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1.  平成21年3月期第1四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20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3月期第1四半期 7,757 ― 416 ― 486 ― 275 ―

20年3月期第1四半期 7,392 △0.1 384 61.5 419 56.0 240 76.4

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3月期第1四半期 25.04 ―

20年3月期第1四半期 21.88 ―

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3月期第1四半期 28,275 18,092 63.6 1,633.87

20年3月期 28,669 18,141 62.8 1,636.64

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  17,969百万円 20年3月期  17,999百万円

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3月期 ― ― ― 22.00 22.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ― ― 22.00 22.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率） 

（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

第2四半期連結累計期間 16,452 7.5 871 △7.0 844 △12.0 355 △37.7 32.35
通期 32,116 4.2 1,758 20.4 1,714 30.6 844 29.4 76.82

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．その他をご覧下さい。  

(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、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。  

(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．平成20年５月14日発表の通期連結業績予想を修正しておりません。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
の業積は、今後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、上記予想に関する事項は、添付資料の３ページをご参照ください。 
２．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 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第1四半期  11,033,080株 20年3月期  11,033,080株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  35,068株 20年3月期  35,068株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期  10,998,012株 20年3月期第1四半期  10,998,108株
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【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１四半期におけるわが国経済は、サブプライムローン問題による米国経済の減速や原油・原

材料価格が一段と高騰し、設備投資や個人消費の伸びが鈍化するなど、景気の減速感が一層強くな

ってまいりました。当企業集団を取り巻く環境は、ステンレスや銅などの原材料価格の高騰や食の

安全・安心に関する問題が相次ぎ個人消費が低迷する厳しい状況が続きました。 

 このような状況の中、当企業集団は、独自の食品安心技術とトータルソリューション力で安全・

安心・おいしい・健康な食生活を生活者に提供し、企業理念に掲げる「幸せ創造企業」の実現に向

けて取り組んでまいりました。 

冷凍冷蔵ショーケース販売では、冷凍冷蔵ショーケースの拡販キャンペーンを展開し、販売量の

増大に取り組むとともに、大幅な省エネと高鮮度管理を実現したショーケース冷却システム「アク

シア・エコ」を積極的に提案し、お客様に役立つ店舗提案を行ってまいりました。さらに当期間中

にコンビニ向けショーケースをモデルチェンジし、さらに省スペースで大量陳列を可能にした薄型

ショーケースを市場投入いたしました。 

冷凍冷蔵庫販売では、汎用業務用冷蔵庫やベーカリー機器のドゥコンディショナー、玄米保冷庫

の売上が堅調に推移いたしました。また、消費電力を抑え、環境に優しい高効率インバーター制御

の汎用業務用冷蔵庫のラインナップを充実させるとともに、積極的な販売活動を行いました。 

  その結果、当第１四半期の連結売上高は 77 億５千７百万円、連結営業利益は４億１千６百万円、

連結経常利益は４億８千６百万円、連結四半期純利益は２億７千５百万円となりました。 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

当第１四半期連結会計期間末における総資産は 282 億７千５百万円となり、前連結会計年度末に

比べ３億９千４百万円減少しております。 

（流動資産） 

当第１四半期連結会計期間末における流動資産の残高は 178 億４千３百万円（前連結会計年度は

183 億８千１百万円）となり、５億３千８百万円減少しました。これは主として現金及び預金の減

少によるものです。 

（固定資産） 

当第１四半期連結会計期間末における固定資産の残高は 104 億３千２百万円（前連結会計年度は

102 億８千８百万円）となり、１億４千４百万円増加しました。これは主として福岡事業所の土地

を取得したことによるものです。 

（流動負債） 

当第１四半期連結会計期間末における流動負債の残高は 95 億８千９百万円（前連結会計年度は

99 億２千７百万円）となり、３億３千８百万円減少しました。これは主として支払手形及び買掛

金が減少したことによるものです。 

（固定負債） 

当第１四半期連結会計期間末における固定負債の残高は５億９千３百万円（前連結会計年度は６

億１百万円）となり、７百万円減少しました。これは主として金融機関からの借入金返済による長

期借入金の減少によるものです。 

（純資産） 

当第１四半期連結会計期間末における純資産の残高は 180 億９千２百万円（前連結会計年度は

181 億４千１百万円）となり、４千９百万円減少しました。これは主として為替換算調整勘定が減

少したことによるものです。 

 

（キャッシュ・フローの状況） 

当第１四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、税金等

調整前四半期純利益を４億８千３百万円計上しましたが、法人税等や配当金の支払により前連結会

計年度末に比べ 12億４千８百万円減少し、64 億７千６百万円となりました。 
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当第１四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） 

営業活動の結果使用した資金は、７億７千３百万円となりました。これは主に法人税等の支払に

よるものです。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果使用した資金は、３億３千万円となりました。これは主に有形固定資産及び投資

有価証券の取得によるものです。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果使用した資金は、１億２千９百万円となりました。これは主に配当金の支払によ

るものです。 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

第２四半期累計期間及び通期の連結業績予想に関しましては、売上、利益とも概ね計画どおり推

移しており、平成 20 年５月 14日発表の予想数値の修正は行っておりません。 

 

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） 

該当事項はございません。 

 

(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棚卸資産の評価方法 

当第１四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、前連結会計年度末

の実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。また、棚卸資産の

簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積り、簿価切

下げを行う方法によっております。 

 ②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

する方法によっております。 

 

(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重要な資産の評価基準及び評価方法の変更 

たな卸資産 

通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として総平均法による原価法によっ

ておりましたが、当第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計

基準第９号 平成 18 年７月５日）が適用されたことに伴い、主として総平均法による原価法（貸

借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法）により算定しております。 

これにより、売上総利益及び営業利益は、それぞれ 5,608 千円減少しております。 

③連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱いの適用 

  「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（企業会計基準委員

会 平成 18 年５月 17 日 実務対応報告第 18 号）を当第１四半期連結会計期間から適用しており

ます。 

この適用に伴う損益に与える影響はありません。 
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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１四半期連結会計期間末
(平成20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3月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 6,476,433 7,724,594

受取手形及び売掛金 8,778,846 8,374,871

製品 888,877 912,028

原材料 970,047 946,177

仕掛品 23,817 37,272

その他 1,022,642 723,115

貸倒引当金 △317,562 △336,283

流動資産合計 17,843,101 18,381,777

固定資産   

有形固定資産   

土地 3,093,586 2,928,493

その他 4,098,975 4,237,272

有形固定資産合計 7,192,561 7,165,766

無形固定資産 147,692 156,150

投資その他の資産   

その他 3,156,145 3,029,868

貸倒引当金 △64,252 △63,651

投資その他の資産合計 3,091,892 2,966,217

固定資産合計 10,432,147 10,288,134

資産合計 28,275,248 28,669,911

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 6,441,994 6,968,446

短期借入金 475,340 355,660

未払法人税等 355,066 632,574

賞与引当金 779,404 495,872

製品保証引当金 185,688 168,521

その他 1,351,871 1,306,372

流動負債合計 9,589,365 9,927,447

固定負債   

長期借入金 10,000 36,820

退職給付引当金 446,548 427,865

役員退職慰労引当金 136,416 135,651

その他 618 708

固定負債合計 593,583 601,045

負債合計 10,182,948 10,528,492
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20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3月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,760,192 2,760,192

資本剰余金 2,886,073 2,886,073

利益剰余金 12,519,213 12,485,803

自己株式 △22,106 △22,106

株主資本合計 18,143,372 18,109,963

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △72,954 △67,998

為替換算調整勘定 △101,055 △42,151

評価・換算差額等合計 △174,009 △110,149

少数株主持分 122,937 141,605

純資産合計 18,092,300 18,141,419

負債純資産合計 28,275,248 28,669,911
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 (2)【四半期連結損益計算書】 
  (第１四半期連結累計期間) 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年4月 1日 
  至 平成20年6月30日) 

売上高 7,757,081

売上原価 5,828,386

売上総利益 1,928,695

販売費及び一般管理費 1,511,774

営業利益 416,920

営業外収益  

受取利息 872

受取配当金 11,545

持分法による投資利益 180

為替差益 17,744

その他 47,795

営業外収益合計 78,138

営業外費用  

支払利息 6,025

その他 2,405

営業外費用合計 8,431

経常利益 486,627

特別利益  

貸倒引当金戻入額 6,989

特別利益合計 6,989

特別損失  

投資有価証券評価損 9,912

特別損失合計 9,912

税金等調整前四半期純利益 483,705

法人税、住民税及び事業税 326,084

法人税等調整額 △111,042

法人税等合計 215,041

少数株主損失（△） △6,701

四半期純利益 275,365
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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）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年4月 1日 
  至 平成20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 483,705

減価償却費 169,087

貸倒引当金の増減額（△は減少） △8,267

賞与引当金の増減額（△は減少） 283,538

製品保証引当金の増減額（△は減少） 17,167

退職給付引当金の増減額（△は減少） 18,683

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 765

受取利息及び受取配当金 △12,417

支払利息 6,025

為替差損益（△は益） △12,294

投資有価証券評価損益（△は益） 9,912

持分法による投資損益（△は益） △180

売上債権の増減額（△は増加） △501,312

たな卸資産の増減額（△は増加） △5,357

その他の流動資産の増減額（△は増加） 3,101

その他の固定資産の増減額（△は増加） △9,207

仕入債務の増減額（△は減少） △462,343

その他の流動負債の増減額（△は減少） △169,708

小計 △189,105

利息及び配当金の受取額 12,424

利息の支払額 △5,956

法人税等の支払額 △590,635

営業活動によるキャッシュ・フロー △773,272

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形固定資産の取得による支出 △208,381

無形固定資産の取得による支出 △4,400

投資有価証券の取得による支出 △118,086

貸付金の回収による収入 750

投資活動によるキャッシュ・フロー △330,117

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の純増減額（△は減少） 143,000

長期借入金の返済による支出 △30,340

配当金の支払額 △242,096

財務活動によるキャッシュ・フロー △129,436

現金及び現金同等物に係る換算差額 △15,335

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,248,161

現金及び現金同等物の期首残高 7,724,594

現金及び現金同等物の四半期末残高 6,476,433
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 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。 
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［参考資料］ 
 前第１四半期に係る財務諸表等 
 （１） （要約）四半期連結損益計算書  

（単位：千円）

前年同四半期 

(平成 20 年３月期 

第１四半期) 科  目 

金 額 

Ⅰ.売上高 7,392,819

Ⅱ.売上原価 5,541,631

  売上総利益 1,851,188

Ⅲ.販売費及び一般管理費 1,466,675

  営業利益 384,512

Ⅳ.営業外収益 44,469

Ⅴ.営業外費用 9,762

  経常利益 419,219

Ⅵ.特別利益 9,240

   税金等調整前四半期純利益 428,459

   税金費用 200,190

   少数株主損失(△) △ 12,382

  四半期純利益 240,650

  

 （２） （要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

 （単位：千円）

前年同四半期 

(平成 20 年３月期 

第１四半期) 区 分 

金 額 

Ⅰ.営業活動によるキャッシュ・フロー △ 286,443

Ⅱ.投資活動によるキャッシュ・フロー △ 315,578

Ⅲ.財務活動によるキャッシュ・フロー △ 248,845

Ⅳ.現金及び現金同等物に係る換算差額 △ 2,841

Ⅴ.現金及び現金同等物の増減額 △ 853,709

Ⅵ.現金及び現金同等物の期首残高 6,056,300

Ⅶ.現金及び現金同等物の期末残高 5,202,591
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