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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12月31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3四半期 23,154 ― 889 ― 951 ― 283 ―

20年3月期第3四半期 23,803 1.1 1,316 51.6 1,382 46.0 810 59.4

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3四半期 25.78 ―

20年3月期第3四半期 73.71 ―

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3四半期 28,275 18,189 63.9 1,641.98

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3四半期  18,058百万円 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 30,768 △0.2 1,289 △11.8 1,332 1.6 428 △34.4 38.97

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  無  

(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．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。  

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3四半期  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3四半期  35,291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3四半期  10,997,952株 20年3月期第3四半期  10,998,063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３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、世界的な金融不安、株価の大幅下落、急激な円高

による企業収益の悪化など、大きく景気が後退する厳しい経済環境で推移いたしました。また、当企業

集団を取り巻く環境は、原材料価格は徐々に落ち着きを見せつつも、雇用情勢の悪化や景気後退による

個人消費の低迷、設備投資の減少など厳しい状況で推移いたしました。 

 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、個人消費低迷により主要顧客であるＧＭＳやスーパーマーケットの

新規出店や改装案件が抑制され、厳しい状況が続きました。そのような中、当企業集団は、地域の食生

活を支える食品スーパーを中心に、大幅な省エネと高鮮度管理を実現する｢アクシア・エコ｣システムで

お客様に役立つ店舗提案を行ってまいりました。 

冷凍冷蔵庫販売では、個人消費の低迷により外食産業においても厳しい状況が続きましたが、消費者

の節約志向が一層高まり、低価格を意識したファーストフード店や外食チェーン店、店内調理を強化し

たコンビニエンスストアなどが好調に推移し、それに伴い汎用業務用冷蔵庫の売上が堅調に推移いたし

ました。また、メディカル機器のシェアアップに積極的に取り組み、メディカル機器の売上が着実に伸

びました。さらに、カーボンオフセット付インバーター冷凍冷蔵庫を追加発売しバリエーションを充実

いたしました。 

サービス販売については、夏季の猛暑によるメンテナンス需要や保守契約の増加に加え、インバータ

ー制御等の省エネ設備への転換工事や新冷媒（４０４Ａ）への転換需要が伸びたことから、サービス販

売は堅調に推移いたしました。 

その結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は 231 億５千４百万円、営業利益は８億８千９百万円、

経常利益は９億５千１百万円、四半期純利益は２億８千３百万円となりました。 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

当第３四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３四半期連結会計期間末における流動資産の残高は180億６千８百万円(前連結会計年度

末は183億８千１百万円)となり、３億１千２百万円減少しました。これは主として現金及び預金

や受取手形及び売掛金の減少によるものです。 

(固定資産) 

当第３四半期連結会計期間末における固定資産の残高は102億６百万円(前連結会計年度末は

102億８千８百万円)となり、８千１百万円減少しました。これは主として減価償却費の計上によ

る有形固定資産「その他」の減少によるものです。 

   (流動負債) 

当第３四半期連結会計期間末における流動負債の残高は94億５千７百万円(前連結会計年度末

は99億２千７百万円)となり、４億７千万円減少しました。これは主として未払法人税等や賞与

引当金が減少したことによるものです。 

(固定負債) 

当第３四半期連結会計期間末における固定負債の残高は６億２千８百万円(前連結会計年度末

は６億１百万円)となり、２千７百万円増加しました。これは主として退職給付引当金の増加に

よるものです。 

(純資産) 

当第３四半期連結会計期間末における純資産の残高は181億８千９百万円(前連結会計年度末

は181億４千１百万円)となり、４千８百万円増加しました。これは主として利益剰余金が増加し

たことによるものです。 
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（キャッシュ・フローの状況） 

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、税金等調

整前四半期純利益を５億８千８百万円計上しましたが、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２億３千７百万円減少し、74 億８千７百万円となりました。 

 

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) 

営業活動の結果得られた資金は、４億６千３百万円となりました。これは主に税金等調整前四半期

純利益の計上によるものです。 

(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、４億６千８百万円となりました。これは主に有形固定資産の取得

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、１億９千３百万円となりました。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 

  通期の連結業績予想に関しましては、平成 20 年 11 月４日に公表した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 

    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、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、当第３四半期連結累計期間の売上総利益及び営業利益は、それぞれ32,690千円減少

しております。 

②「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３四半期連結会計期間末 
(平成20年12月31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 7,487,420 7,724,594 

受取手形及び売掛金 8,209,603 8,374,871 

製品 931,850 912,028 

原材料 1,059,248 946,177 

仕掛品 145,625 37,272 

その他 629,549 723,115 

貸倒引当金 △394,449 △336,283 

流動資産合計 18,068,848 18,381,777 

固定資産   

有形固定資産   

土地 3,138,546 2,928,493 

その他（純額） 3,923,341 4,237,272 

有形固定資産合計 7,061,888 7,165,766 

無形固定資産 141,999 156,150 

投資その他の資産   

その他 3,081,972 3,029,868 

貸倒引当金 △79,095 △63,651 

投資その他の資産合計 3,002,877 2,966,217 

固定資産合計 10,206,765 10,288,134 

資産合計 28,275,614 28,669,911 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 7,011,362 6,968,446 

短期借入金 424,032 355,660 

未払法人税等 102,643 632,574 

賞与引当金 299,845 495,872 

製品保証引当金 180,026 168,521 

その他 1,439,355 1,306,372 

流動負債合計 9,457,264 9,927,447 

固定負債   

長期借入金 10,000 36,820 

退職給付引当金 478,590 427,865 

役員退職慰労引当金 139,386 135,651 

その他 852 708 

固定負債合計 628,829 601,045 

負債合計 10,086,094 10,528,492 
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末 
(平成20年12月31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 12,527,385 12,485,803 

自己株式 △22,299 △22,106 

株主資本合計 18,151,351 18,109,963 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △10,368 △67,998 

為替換算調整勘定 △82,825 △42,151 

評価・換算差額等合計 △93,193 △110,149 

少数株主持分 131,360 141,605 

純資産合計 18,189,519 18,141,419 

負債純資産合計 28,275,614 28,669,911 
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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）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年4月 1日 

  至 平成20年12月31日) 

売上高 23,154,648 

売上原価 17,544,596 

売上総利益 5,610,052 

販売費及び一般管理費 4,720,416 

営業利益 889,635 

営業外収益  

受取利息 5,778 

受取配当金 20,071 

持分法による投資利益 648 

受取家賃 37,446 

その他 97,874 

営業外収益合計 161,820 

営業外費用  

支払利息 20,727 

為替差損 54,606 

その他 24,331 

営業外費用合計 99,664 

経常利益 951,791 

特別損失  

投資有価証券評価損 362,926 

特別損失合計 362,926 

税金等調整前四半期純利益 588,864 

法人税、住民税及び事業税 428,451 

法人税等調整額 △71,098 

法人税等合計 357,352 

少数株主損失（△） △52,026 

四半期純利益 283,537 
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【第３四半期連結会計期間】 

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成20年10月 1日 

  至 平成20年12月31日) 

売上高 7,849,103 

売上原価 6,086,437 

売上総利益 1,762,665 

販売費及び一般管理費 1,532,810 

営業利益 229,855 

営業外収益  

受取利息 834 

受取配当金 4,768 

受取家賃 12,769 

その他 23,201 

営業外収益合計 41,573 

営業外費用  

支払利息 6,957 

持分法による投資損失 717 

為替差損 58,901 

その他 12,185 

営業外費用合計 78,761 

経常利益 192,667 

特別利益  

投資有価証券評価損戻入益 34,597 

貸倒引当金戻入額 17,425 

特別利益合計 52,022 

税金等調整前四半期純利益 244,690 

法人税、住民税及び事業税 △5,569 

法人税等調整額 149,751 

法人税等合計 144,182 

少数株主損失（△） △1,413 

四半期純利益 101,921 
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成20年4月 1日 

  至 平成20年12月31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 588,864 

減価償却費 545,699 

のれん償却額 45,951 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 77,239 

賞与引当金の増減額（△は減少） △196,020 

製品保証引当金の増減額（△は減少） 11,505 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 50,725 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 3,735 

受取利息及び受取配当金 △25,850 

支払利息 20,727 

為替差損益（△は益） 18,017 

投資有価証券評価損益（△は益） 362,926 

投資事業組合運用損益（△は益） 3,079 

持分法による投資損益（△は益） △648 

有形固定資産売却損益（△は益） △940 

売上債権の増減額（△は増加） 186,876 

たな卸資産の増減額（△は増加） △250,415 

その他の流動資産の増減額（△は増加） △19,030 

その他の固定資産の増減額（△は増加） △13,176 

仕入債務の増減額（△は減少） 84,559 

その他の流動負債の増減額（△は減少） △89,151 

小計 1,404,672 

利息及び配当金の受取額 25,855 

利息の支払額 △20,819 

法人税等の還付額 14,531 

法人税等の支払額 △960,707 

営業活動によるキャッシュ・フロー 463,532 

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 △313,452 

有形固定資産の売却による収入 1,600 

無形固定資産の取得による支出 △10,286 

投資有価証券の取得による支出 △148,143 

貸付金の回収による収入 2,250 

投資活動によるキャッシュ・フロー △468,031 
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（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年4月 1日 

  至 平成20年12月31日) 

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） 139,472 

長期借入金の返済による支出 △91,020 

自己株式の取得による支出 △192 

配当金の支払額 △242,195 

財務活動によるキャッシュ・フロー △193,936 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △38,739 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △237,174 

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 7,487,420 
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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３四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） 

前年同四半期連結会計期間 前年同四半期連結累計期間 

(自 平成 19 年 10 月１日 

   至 平成 19 年 12 月 31 日) 

(自 平成 19 年４月１日 

   至 平成19年 12月31日) 
科  目 

金  額 金  額 

Ⅰ.売上高 8,497,916 23,803,204 

Ⅱ.売上原価 6,543,987 17,950,641 

  売上総利益 1,953,929 5,852,563 

Ⅲ.販売費及び一般管理費 1,574,581 4,535,666 

  営業利益 379,349 1,316,897 

Ⅳ.営業外収益 68,201 163,390 

Ⅴ.営業外費用 25,527 97,922 

  経常利益 422,023 1,382,365 

Ⅵ.特別利益 551 26,619 

Ⅶ.特別損失                         - 10,500 

  税金等調整前四半期純利益 422,574 1,398,484 

  税金費用 214,413 648,426 

  少数株主損失(△) △31,621 △60,631 

 四半期純利益 239,782 810,689 

   

（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書  

 （単位：千円）  

前年同四半期連結累計期間  

(自 平成 19 年４月１日 

    至 平成 19年 12月 31日) 
 区 分 

金 額  

Ⅰ.営業活動によるキャッシュ・フロー 2,767,174  

Ⅱ.投資活動によるキャッシュ・フロー △ 554,831  

Ⅲ.財務活動によるキャッシュ・フロー △ 196,246  

Ⅳ.現金及び現金同等物に係る換算差額 △ 2,278  

Ⅴ.現金及び現金同等物の増減額 2,013,817  

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 8,070,118  
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