

四半期包括利益 1,703,540 1,360,621

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 1,703,540 1,360,621
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年１月１日 
 至 平成24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 2,601,725 2,323,723

減価償却費 238,008 246,254

貸倒引当金の増減額（△は減少） △18,779 3,202

賞与引当金の増減額（△は減少） 28,758 20,168

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △7,600 △8,300

製品保証引当金の増減額（△は減少） △956 2,662

退職給付引当金の増減額（△は減少） 17,307 △13,120

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 18,895 18,478

受取利息及び受取配当金 △21,107 △24,922

固定資産売却損益（△は益） △173,015 △28

固定資産除却損 2,134 7,075

売上債権の増減額（△は増加） △425,240 △231,394

リース投資資産の増減額（△は増加） 295,083 100,126

たな卸資産の増減額（△は増加） △554,560 △562,070

仕入債務の増減額（△は減少） 514,841 555,104

未払費用の増減額（△は減少） 675,956 763,378

その他 △85,229 132,911

小計 3,106,221 3,333,250

利息及び配当金の受取額 25,265 19,361

法人税等の支払額 △750,243 △965,828

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,381,243 2,386,783

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 △2,100,000 △2,200,000

定期預金の払戻による収入 4,500,000 1,100,000

有形固定資産の取得による支出 △109,922 △98,501

有形固定資産の売却による収入 217,231 28

無形固定資産の取得による支出 △22,825 △9,592

投資有価証券の取得による支出 － △250,868

その他 △969 △3,928

投資活動によるキャッシュ・フロー 2,483,513 △1,462,861

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 △1,202 △1,508

配当金の支払額 △257,513 △256,023

財務活動によるキャッシュ・フロー △258,716 △257,532

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 4,606,041 666,389

現金及び現金同等物の期首残高 24,573,338 30,201,833

現金及び現金同等物の四半期末残高 29,179,380 30,868,222
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該当事項はありません。 

該当事項はありません。 

品目別売上高 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

４．補足情報

品目 

当第２四半期連結累計期間 
（自 平成24年１月１日 
至 平成24年６月30日） 

金額（千円） 構成比（％） 

製品 

厨房用縦型冷凍冷蔵庫  3,768,284  28.7

店舗用縦型ショーケース  2,801,057  21.4

横型冷凍冷蔵庫  1,135,514  8.7

製氷機  1,471,365  11.2

小計  9,176,223  70.0

商品 

店舗設備機器  1,054,416  8.0

厨房設備機器  952,174  7.3

店舗設備工事  55,519  0.4

小計  2,062,110  15.7

点検・修理  1,454,491  11.2

リース料収入等  410,206  3.1

合計  13,103,032  100.0

大和冷機工業㈱（6459）平成24年12月期第2四半期決算短信

-9-


	Ｈ24年第2四半期　サマリー情報.pdf
	Ｈ24年第2四半期　第2四半期短信　本文.pdf

