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1.  平成21年12月期第1四半期の連結業績（平成21年1月1日～平成21年3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12月期第1四半期 7,265 ― 578 ― 600 ― 318 ―
20年12月期第1四半期 6,416 4.1 368 75.8 363 69.2 203 92.8

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1四半期 40.60 ―
20年12月期第1四半期 25.04 ―

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1四半期 25,013 14,616 53.8 1,714.03
20年12月期 25,865 14,393 51.2 1,689.06

（参考） 自己資本   21年12月期第1四半期  13,445百万円 20年12月期  13,250百万円

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 ― 0.00 ― 18.00 18.00
21年12月期 ―
21年12月期 

（予想） 0.00 ― 12.00 12.00

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

12,770 △2.5 520 △38.5 610 △34.5 320 △35.0 40.79

通期 27,470 △2.5 1,180 △36.8 1,270 △36.9 660 △35.3 84.13
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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、4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、4ページ「定性的情報・財務諸表等 4.その他」をご覧下さい。 

(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 
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異なる結果となる可能
性があります。 

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12月期第1四半期 8,954,000株 20年12月期  8,954,000株
② 期末自己株式数 21年12月期第1四半期 1,109,443株 20年12月期  1,109,353株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年12月期第1四半期 7,844,610株 20年12月期第1四半期 8,121,320株
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当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、世界的な金融危機や円高などの影響から企業収益が大幅に悪

化し、設備投資が落ち込み、さらに雇用・所得環境の悪化による個人消費の低迷等から、景況感の悪化が急速に進

みました。 

当社グループの主要顧客である食品流通業界でも、個人消費の低迷などにより厳しい経営環境が続いています。 

このようななか、当社グループは「エコ対策 お客さまとともに…省エネ法対応、既存店の省エネ・省力化、売

場づくり新提案」をテーマに、省エネを中心とした顧客の支持を得られる優れた製品の開発を推進しております。 

当第１四半期連結会計期間は、配送センター等の大型物件の引き渡し及び大都市圏での一部顧客の出店が集中

し、一定の成果を上げることができました。 

しかし、第２四半期連結会計期間以降は、製品需要が一巡し、顧客の設備投資意欲の後退などにより、厳しい状

況になるものと思われます。 

その結果、当第１四半期連結会計期間の売上高は72億65百万円、経常利益は6億円、四半期純利益は3億18百万円

となりました。 

所在地別セグメントの業績は次のとおりであります。 

①日本 

国内の売上高は、配送センター等の大型物件の売上を始め、スーパーマーケット、コンビニエンス・ストアの売

上が堅調に推移した結果、64億72百万円となり、営業利益は4億88百万円となりました。 

②中国 

中国では、欧州及びアジア向けの輸出が昨年下半期以降厳しい状態が続いた結果、売上高は8億8百万円となり、

営業利益は90百万円となりました。  

  

①資産、負債及び純資産の状況 

当第１四半期連結会計期間末の総資産は250億13百万円と前連結会計年度末比8億52百万円(3.3%減)の減少となり

ました。流動資産は194億84百万円と前連結会計年度末比5億76百万円(2.9%減)の減少となり、固定資産は55億28百

万円と前連結会計年度末比2億76百万円(4.8%減)の減少となりました。流動資産が大きく減少した主な要因は、現金

及び預金が前連結会計年度末比5億74百万円(4.7%減)減少したことによります。 

一方、負債の部は103億96百万円と前連結会計年度末比10億76百万円(9.4%減)の減少となりました。流動負債は73

億96百万円と前連結会計年度末比10億97百万円(12.9%減)の減少となり、固定負債は、29億99百万円と前連結会計年

度末比21百万円(0.7%増)の増加となりました。流動負債が大きく減少した主な要因は、支払手形及び買掛金が前連

結会計年度末比8億52百万円(13.5%減)減少したことによります。 

純資産の部は146億16百万円と前連結会計年度末比2億23百万円(1.6%増)の増加となりました。この結果、自己資

本比率は、前連結会計年度末の51.2%から53.8%となりました。 

②キャッシュ・フローの状況 

当第１四半期連結会計期間における現金及び現金同等物の残高は、期首から8億18百万円減少し、61億5百万円と

なりました。その内容の主なもの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１四半期連結会計期間において営業活動により減少した資金は7億7百万円となりました。 

この主な要因は、売上債権の増加が１億19百万円、仕入債務の減少が8億94百万円及び法人税等の支払が6億95百

万円あったためであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当第１四半期連結会計期間において投資活動により減少した資金は26百万円となりました。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当第１四半期連結会計期間において財務活動により減少した資金は1億26百万円となりました。 

この要因は、配当金の支払が1億26百万円あったためであります。 

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

２．連結財政状態に関する定性的情報
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平成21年12月期の連結業績予想については概ね予想通りに推移しており、現時点においては第２四半期連結累

計期間、通期とも平成21年2月13日付「平成20年12月期 決算短信」に掲載いたしました業績予想数値に変更はあ

りません。 

  

当第１四半期連結会計期間において、重要な子会社の異動はありません。 

  

１．簡便な会計処理 

①たな卸資産の評価方法 

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。 

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固定資産の減価償却費については、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。   

２．四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理  

①税金費用の計算 

税金費用については、当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理

的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。  

なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。 

  

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 

通常の販売目的で保有するたな卸資産につきましては、従来、総平均法、個別法又は先入先出法による原

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、総平均法、個別法又は先入先出法による原価

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下げの方法）により算定しております。 

 この変更に伴う損益への影響はありません。 

 なお、この変更に伴うセグメント情報への影響は当該箇所に記載しております。  

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 

当第１四半期連結会計期間より、「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」（実務対応報告第18号 平成18年５月17日）を適用し、連結決算上必要な修正を行っております。 

 この変更に伴う損益への影響はありません。 

 なお、この変更に伴うセグメント情報への影響は当該箇所に記載しております。 

  

３．連結業績予想に関する定性的情報

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）

（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

（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
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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21年３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12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 11,571,009 12,145,096

受取手形及び売掛金 5,798,156 5,625,107

製品 708,370 910,149

原材料 707,797 706,964

仕掛品 424,801 385,583

繰延税金資産 180,726 144,273

その他 99,440 150,758

貸倒引当金 △5,531 △6,681

流動資産合計 19,484,768 20,061,251

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 3,895,179 3,804,754

減価償却累計額 △2,664,705 △2,583,204

建物及び構築物（純額） 1,230,473 1,221,549

機械装置及び運搬具 2,466,861 2,396,958

減価償却累計額 △1,889,579 △1,808,009

機械装置及び運搬具（純額） 577,281 588,948

土地 1,115,946 1,115,946

建設仮勘定 689 21,052

その他 825,170 811,821

減価償却累計額 △745,740 △734,338

その他（純額） 79,429 77,483

有形固定資産合計 3,003,821 3,024,980

無形固定資産   

のれん 21,282 22,534

土地使用権 281,234 260,758

その他 42,441 27,368

無形固定資産合計 344,958 310,661

投資その他の資産   

投資有価証券 1,053,577 1,197,825

長期貸付金 6,026 6,185

長期前払費用 3,796 4,458

繰延税金資産 766,615 712,683

その他 393,231 590,135

貸倒引当金 △43,783 △42,415

投資その他の資産合計 2,179,463 2,468,871

固定資産合計 5,528,243 5,804,512

資産合計 25,013,012 25,865,764
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年３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12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 5,445,874 6,297,964

短期借入金 265,000 265,000

未払費用 706,688 602,039

未払法人税等 255,490 692,320

未払消費税等 85,906 85,466

繰延税金負債 114 1,849

賞与引当金 277,352 84,065

製品保証引当金 147,017 126,095

その他 213,250 339,703

流動負債合計 7,396,695 8,494,503

固定負債   

繰延税金負債 6,332 6,010

退職給付引当金 2,353,760 2,319,865

役員退職慰労引当金 250,047 242,894

負ののれん 6,849 7,306

その他 382,466 401,790

固定負債合計 2,999,457 2,977,868

負債合計 10,396,152 11,472,371

純資産の部   

株主資本   

資本金 822,650 822,650

資本剰余金 522,058 522,058

利益剰余金 12,475,439 12,304,978

自己株式 △674,318 △674,250

株主資本合計 13,145,830 12,975,437

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 175,634 254,023

為替換算調整勘定 124,350 20,609

評価・換算差額等合計 299,984 274,633

少数株主持分 1,171,044 1,143,322

純資産合計 14,616,859 14,393,393

負債純資産合計 25,013,012 25,865,764
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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21年１月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 7,265,198

売上原価 6,027,304

売上総利益 1,237,893

販売費及び一般管理費 659,753

営業利益 578,139

営業外収益  

受取利息 17,117

受取配当金 123

仕入割引 1,362

受取地代家賃 1,077

負ののれん償却額 456

その他 4,983

営業外収益合計 25,120

営業外費用  

支払利息 2,083

売上割引 216

営業外費用合計 2,299

経常利益 600,960

特別利益  

貸倒引当金戻入額 1,288

特別利益合計 1,288

特別損失  

固定資産除却損 90

減損損失 71

投資有価証券評価損 15,260

特別損失合計 15,422

税金等調整前四半期純利益 586,826

法人税等 229,715

少数株主利益 38,644

四半期純利益 318,465
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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21年１月１日 
 至 平成21年３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 586,826

減価償却費 64,935

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,575

賞与引当金の増減額（△は減少） 193,286

製品保証引当金の増減額（△は減少） 20,213

退職給付引当金の増減額（△は減少） 33,895

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 7,152

受取利息及び受取配当金 △17,240

支払利息 2,083

固定資産除却損 90

減損損失 71

投資有価証券評価損益（△は益） 15,260

売上債権の増減額（△は増加） △119,103

たな卸資産の増減額（△は増加） 212,872

その他の資産の増減額（△は増加） 60,583

仕入債務の増減額（△は減少） △894,018

その他の負債の増減額（△は減少） △64,517

その他 △117,941

小計 △17,124

利息及び配当金の受取額 10,778

利息の支払額 △5,856

法人税等の支払額 △695,567

営業活動によるキャッシュ・フロー △707,770

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 △11,318

有形固定資産の売却による収入 828

貸付金の回収による収入 159

定期預金の預入による支出 △415,634

定期預金の払戻による収入 403,544

投資有価証券の取得による支出 △2,760

保険積立金の解約による収入 712

保険積立金の積立による支出 △2,694

差入保証金の回収による収入 262

投資活動によるキャッシュ・フロー △26,901

財務活動によるキャッシュ・フロー  

配当金の支払額 △126,429

財務活動によるキャッシュ・フロー △126,429

現金及び現金同等物に係る換算差額 42,805

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △818,295

現金及び現金同等物の期首残高 6,923,670

現金及び現金同等物の四半期末残高 6,105,374
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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。  

  

 該当事項はありません。 

  

当第１四半期連結累計期間（自平成21年１月１日 至平成21年３月31日） 

当社グループの事業は食品店舗向けの冷凍・冷蔵ショーケース等の製造、販売の単一セグメントのため事業の

種類別セグメント情報の記載を省略しております。  

  

当第１四半期連結累計期間（自平成21年１月１日 至平成21年３月31日） 

（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．会計処理の方法の変更 

 （棚卸資産の評価に関する会計基準） 

 「定性的情報・財務諸表等 ４．その他（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」に記載のとおり、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）を適用しております。これによる「日本」及び「中国」の営業

利益に与える影響はありません。 

 （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） 

 「定性的情報・財務諸表等 ４．その他（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」に記載のとおり、当第１四半期連結会計期間より「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」（実務対応報告第18号 平成18年５月17日）を適用しております。これ

による「日本」及び「中国」の営業利益に与える影響はありません。 

  

当第１四半期連結累計期間（自平成21年１月１日 至平成21年３月31日） 

（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．各区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

  （1）欧州   イギリス 

  （2）アジア  中国、香港、マレーシア 

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の日本以外の国又は地域における売上高であります。  

  

  

 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

〔事業の種類別セグメント情報〕

〔所在地別セグメント情報〕

  
日本
（千円） 

中国
（千円） 

計
（千円） 

消去又は全社 
（千円） 

連結
（千円） 

 売上高           

(1）外部顧客に対する売上高  6,468,032  797,166  7,265,198  －  7,265,198

(2）セグメント間の内部売上高  4,650  11,644  16,294  (16,294)  －

計  6,472,682  808,810  7,281,493  (16,294)  7,265,198

 営業利益  488,892  90,408  579,300  (1,160)  578,139

〔海外売上高〕

  欧州 アジア 計

Ⅰ 海外売上高（千円）  203,683  593,482  797,166

Ⅱ 連結売上高（千円）      7,265,198

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％）  2.8  8.2  11.0

（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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「参考資料」  

前年同四半期に係る財務諸表等 

（要約）四半期連結損益計算書 

前第１四半期連結累計期間（平成20年１月１日～３月31日） 

科目 

前年同四半期
（平成20年12月期 
第１四半期） 

金額（千円）

１．売上高  6,416,448

２．売上原価  5,369,433

売上総利益  1,047,015

３．販売費及び一般管理費  678,930

営業利益  368,085

４．営業外収益  14,927

５．営業外費用  19,919

経常利益  363,093

６．特別利益  36,160

７．特別損失  4,204

税金等調整前四半期純利益  395,050

法人税、住民税及び事業税  147,055

少数株主利益   44,653

四半期純利益  203,341
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