
 
平成平成平成平成21212121年年年年3333月期月期月期月期    決算短信決算短信決算短信決算短信    

平成21年5月15日 

（百万円未満切捨て） 

上場会社名 福島工業株式会社 上場取引所 東 大 

コード番号 6420 URL http://www.fukusima.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 福島 裕

問合せ先責任者 （役職名） 財経部 部長 （氏名） 敷島 正明 TEL 06-6477-2023
定時株主総会開催予定日 平成21年6月29日 配当支払開始予定日 平成21年6月30日

有価証券報告書提出予定日 平成21年6月29日

1.  21年3月期の連結業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期 30,124 △2.3 1,164 △20.3 1,258 △4.1 415 △36.4

20年3月期 30,828 2.1 1,461 48.1 1,312 23.2 653 12.8

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

21年3月期 37.78 ― 2.3 4.5 3.9
20年3月期 59.37 ― 3.6 4.6 4.7

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  0百万円 20年3月期  6百万円

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 27,744 18,189 65.2 1,644.59
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  18,086百万円 20年3月期  17,999百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

21年3月期 738 △724 △307 7,335
20年3月期 2,559 △639 △224 7,724

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（年間）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）（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 百万円 ％ ％

20年3月期 ― ― ― 22.00 22.00 241 37.1 1.3
21年3月期 ― ― ― 18.00 18.00 197 47.6 1.1

22年3月期 
（予想）

― ― ― 18.00 18.00 51.4

3.  22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22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） 

 

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 14,000 △8.5 553 △14.0 540 △27.1 166 △8.1 15.16

通期 27,915 △7.3 967 △16.9 928 △26.2 385 △7.3 35.04
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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) 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（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

（注）詳細は、18ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」及び23ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注）1株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、38ページ「1株当たり情報」をご覧ください。 

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 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  35,303株 20年3月期  35,068株

（参考）個別業績の概要 

1.  21年3月期の個別業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期 28,849 △2.1 1,335 △19.5 1,456 △10.3 200 △71.3

20年3月期 29,475 2.4 1,659 75.9 1,623 56.4 700 28.0

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

21年3月期 18.27 ―

20年3月期 63.73 ―

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 26,031 17,811 68.4 1,619.57
20年3月期 27,206 17,806 65.4 1,619.05

（参考） 自己資本 21年3月期  17,811百万円 20年3月期  17,806百万円

2.  22年3月期の個別業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

 業績予想につきましては、適正な情報に基づき作成したものでありますが、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。詳
細は３ページ「１．経営成績 （１）経営成績に関する分析」をご覧下さい。 

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 
累計期間

13,387 △10.2 542 △34.2 530 △43.0 158 △37.2 14.44

通期 26,485 △8.2 922 △30.9 898 △38.3 361 79.9 32.85
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定性的情報・財務諸表等 

１．経営成績 

（１）経営成績に関する分析 

  ①当期の経営成績 

  当連結会計年度におけるわが国経済は、米国のサブプライムローン問題に端を発した世界的な金

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。 

当企業集団を取り巻く環境は、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、さらに昨年後半からの急激な市場環境の悪化により大変厳しい状況となりました。流通産業で

は、百貨店やＧＭＳなどの大型店舗の販売不振や、まちづくり３法による出店規制などにより新規

出店や改装案件への投資が抑えられる厳しい状況が続きました。また、外食産業においては、低価

格のファーストフード業態が比較的堅調に推移するものの、個人消費の低迷、ガソリン価格の高騰

により外食産業全体では客数、客単価が伸び悩み、企業間競争の激化が収益を圧迫する厳しい状況

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。製造部門では高効率インバーター制御などの環境対応型製品の開発

力強化に、営業部門では調理後の食材を急速冷却するブラストチラーやベーカリー機器のドゥコン

ディショナー、安全・安心に配慮したＲＯ水機器、ＦＥクリーン水機器などの当社独自商品の売上

増大および汎用業務用冷蔵庫、製氷機シェアの拡大に、サービス・工事部門ではサービス技術力の

強化によるカスタマーサポート力の向上やショーケース工事、大型冷蔵庫などの工事施工力の強化

にそれぞれ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、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うとともに、コン

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

を発売いたしました。また、コンパクトな本体にポンプや貯水タンクを内蔵しカウンター内に設置

可能な超小型業務用ＲＯ水生成装置を発売し、生鮮食品や調理器具の殺菌・洗浄に有効なＦＥクリ

ーン水機器とともに、安全・安心にこだわった店舗提案を積極的に行ってまいりました。さらに、

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んでまいりました。し

かしながら、個人消費低迷や原材料価格の高騰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、冷凍冷蔵ショーケース販売の売上高は前年同期比５．４％減と

なりました。 

冷凍冷蔵庫販売では、消費者の節約志向が一層強まり、積極的な設備投資は控えられたものの、

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、業界で初めて、冷蔵庫を京都議定書でのＣＯ２削減目標年度（２０１２年）までの５年間使

用した際に発生するＣＯ２排出量と同等のＣＯ２排出権をセットにしたカーボンオフセット付イ

ンバーター冷蔵庫を発売するとともに、冷凍冷蔵庫のインバーター化を推進し、カーボンオフセッ

ト付インバーター冷凍冷蔵庫並びに冷凍庫を追加発売するなど環境に配慮した製品バリエーショ

ンの充実を図りました。その結果、冷凍冷蔵庫販売の売上高は前年同期比１．４％増となりました。 

付帯設備工事では、スーパーマーケット関連の設備工事の減少に加え、大型冷蔵庫の減少により、



前年同期比５．７％減となりました。 

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し前年同期比３．２％増となりました。 

その結果、当連結会計年度の売上高は３０１億２千４百万円（前年同期比２．３％減）となりま

した。 

一方、利益につきましては、製造部門での原価低減活動、全社での経費削減など利益確保に向け

た活動を推進してまいりましたが、株価下落による投資有価証券評価損の計上などにより、営業利

益は１１億６千４百万円（前年同期比２０．３％減）、経常利益は１２億５千８百万円（前年同期

比４．１％減）、当期純利益は４億１千５百万円（前年同期比３６．４％減）となりました。 

 

②次期の見通し 

 次期の見通しにつきましては、雇用情勢の悪化、個人消費の低迷など景気回復の兆しが見えないこ

とから、引き続き厳しい状況が続くものと思われます。当業界においては、当社の主要マーケットで

ある流通産業、外食産業ともに激しい価格競争が続くものと思われ、設備投資が抑制されることが予

想されます。このような状況のもと、当企業集団は、環境・安全・安心に配慮した独自商品で他社と

の差別化を図るとともに、経費の徹底的削減、原価低減により収益体質の改善を図ります。営業部門

では、生活者の暮らしを支える地域の食品スーパーを中心に販路を拡大するとともに、食の安全性向

上だけでなく、おいしさや品質アップを図る｢冷却調理｣など、機器だけでなくメニュー提案や温度管

理までトータルな店舗提案を行い、売上増大と利益確保に努めてまいります。サービス部門では、メ

ンテナンス体制の拡充や技術力をさらに高め、お客様に信頼されるサービスを提供してまいります。

製造部門では、省エネに配慮した環境対応型製品の開発、ブラストチラーやドゥコンディショナーの

モデルチェンジなど新製品開発を積極的に推進するとともに、固定費の削減、原価低減、生産性向上

に取り組んでまいります。 

  

次期の業績見通しにつきましては、連結売上高２７９億１千５百万円、連結経常利益９億２千

８百万円、連結当期純利益３億８千５百万円を見込んでおります。 

 

（２）財政状態に関する分析 

 当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、税金等調整前当期純利益

８億６千５百万円を計上しましたが、前連結会計年度末に比べ３億８千９百万円減少し、７３億３千

５百万円となりました。 

 

 当連結会計年度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、７億３千８百万円（前年同期比１８億２千万円減）となりま

した。これは主に税金等調整前当期純利益の計上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） 

   投資活動の結果使用した資金は７億２千４百万円（前年同期比８千４百万円増）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あります。 



（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、３億７百万円（前年同期比８千３百万円増）となりました。

これは主に配当金の支払いによるものであります。  

 

なお、キャッシュ・フロー指標のトレンドは以下のとおりであります。 

 
平成 17年  

3月期 

平成 18年 

3月期 

平成 19年 

3月期 

平成 20年 

3月期 

平成 21年 

3月期 

自己資本比率（％） 59.8 60.9 64.5 62.8 65.2 

時価ベースの自己

資本比率（％） 
57.7 59.5 50.5 38.4 24.4 

キャッシュ・フロー

対有利子負債比率 
1.0 0.2 0.3 0.2 0.4 

ｲﾝﾀﾚｽﾄ・ｶﾊﾞﾚｯｼﾞ・

ﾚｼｵ（倍） 
41.4 137.7 102.6 189.4 30.8 

（注）1 上表中の各指標は以下のとおり算出しております。 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額/総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債/営業キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー/利払い 

2 いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

3 株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数により算出しております。 

4 営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・

フローを使用しております。 

5 有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負

債を対象としております。 

6 利払いは、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。 

 

（３）利益配分に関する基本方針及び当期の配当 

 利益配分につきましては、拡大する事業機会を迅速、確実に捉えるために十分な株主資本を維持す

ることを考慮しつつ、株主資本配当率（DOE）をベースとして基準配当額を決定し、この率を年々

少しずつでも向上させることを当社の利益還元の基本方針とします。内部留保金につきましては、株

主価値の増大に繋げるべく、インフラの整備・拡充も含め、高い収益性・成長性の見込める事業分野

に引き続き有効投資してまいります。 

期末配当金については、当期の利益水準や経済環境を勘案し、1株当たり１８円を予定しておりま

す。 

 

（４）事業等のリスク 

投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項として、以下のようなものがあります。 

なお、文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当企業集団が判断したも

のであります。 



 (1)経済状況 

 当企業集団の営業収入のうち、重要な部分を占める冷凍冷蔵ショーケース・冷凍冷蔵庫部門の

需要は当企業集団が販売している流通業界、外食産業等の経営環境に影響を受けます。スーパー

マーケット・百貨店等での売上高の鈍化、個人消費の低迷による外食産業の収益悪化、或いはＢ

ＳＥ等の食品の安全性懸念による市況の悪化等は、当企業集団の経営成績及び財政状態に影響を

与える可能性があります。また、原材料の高騰により、当企業集団の経営成績及び財政状態に影

響を与える可能性があります。 

 

(2)価格競争 

 既存の冷凍冷蔵庫・冷凍冷蔵ショーケースの商品群においては、競合メーカーとの競争は大変

厳しいものになっております。他社には無い技術、ソフト、サービス力などを武器に高付加価値

商品を提供してまいりますが、コスト削減以上の低価格競争が激化した場合、当企業集団の経営

成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。 

 

 (3)知的所有権について 

 当企業集団は、研究開発活動上様々な知的所有権を使用しており、それらは当企業集団所有の

ものであるか或いは適法に使用許諾を受けたものであると認識しておりますが、当社の認識の範

囲外で第三者の知的所有権を侵害する可能性があります。知的所有権を巡っての係争が発生した

場合には、当企業集団の経営成績に影響を与える可能性があります。当社は、平成 20年 12月に、

競合会社から特許侵害による訴訟の提起を受けておりますが、権利の侵害が無いことを確信して

おり、今後、その旨を主張してまいりますが、今後の状況によっては、賠償金の支払いあるいは

製品の差し止めの命令を受ける可能性があります。 

 

(4)製品の欠陥 

 品質管理には万全を期しており、将来の製品の無償修理費用に備える製品保証引当金の設定及

び PL 保険等に加入しておりますが、瑕疵担保責任及び製造物責任による損害賠償が多額に発生

した場合は、当企業集団の経営成績に影響を与える可能性があります。 

 

 (5)法的規制 

 当企業集団は事業の運営等に際し、主に以下の法律による法的規制を受けております。当企業

集団では、関連法令等を遵守して事業運営を行なっており、現時点で事業の運営に支障をきたす

ような法的規制はありませんが、これらの法的規制が見直された等の場合には事業展開等に影響

を受ける可能性があります。 

 

法律名 監督官庁 

電気用品安全法 経済産業省 

特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関

する法律 

経済産業省 

食品衛生法 厚生労働省 



特定製品に係わるフロン類の回収及び破壊の

実施の確保等に関する法律（フロン回収破壊

法） 

環境省 

高圧ガス保安法 経済産業省 

建設業法 国土交通省 

 また、当企業集団の販売先である大型スーパー・百貨店の新規出店に対する規制として、以下

の法律があります。 

 

法律名 監督官庁 

大規模小売店舗立地法 経済産業省 

   

 「大規模小売店舗立地法」は、当企業集団が直接的に規制を受けている法律ではありませんが、

大型スーパー・百貨店等は、新規出店に際し当社製品を購入することが多いため、当該規制が変

わった等の場合には事業展開に影響を受ける可能性があります。 

 

 (6)退職給付債務 

 当企業集団の従業員退職給付費用および債務は、割引率等数理計算上で設定される前提条件や

年金資産の期待収益率に基づいて算出されております。割引率の低下や運用利回りの悪化は当企

業集団の経営成績に影響を与える可能性があります。 

  

 (7)市場価格の変動リスク 

 当企業集団は平成 21 年３月期で、取引先を中心に１６億２千８百万円の市場性のある有価証

券を保有しており、これらの市場価格変動のリスクを負っております。同時点での市場価格によ

り評価しますと３千６百万円の含み損となっておりますが、今後の株価等の動向次第でこの数値

は変動します。 

 

 (8)金利の変動リスク 

 急激な金利上昇により、当企業集団の経営成績に影響を与える可能性があります。 

 

(9)調達資材の価格変動 

 当企業集団の製品の生産活動に当たっては、鋼材や部品等の資材を適宜に調達しております。

当企業集団といたしましては、常に市況価格に留意しながら、随時価格交渉を行っておりますが、

市況価格が大幅に高騰し、生産性向上などの内部努力や製品価格への転嫁などにより吸収できな

い場合には、当企業集団の経営成績に影響を与える可能性があります。 

 

 

 

 

 



　<主な関係会社>

　福島国際（香港）有限公司

　福島国際韓国㈱

　福島国際シンガポール㈱

　台湾福島国際股份有限公司

  福久島貿易（上海）有限公司

　北京二商福島機電有限公司

　㈱エイチ・エム・アール

　エクセレント・リペア㈱

事業の系統図は次のとおりであります。

福島国際(香港) 福島国際 福島国際 台湾福島国際 福久島貿易 北京二商福島

有限公司 韓国㈱ ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ㈱ 股份有限公司 (上海)有限公司 機電有限公司

連結子会社 連結子会社 連結子会社 連結子会社 連結子会社 連結子会社

製品の販売

　　　　　　　部品の仕入

貿易業 メンテナンス業

ﾌｸｼﾏﾄﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ㈱ エクセレント・リペア㈱

連結子会社 持分法非適用会社

　関係会社の状況

２．企業集団の状況

得　　　　　意　　　　　先

　当企業集団は、当社、子会社７社及び関連会社２社で構成され、冷凍冷蔵庫、冷凍冷蔵ショーケースの製造販売、据付
工事、メンテナンスを主な事業の内容としております。

㈱ｴｲﾁ・ｴﾑ・ｱｰﾙ
持分法適用会社

当　　　　　　　　　　　社

名称 住所 資本金 主要な事業の内容
議決権の所有
割合（％）

関係内容

千ＨＫ＄

1,000

千円

20,000

千ＫＲW

200,000

千RMB

62,782

千ＳG＄

200

台湾福島国際股份有限公司 台北（台湾）
千NＴ＄
5,000

冷凍冷蔵厨房設
備の販売

100
(95)

主に当企業集団の冷凍冷蔵ショーケースを
販売しております。役員の兼任２名。

千RMB

1,369

千円

20,000

ソウル（韓国）福島国際韓国㈱

70

シンガポール
冷凍冷蔵厨房設
備の販売

100
(95)

冷凍冷蔵厨房設
備の販売

北海道函館市

（注）１　特定子会社であります。
　　　２　上記各社は、有価証券届出書又は有価証券報告書を提出しておりません。
　　　３　「議決権の所有割合」欄の（内書）は間接保有による所有割合であります。

福島国際シンガポール㈱

北京（中国）
北京二商福島機電有限公司
（注）１

当社の技術提携による冷凍冷蔵ショーケース
を主に製造販売しております。役員の兼任３
名。

主に当企業集団の冷凍冷蔵ショーケースを
販売しております。役員の兼任１名。

（持分法適用関連会社）

㈱エイチ・エム・アール
主に当企業集団の冷凍冷蔵庫を販売してお
ります。役員の兼任２名。25

（連結子会社）

福島国際（香港）
有限公司

100香港（中国）
冷凍冷蔵厨房設
備の販売

福久島貿易（上海）有限公司

当社製品の部品・部材を海外より輸入してお
ります。役員の兼任４名。資金援助27,780千
円。

主に当企業集団の冷凍冷蔵ショーケースを
販売しております。役員の兼任２名。

フクシマトレーディング㈱

100
(100)

100貿易業大阪市西淀川区

上海（中国）

主に当企業集団の冷凍冷蔵ショーケースを
販売しております。役員の兼任２名。資金援
助19,811千円。

100
冷凍冷蔵厨房設
備の販売

当社ブランドの冷凍冷蔵機器を製造販売して
おります。役員の兼任３名。

冷凍冷蔵厨房設
備の販売

冷凍冷蔵厨房設
備の販売



３．経営方針 

（１）会社の経営の基本方針 

当企業集団は、企業理念の第１項として『わたしたちは、環境・安全・安心をテーマにお客様と協

働し、生活者の「幸せ」に寄与することを基本使命とします』を掲げております。これは、お客様と

同じ視点で、お客様と一緒になって生活者の食生活品質（おいしさと安心、健康、利便性、楽しさ、

衛生、鮮度、環境、本物志向など）の向上を考え実現することが最も重要と考えているからです。今

後も企業理念に掲げる｢幸せ｣四則 ①生活者の｢幸せ｣に寄与 ②お客様の｢幸せ｣に貢献 ③社員の

物心両面の｢幸せ｣を追求 ④株主各位やお取引先に｢幸せ｣を提供 その実現に邁進してまいります。 

 

（２）目標とする経営指標 

 当企業集団は、利益重視の観点から売上高営業利益率１０％を目標に掲げ、売上拡大を図りつつ付

加価値の高い製品の開発・販売及びコスト力の強化を図ってまいります。 

当期は３．９％でありますが、次期は３．５％を予想しております。今後も着実に向上させ早期に

目標達成を目指します。尚、売上高経常利益率は４．２％となりました。 

 

（３）中長期的な経営戦略と対処すべき課題 

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おります。

昨今、食の安全性に関する問題が頻発し、消費者の食に対する不信感は益々大きくなっており、温度

コントロール技術を中心とした当企業集団のコアである食品安心技術は、これから益々社会からの要

請が大きくなってくるものと思われます。 

今後は、競合メーカーにおける激しい価格競争など厳しい環境の中、当企業集団独自の食品安心技

術の拡大、環境技術の更なる向上により他社との差別化を図り、シェア拡大、収益力の向上を目指し

てまいります。具体的には下記の課題に取り組んでまいります。 

①省エネ、冷却力、ＲＯ水機器、ＦＥクリーン水機器（電解次亜水生成装置）など独自の食品安

心技術を拡大し、お客様のニーズに合った新製品を市場投入してまいります。 

②冷凍冷蔵ショーケース販売では、全国の販売網、サービス・工事施工力を生かし、生活者の暮

らしを支える地域の食品スーパーを中心に販売し、食品スーパーの皆様と一緒になって生活者

を支援してまいります。 

③冷凍冷蔵庫販売では得意とするベーカリー厨房・ＨＡＣＣＰ厨房・新調理厨房など、安全・安

心、新鮮で美味しく、楽しい食のシーンをお客様に提案し、各地域でのシェアをアップしてま

いります。 

④環境問題に応えるための製品の堅牢・長寿命設計に加え、消費者に快適な買物環境を維持し続

けるための新しいサービスメニューを販売してまいります。 

⑤エンジニアリング部門を強化し、温度コントロール技術を大型冷蔵庫、冷蔵倉庫にも展開しま

す。温度監視ソフトで他社との差別化を図り、食品物流、食品メーカーなど当企業集団の食品

安心技術が必要不可欠な食のマーケットを開拓してまいります。 

⑥工場での固定費の削減、原価低減、生産性向上に取り組み収益体質の改善を図ります。 

⑦独自の食品安心技術を日本だけでなく、中国をはじめとするアジア諸国に一層広めてまいりま

す。 



4. 連結財務諸表 
(1) 連結貸借対照表 

(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 7,724,594 7,335,055 

受取手形及び売掛金 8,374,871 8,125,755 

たな卸資産 1,902,515 － 

商品及び製品 － 880,236 

仕掛品 － 116,895 

原材料及び貯蔵品 － 923,974 

繰延税金資産 393,717 346,616 

その他 322,361 272,771 

貸倒引当金 △336,283 △361,613 

流動資産合計 18,381,777 17,639,692 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） ※3  2,721,032 ※3  2,714,492 

機械装置及び運搬具（純額） 1,094,060 970,799 

土地 2,928,493 3,142,316 

建設仮勘定 75,759 28,040 

その他（純額） 346,420 287,401 

有形固定資産合計 ※1  7,165,766 ※1  7,143,051 

無形固定資産 156,150 132,293 

投資その他の資産   

投資有価証券 ※2  2,185,170 ※2  1,999,180 

長期貸付金 27,250 25,000 

繰延税金資産 177,303 118,977 

その他 640,145 767,506 

貸倒引当金 △63,651 △81,234 

投資その他の資産合計 2,966,217 2,829,430 

固定資産合計 10,288,134 10,104,775 

資産合計 28,669,911 27,744,467 



(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 6,968,446 6,710,486 

短期借入金 ※3  355,660 ※3  292,756 

未払法人税等 632,574 101,681 

繰延税金負債 － 1,060 

賞与引当金 495,872 471,986 

製品保証引当金 168,521 179,094 

その他 1,306,372 1,161,068 

流動負債合計 9,927,447 8,918,132 

固定負債   

長期借入金 36,820 － 

繰延税金負債 408 361 

退職給付引当金 427,865 495,256 

役員退職慰労引当金 135,651 140,871 

その他 300 300 

固定負債合計 601,045 636,789 

負債合計 10,528,492 9,554,921 

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 12,485,803 12,659,382 

自己株式 △22,106 △22,306 

株主資本合計 18,109,963 18,283,341 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △67,998 △21,343 

為替換算調整勘定 △42,151 △175,186 

評価・換算差額等合計 △110,149 △196,529 

少数株主持分 141,605 102,733 

純資産合計 18,141,419 18,189,545 

負債純資産合計 28,669,911 27,744,467 



(2) 連結損益計算書 

(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 30,828,339 30,124,329 

売上原価 ※2  23,350,288 ※2  22,948,306 

売上総利益 7,478,050 7,176,022 

販売費及び一般管理費 ※1  6,016,524 ※1  6,011,746 

営業利益 1,461,526 1,164,275 

営業外収益   

受取利息 10,671 8,630 

受取配当金 31,980 24,121 

受取家賃 49,981 50,330 

保険収入 12,527 － 

受取保険金及び配当金 － 6,868 

仕入割引 25,922 25,895 

助成金収入 6,845 7,447 

受取補償金 － 25,261 

持分法による投資利益 6,152 279 

その他 59,073 49,210 

営業外収益合計 203,155 198,045 

営業外費用   

支払利息 13,314 23,803 

たな卸資産評価損 108,497 － 

たな卸資産廃棄損 58,310 － 

支払補償費 18,414 16,306 

為替差損 41,122 29,240 

投資事業組合運用損 98,817 24,208 

その他 14,006 9,906 

営業外費用合計 352,482 103,465 

経常利益 1,312,199 1,258,856 

特別利益   

固定資産売却益 ※3  12,038 ※3  － 

投資有価証券売却益 5,812 － 

貸倒引当金戻入額 34 － 

補助金収入 9,240 － 

特別利益合計 27,124 － 

特別損失   

固定資産除却損 ※4  19,240 ※4  － 

投資有価証券売却損 10,500 － 

投資有価証券評価損 109,674 393,835 

貸倒引当金繰入額 55,490 － 

特別損失合計 194,906 393,835 

税金等調整前当期純利益 1,144,418 865,020 



(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

法人税、住民税及び事業税 751,125 443,207 

法人税等調整額 △107,177 74,099 

法人税等合計 643,947 517,306 

少数株主損失（△） △152,530 △67,820 

当期純利益 653,001 415,534 



(3) 連結株主資本等変動計算書 

(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 2,760,192 2,760,192 

当期変動額   

当期変動額合計 － － 

当期末残高 2,760,192 2,760,192 

資本剰余金   

前期末残高 2,886,073 2,886,073 

当期変動額   

当期変動額合計 － － 

当期末残高 2,886,073 2,886,073 

利益剰余金   

前期末残高 12,036,267 12,485,803 

当期変動額   

剰余金の配当 △203,465 △241,956 

当期純利益 653,001 415,534 

当期変動額合計 449,536 173,578 

当期末残高 12,485,803 12,659,382 

自己株式   

前期末残高 △21,987 △22,106 

当期変動額   

自己株式の取得 △118 △200 

当期変動額合計 △118 △200 

当期末残高 △22,106 △22,306 

株主資本合計   

前期末残高 17,660,545 18,109,963 

当期変動額   

剰余金の配当 △203,465 △241,956 

当期純利益 653,001 415,534 

自己株式の取得 △118 △200 

当期変動額合計 449,417 173,378 

当期末残高 18,109,963 18,283,341 



(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 386,913 △67,998 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △454,912 46,655 

当期変動額合計 △454,912 46,655 

当期末残高 △67,998 △21,343 

為替換算調整勘定   

前期末残高 △41,705 △42,151 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △446 △133,034 

当期変動額合計 △446 △133,034 

当期末残高 △42,151 △175,186 

評価・換算差額等合計   

前期末残高 345,208 △110,149 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △455,358 △86,379 

当期変動額合計 △455,358 △86,379 

当期末残高 △110,149 △196,529 

少数株主持分   

前期末残高 286,782 141,605 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △145,177 △38,871 

当期変動額合計 △145,177 △38,871 

当期末残高 141,605 102,733 

純資産合計   

前期末残高 18,292,536 18,141,419 

当期変動額   

剰余金の配当 △203,465 △241,956 

当期純利益 653,001 415,534 

自己株式の取得 △118 △200 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △600,535 △125,251 

当期変動額合計 △151,117 48,126 

当期末残高 18,141,419 18,189,545 



(4) 連結キャッシュ・フロー計算書 

(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４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   

税金等調整前当期純利益 1,144,418 865,020 

減価償却費 749,719 742,536 

のれん償却額 － 45,951 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △41,213 59,954 

賞与引当金の増減額（△は減少） 26,449 △23,870 

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △15,500 － 

製品保証引当金の増減額（△は減少） 24,267 10,573 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △15,954 67,390 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 6,528 5,220 

受取利息及び受取配当金 △42,652 △32,751 

為替差損益（△は益） 18,727 22,235 

投資有価証券売却損益（△は益） 4,687 △729 

投資有価証券評価損益（△は益） 109,674 393,835 

投資事業組合運用損益（△は益） 98,817 24,208 

支払利息 13,314 23,803 

持分法による投資損益（△は益） △6,152 △279 

有形固定資産売却損益（△は益） △12,038 △842 

有形固定資産除却損 19,240 1,171 

売上債権の増減額（△は増加） 79,276 35,975 

たな卸資産の増減額（△は増加） △37,716 △50,577 

その他の流動資産の増減額（△は増加） 32,984 25,735 

その他の固定資産の増減額（△は増加） △13,855 △14,373 

仕入債務の増減額（△は減少） 72,377 △144,207 

その他の流動負債の増減額（△は減少） 446,927 △364,368 

その他 3 3,721 

小計 2,662,331 1,695,333 

利息及び配当金の受取額 42,652 32,747 

利息の支払額 △13,515 △24,005 

法人税等の支払額 △220,069 △979,941 

法人税等の還付額 87,917 14,558 

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,559,315 738,692 



(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

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 － △100,000 

有形固定資産の取得による支出 △385,588 △459,022 

有形固定資産の売却による収入 25,000 1,600 

移転補償金の受取額 36,600 － 

無形固定資産の取得による支出 △27,372 △16,384 

投資有価証券の取得による支出 △289,118 △154,478 

投資有価証券の売却による収入 14,857 1,769 

貸付けによる支出 △17,000 － 

貸付金の回収による収入 2,750 2,250 

投資活動によるキャッシュ・フロー △639,872 △724,265 

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） 140,580 55,986 

長期借入金の返済による支出 △161,360 △121,360 

自己株式の取得による支出 △118 △200 

配当金の支払額 △203,756 △242,215 

財務活動によるキャッシュ・フロー △224,654 △307,789 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △26,494 △96,177 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,668,294 △389,539 

現金及び現金同等物の期首残高 6,056,300 7,724,594 

現金及び現金同等物の期末残高 ※1  7,724,594 ※1  7,335,055 



（５）継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象または状況 

 
該当事項はありません。 

 
 
（６）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

 

項目 
前連結会計年度 

(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

１ 連結の範囲に関する事項 全ての子会社を連結しております。 
連結子会社の数      ６社 
福島国際(香港)有限公司 
フクシマトレーディング株式会社 
福島国際韓国株式会社 
北京二商福島機電有限公司 
福島国際シンガポール株式会社 
台湾福島国際股份有限公司 

全ての子会社を連結しております。 
連結子会社の数      ７社 
福島国際(香港)有限公司 
フクシマトレーディング株式会社 
福島国際韓国株式会社 
北京二商福島機電有限公司 
福島国際シンガポール株式会社 
台湾福島国際股份有限公司 
福久島貿易(上海)有限公司 

当連結会計年度より、新たに設立し
た福久島貿易（上海）有限公司を連結
の範囲に含めております。 

２ 持分法の適用に関する事
項 

(1) 持分法適用の関連会社の数 １社 
株式会社エイチ・エム・アール 

(1) 持分法適用の関連会社の数 １社 
株式会社エイチ・エム・アール 

 (2) 持分法を適用していない関連会社 
１社 

エクセレント・リペア株式会社 
（持分法を適用しない理由） 

持分法非適用会社は、当期純損益
及び利益剰余金等に及ぼす影響が軽
微であり、かつ全体としても重要性
がないため、持分法の適用から除外
しております。 

(2) 持分法を適用していない関連会社 
１社 

エクセレント・リペア株式会社 
（持分法を適用しない理由） 

持分法非適用会社は、当期純損益
及び利益剰余金等に及ぼす影響が軽
微であり、かつ全体としても重要性
がないため、持分法の適用から除外
しております。 

 (3) 持分法適用会社のうち決算日が連
結決算日と異なる会社については各
社の事業年度に係る財務諸表を使用
しております。 

(3) 持分法適用会社のうち決算日が連
結決算日と異なる会社については各
社の事業年度に係る財務諸表を使用
しております。 

３ 連結子会社の事業年度等
に関する事項 

 連結子会社の決算日は、12月31日
であります。 
 連結財務諸表の作成にあたっては、
同日現在の財務諸表を使用し、連結決
算日との間に生じた重要な取引につい
ては、連結上必要な調整を行っており
ます。 

同左 



  

項目 
前連結会計年度 

(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

４ 会計処理基準に関する事
項 

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方
法 

 ① 有価証券 
    その他有価証券 
    時価のあるもの 
     期末日の市場価格に基づく

時価法(評価差額は全部純資
産直入法により処理し、売
却原価は移動平均法により
算定しております) 

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方
法 

 ① 有価証券 
    その他有価証券 
    時価のあるもの 

同左 

     時価のないもの 
     移動平均法による原価法 

    時価のないもの 
同左 

  ② たな卸資産 
   主として総平均法による原価法 

 ② たな卸資産 
   主として総平均法による原価法 
  （貸借対照表価額は収益性の低下

に基づく簿価切下げの方法によ
り算定）  

  (会計方針の変更) 
  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、当連結会計年度より「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
公表分)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
基づく簿価切下げの方法)により算定
しております。   

  これにより、当連結会計年度の売
上総利益及び営業利益は、それぞれ
53,586千円減少しております。   

 (2) 重要な減価償却資産の減価償却の
方法 

  有形固定資産 
  当社及び国内連結子会社 
  定率法を採用しております。 
  在外連結子会社 
  定額法を採用しております。 
  ただし、当社及び国内連結子会社
の平成10年４月１日以降取得した建
物(建物附属設備を除く)については
定額法を採用しております。 

  なお、主な耐用年数は以下のとお
りであります。 

 建物及び構築物   12～42年 
 機械装置及び運搬具   11年 

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の
方法 

  有形固定資産(リース資産を除く) 
  当社及び国内連結子会社 
  定率法を採用しております。 
  在外連結子会社 
  定額法を採用しております。 
  ただし、当社及び国内連結子会社
の平成10年４月１日以降取得した建
物(建物附属設備を除く)については
定額法を採用しております。 

  なお、主な耐用年数は以下のとお
りであります。 

 建物及び構築物   12～50年 
 機械装置及び運搬具   ７年 



項目 
前連結会計年度 

(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

 
 
 
 
 
 

  (会計方針の変更) 
  当社及び国内連結子会社は、法人
税法の改正((所得税法等の一部を改
正する法律 平成19年３月30日 
法律第６号)及び(法人税法施行令の
一部を改正する政令 平成19年３月
30日 政令第83号))に伴い、当連結
会計年度から、平成19年４月１日以
降に取得したものについては、改正
後の法人税法に基づく方法に変更し
ております。 

  これに伴い、前連結会計年度と同
一の方法によった場合と比べ、売上
総利益が17,691千円、営業利益、経
常利益及び税金等調整前当期純利益
が19,150千円それぞれ減少しており
ます。 

  また、平成19年３月31日以前に取
得したものについては、償却可能限
度額まで償却が終了した連結会計年
度の翌連結会計年度から５年間で均
等償却する方法によっております。 

   



  

項目 
前連結会計年度 

(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

   (追加情報) 
  当社及び国内連結子会社は、法人
税法の改正に伴い、当連結会計年度
から、平成19年３月31日以前に取
得したものについては、償却可能限
度額まで償却が終了した連結会計年
度の翌連結会計年度から５年間で均
等償却する方法によっております。 

  この結果、従来の方法に比べて、
売上総利益が15,833千円、営業利
益、経常利益及び税金等調整前当期
純利益が16,737千円それぞれ減少し
ております。 

  (追加情報) 
  当社は法人税法の改正を契機とし
て資産の利用状況等を見直した結
果、当連結会計年度から機械装置及
び運搬具の耐用年数を11年から７年
に変更しております。  

  これにより、当連結会計年度の売
上総利益、営業利益、経常利益及び
税金等調整前当期純利益は、それぞ
れ104,443千円減少しております。 

 (3) 重要な引当金の計上基準 
 ① 貸倒引当金 
   債権の貸倒れによる損失に備え

るため、一般債権については貸倒
実績率により、貸倒懸念債権等特
定の債権については個別に回収可
能性を検討し、回収不能見込額を
計上しております。 

(3) 重要な引当金の計上基準 
 ① 貸倒引当金 

同左 

  ② 賞与引当金 
   従業員の賞与に充当するため、

支給見込額基準(過去の支給額を基
礎に業績を加味して算定する方法)
により計上しております。 

 ② 賞与引当金 
同左 

  ③ 役員賞与引当金 
――― 

(追加情報) 
従来、連結会計年度の末日まで

に役員への賞与支給額が確定して
いなかったため、役員賞与引当金
として計上しておりましたが、当
連結会計年度の末日において役員
への賞与支給額が確定しておりま
すので、役員への賞与支給額
26,000千円を流動負債「その他」
として計上しております。 

 ③ 役員賞与引当金 
――― 

 
 

  ④ 製品保証引当金 
   製品及び請負工事の契約保証期

間内の補償に備えるため、過年度
の実績を基礎に将来の補償見込額
を加味して計上しております。 

 ④ 製品保証引当金 
同左 

  ⑤ 退職給付引当金 
   従業員の退職給付に備えるた

め、当連結会計年度末における退
職給付債務及び年金資産の見込額
に基づき計上しております。 
 数理計算上の差異は、その発生
の翌連結会計年度に一括して損益
に計上しております。 

 ⑤ 退職給付引当金 
同左 

  ⑥ 役員退職慰労引当金 
   役員の退職慰労金の支出に備え

るため、当社内規に基づく期末要
支給見積額を計上しております。 

 ⑥ 役員退職慰労引当金 
同左 



  

項目 
前連結会計年度 

(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

 (4) 重要な外貨建の資産又は負債の本
邦通貨への換算基準 
外貨建金銭債権債務は、決算日の

直物為替相場により円貨に換算し、
換算差額は損益として処理しており
ます。なお、在外子会社等の資産及
び負債並びに収益及び費用は決算日
の直物為替相場により円貨に換算
し、換算差額は純資産の部における
為替換算調整勘定及び少数株主持分
に含めております。 

(4) 重要な外貨建の資産又は負債の本
邦通貨への換算基準 

同左 

 (5) 重要なリース取引の処理方法 
リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ
ナンス・リース取引については、通
常の賃貸借に準じた会計処理によっ
ております。 

(5) 重要なリース取引の処理方法 
――― 

 (6) 重要なヘッジ会計の方法 
 ① ヘッジ会計の方法 

特例処理の要件を満たす金利ス
ワップ取引については、特例処理
を採用しております。 

(6) 重要なヘッジ会計の方法 
 ① ヘッジ会計の方法 

同左 

 ② ヘッジ手段とヘッジ対象 
（ヘッジ手段） 
金利スワップ取引 
（ヘッジ対象） 
借入金の利息 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 
同左 

 ③ ヘッジ方針 
借入金に係る金利変動リスクを 

回避する目的で金利スワップ取引
を行っております。 

③ ヘッジ方針 
同左 

 ④ ヘッジ有効性の評価方法 
特例処理の適用要件を満たして 

おり、有効性が保証されているた
め、有効性の評価を省略しており
ます。 

④ ヘッジ有効性の評価方法 
同左 

 (7) その他重要な事項 
  消費税等の会計処理 
  消費税等の会計処理は、税抜方式
を採用しております。 

(7) その他重要な事項 
  消費税等の会計処理 

同左 

５ 連結子会社の資産及び負
債の評価に関する事項 

 連結子会社の資産及び負債の評価に
ついては、全面時価評価法によること
としております。 

同左 

６ のれん及び負ののれんの
償却に関する事項 

――― のれんの償却については、金額が僅少の
場合は、発生年度に全額償却することと
しております。 

７ 連結キャッシュ・フロー
計算書における資金の範囲 

 連結キャッシュ・フロー計算書にお
ける資金(現金及び現金同等物)は手許
現金、随時引出し可能な預金及び容易
に換金可能であり、かつ、価値の変動
について僅少なリスクしか負わない取
得日から３か月以内に償還期限の到来
する短期投資からなっております。 

同左 

 



 
（７）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

 

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

(搬入据付費の会計処理の変更) 
 当連結会計年度より、製品の搬入据付に係る利益管
理をより厳密に行うため、製品の搬入据付代金を管理
上明確に取り扱うことといたしました。これを契機に
搬入据付に係る売上高とそれに対応するコストをより
直接的に対応させるため、従来販売費及び一般管理費
として処理しておりました搬入据付費を、当連結会計
年度より、売上原価として処理することといたしまし
た。 
 この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べ、
売上総利益が241,657千円減少しております。 

――― 

――― (「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)を当連結会計年度か
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。 

――― (所有権移転外ファイナンスリース取引に係る会計処理
の変更) 
所有権移転外ファイナンス・リース取引について

は、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理に
よっておりましたが、当連結会計年度より、「リース
取引に関する会計基準」(企業会計基準第13号(平成５
年６月17日(企業審議会第一部会)、平成19年３月30日
改正))及び「リース取引に関する会計基準の適用指
針」(企業会計基準適用指針第16号(平成６年１月18日
(日本公認会計士協会 会計制度委員会)、平成19年３
月30日改正))を適用し、通常の売買取引に係る方法に
準じた会計処理によっております。  
この適用に伴う損益に与える影響はありません。 
なお、リース取引会計基準の改正適用初年度開始前

の所有権移転外ファイナンス・リース取引について
は、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会
計処理によっております。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
表示方法の変更 

 

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

――― (連結貸借対照表) 
 「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20年８月７日 
内閣府令第50号）が適用となることに伴い、前連結会
計年度において、「たな卸資産」として掲記されてい
たものは、当連結会計年度から「商品及び製品」「仕
掛品」「原材料及び貯蔵品」に区分掲記しておりま
す。なお、前連結会計年度の「たな卸資産」に含まれ
る「商品及び製品」「仕掛品」「原材料及び貯蔵品」
は、それぞれ912,028千円、37,272千円、953,214千円
であります。 

(連結損益計算書) 
 前連結会計年度まで営業外収益の「その他」に含め
て表示しておりました「仕入割引」は当連結会計年度
において営業外収益の100分の10を超えたため、区分
掲記しております。 
なお、前連結会計年度の「その他」に含まれる「仕

入割引」の金額は17,544千円であります。 
 

(連結損益計算書) 
 前連結会計年度まで営業外収益の「その他」に含め
て表示しておりました「受取補償金」は当連結会計年
度において営業外収益の100分の10を超えたため、区
分掲記しております。 
なお、前連結会計年度の「その他」に含まれる「受

取補償金」の金額は471千円であります。 
 

―――  前連結会計年度において、「保険収入」として掲記
されていたものは、ＥＤＩＮＥＴへのＸＢＲＬ導入に
伴い連結財務諸表の比較可能性を向上するため、当連
結会計年度より「受取保険金及び配当金」「その他
（営業外収益）」として区分掲記しております。 
なお、前連結会計年度の「受取保険金及び配当金」

「その他（営業外収益）」の金額は、それぞれ8,746
千円、3,781千円であります。  

 
 
（８）連結財務諸表に関する注記事項 

 
(連結貸借対照表関係) 

 
前連結会計年度 

(平成20年３月31日) 
当連結会計年度 

(平成21年３月31日) 
※１ 有形固定資産の減価償却累計額は6,217,552千円

であります。 
※１ 有形固定資産の減価償却累計額は6,831,585千円

であります。 
※２ 関連会社に対するものは次のとおりでありま

す。 
投資有価証券(株式) 14,494千円 

 

※２ 関連会社に対するものは次のとおりでありま
す。 
投資有価証券(株式) 14,774千円 

 
※３ 担保提供資産 

このうち短期借入金62,480千円(運転資金)の担
保に供しているものは、次のとおりでありま
す。 

        建物及び構築物     57,348千円 
                    (帳簿価額) 

※３ 担保提供資産 
このうち短期借入金42,656千円(運転資金)の担

保に供しているものは、次のとおりでありま
す。 

        建物及び構築物     47,128千円 
                    (帳簿価額) 

 



 
(連結損益計算書関係) 

 

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主な費目及びその
金額は次のとおりであります。 
 荷造運賃 1,265,094千円
 報酬給料及び諸手当 1,796,267千円
 賞与引当金繰入額 229,442千円
 退職給付引当金繰入額 48,604千円
 役員退職慰労引当金繰入額 6,528千円
 貸倒引当金繰入額 58,224千円
 製品保証引当金繰入額 168,521千円

 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主な費目及びその
金額は次のとおりであります。 
 荷造運賃 1,144,515千円
 報酬給料及び諸手当 1,810,187千円
 賞与引当金繰入額 211,464千円
 退職給付引当金繰入額 89,841千円
 役員退職慰労引当金繰入額 5,940千円
 貸倒引当金繰入額 78,342千円
 製品保証引当金繰入額 161,415千円

 
※２         ――― 
 

※２ 通常の販売目的で保有する棚卸資産の収益性の
低下による簿価切下額は、次のとおりでありま
す。 
売上原価 53,586千円

 
※３ 固定資産売却益の内訳は以下のとおりでありま

す。 
土地 12,038千円

 

※３         ――― 

※４ 固定資産除却損の内訳は以下のとおりでありま
す。 
建物及び構築物 1,009千円
機械装置及び運搬具 14,956千円
有形固定資産「その他」 2,244千円
その他 1,030千円

   計 19,240千円
 

※４         ――― 
 

 



 
(連結株主資本等変動計算書関係) 

前連結会計年度(自 平成 19年４月１日 至 平成 20年３月 31日） 

１ 発行済株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末 

普通株式(株) 11,033,080 ― ― 11,033,080 

 

２ 自己株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末 

普通株式(株) 34,963 105 ― 35,068 
 

（変動事由の概要） 
増加数の主な内訳は、次のとおりであります。 
 単元未満株式の買取りによる増加   105株 

 

３ 新株予約権等に関する事項 

該当事項はありません。 
 

４ 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

決議 株式の種類 配当金の総額 
（千円） 

１株当たり配当額 
（円） 基準日 効力発生日 

平成19年６月28日 
定時株主総会 普通株式 203,465 18.5 平成19年３月31日 平成19年６月29日 

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

決議 株式の種類 配当の原資 配当金の総額 
（千円） 

１株当たり配当額 
（円） 基準日 効力発生日 

平成20年６月27日 
定時株主総会 普通株式 利益剰余金 241,956 22 平成20年３月31日 平成20年６月30日 

 



 
当連結会計年度(自 平成 20年４月１日 至 平成 21年３月 31日） 

１ 発行済株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末 

普通株式(株) 11,033,080 ― ― 11,033,080 

 

２ 自己株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末 

普通株式(株) 35,068 235 ― 35,303 
 

（変動事由の概要） 
増加数の主な内訳は、次のとおりであります。 
 単元未満株式の買取りによる増加   235株 

 

３ 新株予約権等に関する事項 

該当事項はありません。 
 

４ 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

決議 株式の種類 配当金の総額 
（千円） 

１株当たり配当額 
（円） 基準日 効力発生日 

平成20年６月27日 
定時株主総会 普通株式 241,956 22 平成20年３月31日 平成20年６月30日 

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

決議 株式の種類 配当の原資 配当金の総額 
（千円） 

１株当たり配当額 
（円） 基準日 効力発生日 

平成21年６月29日 
定時株主総会 普通株式 利益剰余金 197,959 18 平成21年３月31日 平成21年６月30日 

 
(連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

 

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照
表に掲記されている科目の金額との関係 
現金及び預金勘定 7,724,594千円

現金及び現金同等物 7,724,594千円
 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照
表に掲記されている科目の金額との関係 
現金及び預金勘定 7,335,055千円

現金及び現金同等物 7,335,055千円
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

前連結会計年度(自 平成 19年４月１日 至 平成 20年３月 31日) 

当企業集団の主たる事業は、業務用冷凍冷蔵庫及び業務用冷凍冷蔵ショーケースの製造、販売及び施工であ

り、製品の種類・性質、販売市場等の類似性から判断して、事業の種類別セグメント情報を記載しておりませ

ん。 

 
当連結会計年度(自 平成 20年４月１日 至 平成 21年３月 31日) 

当企業集団の主たる事業は、業務用冷凍冷蔵庫及び業務用冷凍冷蔵ショーケースの製造、販売及び施工であ

り、製品の種類・性質、販売市場等の類似性から判断して、事業の種類別セグメント情報を記載しておりませ

ん。 

 
【所在地別セグメント情報】 

前連結会計年度(自 平成 19年４月１日 至 平成 20年３月 31日) 

全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める本邦の売上高及び資産の金額

の割合がいずれも 90％を超えているため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。 

 
当連結会計年度(自 平成 20年４月１日 至 平成 21年３月 31日) 

全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める本邦の売上高及び資産の金額

の割合がいずれも 90％を超えているため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。 

 
【海外売上高】 

前連結会計年度(自 平成 19年４月１日 至 平成 20年３月 31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。 

 
当連結会計年度(自 平成 20年４月１日 至 平成 21年３月 31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。 

 



 
(リース取引関係) 

 

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

１ リース物件の所有権が借主に移転すると認められ
るもの以外のファイナンス・リース取引 

 ① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額
相当額及び期末残高相当額 

１ リース取引に関する会計基準適用初年度開始前の
所有権移転外ファイナンス・リース取引 

 ① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額
相当額及び期末残高相当額 

 
取得価額 
相当額 
(千円) 

減価償却 
累計額 
相当額 
(千円) 

期末残高 
相当額 
(千円) 

機械装置及
び運搬具 18,852 8,483 10,368 

有形固定資
産その他 7,408 4,321 3,087 

合計 26,260 12,805 13,455 

   なお、取得価額相当額は、未経過リース料期末
残高が、有形固定資産の期末残高等に占める割合が
低いため、支払利子込み法により算定しておりま
す。 

  

 
取得価額 
相当額 
(千円) 

減価償却 
累計額 
相当額 
(千円) 

期末残高 
相当額 
(千円) 

機械装置及
び運搬具 18,852 12,253 6,598 

有形固定資
産その他 7,408 5,803 1,605 

合計 26,260 18,057 8,203 

   なお、取得価額相当額は、未経過リース料期末
残高が、有形固定資産の期末残高等に占める割合
が低いため、支払利子込み法により算定しており
ます。 

 ② 未経過リース料期末残高相当額 
１年内 5,252千円
１年超 8,203千円

 計 13,455千円
   なお、未経過リース料期末残高相当額は、未経

過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に
占める割合が低いため、支払利子込み法により算定
しております。 

 ② 未経過リース料期末残高相当額 
１年内 5,252千円 
１年超 2,951千円 
 計 8,203千円 

   なお、未経過リース料期末残高相当額は、未経
過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等
に占める割合が低いため、支払利子込み法により
算定しております。 

 ③ 支払リース料及び減価償却費相当額 
支払リース料 5,252千円
減価償却費相当額 5,252千円

 

 ③ 支払リース料及び減価償却費相当額 
支払リース料 5,252千円 
減価償却費相当額 5,252千円 

 
 ④ 減価償却費相当額の算定方法 
   リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とす

る定額法によっております。 

 ④ 減価償却費相当額の算定方法 
同左 

 



 
（関連当事者との取引） 

前連結会計年度(自 平成 19年４月１日 至 平成 20年３月 31日) 

該当事項はありません。 

 

当連結会計年度(自 平成 20年４月１日 至 平成 21年３月 31日) 

１ 関連当事者との取引 

(1) 連結財務諸表提出会社と関連当事者の取引 

該当事項はありません。 

 
(2) 連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引 

該当事項はありません。 

 
２ 親会社又は重要な関連会社に関する注記 

(1) 親会社情報 

該当事項はありません。 

 
(2) 重要な関連会社の要約財務情報 

該当事項はありません。 

 
(企業結合等関係) 

前連結会計年度(自 平成 19年４月１日 至 平成 20年３月 31日) 

該当事項はありません。 

 

当連結会計年度(自 平成 20年４月１日 至 平成 21年３月 31日) 

該当事項はありません。 

 



 (税効果会計関係) 
 

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因
別の内訳 

 ① 流動の部 
   繰延税金資産 

賞与引当金 203,275千円
未払事業税 49,358千円
製品保証引当金 69,093千円
貸倒引当金 96,948千円
その他 34,538千円

   計 453,214千円
評価性引当額 △46,746千円

繰延税金資産計 406,468千円
   繰延税金負債 

圧縮記帳積立金 △7,648千円
特別償却準備金 △4,212千円
その他 △890千円

繰延税金負債計 △12,751千円

繰延税金資産(流動)の純額 393,717千円

 
 ② 固定の部 
   繰延税金資産 

その他有価証券評価差額金 47,252千円
退職給付引当金 175,424千円
貸倒引当金 19,928千円
投資有価証券評価損 79,313千円
土地評価損 52,731千円
役員退職慰労引当金 55,617千円
連結子会社繰越欠損金 92,282千円
会員権評価損 27,899千円
その他 7,474千円

   計 557,925千円
評価性引当額 △145,014千円

繰延税金資産計 412,911千円
   繰延税金負債 

圧縮記帳積立金 △217,744千円
特別償却準備金 △17,768千円
その他 △503千円

繰延税金負債計 △236,015千円

繰延税金資産(固定)の純額 176,895千円
 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因
別の内訳 

 ① 流動の部 
   繰延税金資産 

賞与引当金 193,514千円
未払事業税 12,452千円
製品保証引当金 73,428千円
貸倒引当金 93,529千円
その他 41,390千円

   計 414,315千円
評価性引当額 △54,708千円

繰延税金資産計 359,606千円
   繰延税金負債 

圧縮記帳積立金 △7,236千円
特別償却準備金 △3,553千円
その他 △3,259千円

繰延税金負債計 △14,050千円

繰延税金資産(流動)の純額 345,556千円
納税主体ごとに相殺し、連結貸借対照表に計上し
た純額 

繰延税金資産 346,616千円
繰延税金負債 △1,060千円

繰延税金資産(流動)の純額 345,556千円
 ② 固定の部 
   繰延税金資産 

その他有価証券評価差額金 14,831千円
退職給付引当金 203,055千円
貸倒引当金 24,354千円
投資有価証券評価損 56,074千円
土地評価損 52,731千円
役員退職慰労引当金 57,757千円
連結子会社繰越欠損金 133,268千円
会員権評価損 13,549千円
その他 7,076千円

   計 562,699千円
評価性引当額 △218,999千円

繰延税金資産計 343,699千円
   繰延税金負債 

圧縮記帳積立金 △210,507千円
特別償却準備金 △14,214千円
その他 △361千円

繰延税金負債計 △225,083千円

繰延税金資産(固定)の純額 118,615千円
 

納税主体ごとに相殺し、連結貸借対照表に計上し
た純額 

繰延税金資産 177,303千円
繰延税金負債 △408千円

繰延税金資産(固定)の純額 176,895千円
 

納税主体ごとに相殺し、連結貸借対照表に計上し
た純額 

繰延税金資産 118,977千円
繰延税金負債 △361千円

繰延税金資産(固定)の純額 118,615千円
 

   



  
前連結会計年度 

(平成20年３月31日) 
当連結会計年度 

(平成21年３月31日) 
２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負

担率との差異原因 
法定実効税率 41.0％
(調整) 
 住民税均等割 6.5％
交際費等一時差異でない項目 1.1％
評価性引当額 2.6％
海外子会社の税率差異 △1.1％
連結子会社繰越欠損金等 
税効果未認識額 10.8％

試験研究費税額控除 △3.8％
 その他 △0.8％
税効果会計適用後の 
法人税等の負担率 56.3％

 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負
担率との差異原因 

法定実効税率 41.0％
(調整) 
 住民税均等割 8.9％
交際費等一時差異でない項目 1.5％
評価性引当額 6.0％
海外子会社の税率差異 △1.6％
連結子会社繰越欠損金等 
税効果未認識額 9.6％

試験研究費税額控除 △5.3％
 その他 △0.3％
税効果会計適用後の 
法人税等の負担率 59.8％

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 (有価証券関係) 

前連結会計年度(自 平成 19年４月１日 至 平成 20年３月 31日) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 
 

区分 取得原価 
(千円) 

連結貸借対照表計上額
(千円) 

差額 
(千円) 

連結貸借対照表計上額が 
取得原価を超えるもの    

① 株式 503,832 752,288 248,456 

小計 503,832 752,288 248,456 

連結貸借対照表計上額が 
取得原価を超えないもの    

① 株式 888,289 585,251 △303,037 

② 債券 500,000 439,330 △60,670 

小計 1,388,289 1,024,581 △363,707 

合計 1,892,121 1,776,870 △115,251 

(注) 当連結会計年度において、その他有価証券で時価のある株式について 89,674 千円減損処理を行なっ
ております。 

 
２ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券 

 

売却額(千円) 売却益の合計額(千円) 売却損の合計額(千円) 

14,857 5,812 10,500 

 
３ 時価評価されていない主な有価証券の内容 

     

 連結貸借対照表計上額 
(千円) 

その他有価証券  

非上場株式 186,387 

投資事業有限責任組合及び 
それに類する組合への出資 207,417 

 
４ その他有価証券のうち満期があるものに係る連結決算日後における償還予定額 

 

区分 １年以内 
(千円) 

１年超５年以内 
(千円) 

５年超10年以内 
(千円) 

10年超 
(千円) 

     
債券     
     
 社債 ― ― 185,320 254,010 
     

合計 ― ― 185,320 254,010 

 



 
当連結会計年度(自 平成 20年４月１日 至 平成 21年３月 31日) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 
 

区分 取得原価 
(千円) 

連結貸借対照表計上額 
(千円) 

差額 
(千円) 

連結貸借対照表計上額が 
取得原価を超えるもの    

① 株式 282,279 499,844 217,564 

小計 282,279 499,844 217,564 

連結貸借対照表計上額が 
取得原価を超えないもの    

① 株式 882,212 678,793 △203,419 

② 債券 500,000 449,680 △50,320 

小計 1,382,212 1,128,473 △253,739 

合計 1,664,492 1,628,317 △36,174 

(注) 当連結会計年度において、その他有価証券で時価のある株式について 379,488 千円減損処理を行な
っております。 

 
２ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券 

 

売却額(千円) 売却益の合計額(千円) 売却損の合計額(千円) 

1,769 781 52 

 
３ 時価評価されていない主な有価証券の内容 

 

 連結貸借対照表計上額 
(千円) 

その他有価証券  

非上場株式 172,880 

投資事業有限責任組合及び 
それに類する組合への出資 183,209 

 
４ その他有価証券のうち満期があるものに係る連結決算日後における償還予定額 

 

区分 １年以内 
(千円) 

１年超５年以内 
(千円) 

５年超10年以内 
(千円) 

10年超 
(千円) 

     
債券     
     
 社債 ― ― 186,400 263,280 
     

合計 ― ― 186,400 263,280 

 



 (デリバティブ取引関係) 

１ 取引の状況に関する事項 

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

(1) 取引の内容及び利用目的等 
 当企業集団は借入金の支払利息を固定化するた
め、金利スワップ取引を行っております。 
 なお、当該金利スワップ取引についてはヘッジ
会計を適用しております。 

(1) 取引の内容及び利用目的等 
同左 

① ヘッジ会計の方法 
 特例処理の要件を満たす金利スワップ取引に
ついては、特例処理を採用しております。 

 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 
 ヘッジ手段 金利スワップ取引 
 ヘッジ対象 借入金の利息 

 

③ ヘッジ方針 
 借入金に係る金利変動リスクを回避する目的
で金利スワップ取引を行っております。 

 

④ ヘッジ有効性の評価方法 
 特例処理の適用要件を満たしており、有効性
が保証されているため、有効性の評価を省略し
ております。 

 

(2) 取引に対する取組方針 
 当企業集団の利用するデリバティブ取引は、現
在ヘッジ目的の取引のみであり、投機目的の取引
は行わない方針であります。 

(2) 取引に対する取組方針 
同左 

(3) 取引に係るリスクの内容 
 当企業集団が行っている金利スワップ取引は、
市場金利の変動によるリスクを有しております。
なお、取引の契約先は、信用度の高い国内の銀行
であるため、契約不履行に係る信用リスクはほと
んどないと判断しております。 

(3) 取引に係るリスクの内容 
同左 

(4) 取引に係るリスク管理体制 
 当企業集団のデリバティブ取引の実行及び管理
は財経部が行っております。財経部では取引権限
及び取引限度額を定めた社内管理規定を設けてお
ります。 

(4) 取引に係るリスク管理体制 
同左 

 
２ 取引の時価等に関する事項 

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

 当企業集団の利用しているデリバティブ取引はすべ
てヘッジ会計を適用しておりますので注記の対象から
除いております。 

同左 

 



 
(退職給付関係) 

 

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

１ 採用している退職給付制度の概要 
  当社は、確定給付型の制度として適格退職年金制
度を採用しております。 

  当社は、上記以外に西日本冷凍空調厚生年金基金

(総合型)に加入しておりますが、同基金制度は退職
給付会計実務指針第33項の例外処理を行う制度であ
ります。同基金制度に関する事項は以下のとおりで
あります。 

(１)制度全体の積立状況に関する事項 
(平成19年３月31日現在) 

年金資産の額 51,728,660千円 
年金財政計算上の 
給付債務の額 54,929,414千円 

差引額 △3,200,753千円 
(２)制度全体に占める当社グループの掛金拠出割合 

(平成19年３月31日現在) 
            7.0% 
(３)補足説明 
上記(１)の差引額の主な要因は、年金財政計算上の

過去勤務債務残高 7,376,088千円及び別途積立金

4,175,334千円であります。 
本制度における過去勤務債務の償却方法は元利均等

償却であります。その処理年数は基本部分18年、加算
部分16年であります。 

１ 採用している退職給付制度の概要 
  当社は、確定給付型の制度として適格退職年金制
度を採用しております。 

  当社は、上記以外に西日本冷凍空調厚生年金基金

(総合型)に加入しておりますが、同基金制度は退職給
付会計実務指針第33項の例外処理を行う制度であり
ます。同基金制度に関する事項は以下のとおりであり
ます。 

(１)制度全体の積立状況に関する事項 
(平成20年３月31日現在) 

年金資産の額 43,760,656千円 
年金財政計算上の 
給付債務の額 57,487,275千円 

差引額 △13,726,618千円

(２)制度全体に占める当社グループの掛金拠出割合 
(平成20年３月31日現在) 

            7.3% 
(３)補足説明 
上記(１)の差引額の主な要因は、年金財政計算上の過

去勤務債務残高7,085,587千円及び繰越不足金6,641,031
千円であります。 
本制度における過去勤務債務の償却方法は元利均等償

却であります。その処理年数は基本部分17年、加算部
分15年であります。 

２ 退職給付債務に関する事項 
① 退職給付債務 △1,879,383千円 
② 年金資産 1,350,084千円 
③ 小計(①＋②) △529,299千円 
④ 未認識数理計算上の

差異 101,433千円 

⑤ 未認識過去勤務債務 ―千円 
⑥ 退職給付引当金 
  (③＋④＋⑤) △427,865千円 

 

２ 退職給付債務に関する事項 
① 退職給付債務 △1,977,949千円 
② 年金資産 1,316,613千円 
③ 小計(①＋②) △661,336千円 
④ 未認識数理計算上の

差異 166,079千円 

⑤ 未認識過去勤務債務 ―千円 
⑥ 退職給付引当金 
  (③＋④＋⑤) △495,256千円 

 
３ 退職給付費用に関する事項 

① 勤務費用 127,295千円 
② 利息費用 35,143千円 
③ 期待運用収益 △32,865千円 
④ 数理計算上の差異の 
  費用処理額 △10,541千円 

⑤ 厚生年金基金 (総合
型)の掛金 155,009千円 

⑥ 退職給付費用 
  (①＋②＋③＋④＋⑤) 274,042千円 

 

３ 退職給付費用に関する事項 
① 勤務費用 133,974千円 
② 利息費用 37,110千円 
③ 期待運用収益 △64,939千円 
④ 数理計算上の差異の 
  費用処理額 101,433千円 

⑤ 厚生年金基金 (総合
型)の掛金 157,330千円 

⑥ 退職給付費用 
  (①＋②＋③＋④＋⑤) 364,910千円 

 



  
前連結会計年度 

(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 
① 割引率 2.0％ 
② 期待運用収益率 2.44％ 
③ 退職給付見込額の 
  期間配分方法 期間定額基準 

④ 過去勤務債務の額の 
  処理年数 ― 

⑤ 数理計算上の差異の 
  処理年数 １年 

 

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 
① 割引率 2.0％ 
② 期待運用収益率 4.81％ 
③ 退職給付見込額の 
  期間配分方法 期間定額基準 

④ 過去勤務債務の額の 
  処理年数 ― 

⑤ 数理計算上の差異の 
  処理年数 １年 

 
(追加情報) 
当連結会計年度より「『退職給付に係る会計基

準』の一部改正(その２)」(企業会計基準第14号 平
成19年５月15日)を適用しております。 

 
 

 
(ストック・オプション等関係) 

前連結会計年度(自 平成 19年４月１日 至 平成 20年３月 31日) 

該当事項はありません。 

 
当連結会計年度(自 平成 20年４月１日 至 平成 21年３月 31日) 

該当事項はありません。 

 



 
 (１株当たり情報) 

 

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

１株当たり純資産額 1,636円64銭 
 

１株当たり純資産額 1,644円59銭
 

１株当たり当期純利益 59円37銭 
 

１株当たり当期純利益 37円78銭
 

(注) １ 潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 
２ 算定上の基礎 
 (1) １株当たり純資産額 

項目 前連結会計年度末 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度末 
(平成21年３月31日) 

連結貸借対照表の純資産の部の 
合計額(千円) 18,141,419 18,189,545 

普通株式に係る純資産額(千円) 17,999,813 18,086,812 

差額の主な内訳(千円)   

 少数株主持分 141,605 102,733 

普通株式の発行済株式数(株) 11,033,080 11,033,080 

普通株式の自己株式数(株) 35,068 35,303 

１株当たり純資産額の算定に 
用いられた普通株式の数(株) 10,998,012 10,997,777 

 
 (2) １株当たり当期純利益 

項目 
前連結会計年度 

(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

１株当たり当期純利益   

連結損益計算書上の当期純利
益(千円) 

653,001 415,534 

普通株式に係る当期純利益 
(千円) 

653,001 415,534 

普通株主に帰属しない金額 
(千円) 

 
― 

 
― 

普通株式の期中平均株式数

(株) 
10,998,054 10,997,906 

 
(重要な後発事象) 

 

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

該当事項はありません。 同左 

 
 



5. 個別財務諸表 
(1) 貸借対照表 

(単位：千円)

第57期 
(平成20年３月31日) 

第58期 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 7,435,940 6,819,135 

受取手形 ※1  2,555,924 ※1  2,369,715 

売掛金 ※1  4,984,462 ※1  5,106,248 

製品 783,675 － 

商品及び製品 － 619,438 

原材料 834,542 － 

仕掛品 19,663 20,444 

貯蔵品 7,036 － 

原材料及び貯蔵品 － 773,995 

前払費用 48,388 54,994 

繰延税金資産 386,705 325,301 

その他 ※1  151,194 140,189 

貸倒引当金 △223,677 △178,756 

流動資産合計 16,983,855 16,050,706 

固定資産   

有形固定資産   

建物 4,552,409 4,757,877 

減価償却累計額 △2,233,638 △2,378,830 

建物（純額） 2,318,770 2,379,047 

構築物 210,395 211,066 

減価償却累計額 △148,986 △157,058 

構築物（純額） 61,409 54,008 

機械及び装置 2,736,718 2,947,729 

減価償却累計額 △1,730,038 △2,050,896 

機械及び装置（純額） 1,006,680 896,833 

車両運搬具 17,388 17,780 

減価償却累計額 △16,563 △12,857 

車両運搬具（純額） 825 4,922 

工具、器具及び備品 2,180,692 2,282,635 

減価償却累計額 △1,840,954 △2,001,789 

工具、器具及び備品（純額） 339,737 280,845 

土地 2,928,493 3,142,316 

建設仮勘定 75,759 28,040 

有形固定資産合計 6,731,675 6,786,014 

無形固定資産   

借地権 9,247 9,247 

ソフトウエア 76,705 58,531 

電話加入権 22,468 22,468 

その他 10 － 

無形固定資産合計 108,431 90,246 



(単位：千円)

第57期 
(平成20年３月31日) 

第58期 
(平成21年３月31日) 

投資その他の資産   

投資有価証券 2,167,168 1,984,406 

関係会社株式 69,008 69,008 

出資金 3,640 3,640 

関係会社出資金 506,361 723,513 

長期貸付金 27,250 25,000 

関係会社長期貸付金 27,591 27,551 

破産更生債権等 27,407 48,588 

長期前払費用 21,830 19,240 

繰延税金資産 293,087 118,987 

敷金及び保証金 100,161 95,863 

保険積立金 372,945 387,254 

会員権 90,304 90,304 

その他 21,344 119,016 

貸倒引当金 △72,320 △106,070 

投資損失引当金 △273,730 △502,146 

投資その他の資産合計 3,382,050 3,104,159 

固定資産合計 10,222,157 9,980,421 

資産合計 27,206,013 26,031,128 

負債の部   

流動負債   

支払手形 1,085,877 862,331 

買掛金 5,318,743 4,926,789 

1年内返済予定の長期借入金 121,360 26,820 

未払金 541,170 726,614 

未払消費税等 185,766 32,776 

未払法人税等 604,582 88,914 

未払費用 182,000 182,506 

前受金 44,173 20,948 

預り金 54,169 57,105 

賞与引当金 495,793 471,986 

製品保証引当金 168,521 179,094 

その他 6,915 7,099 

流動負債合計 8,809,073 7,582,986 

固定負債   

長期借入金 26,820 － 

長期預り金 300 300 

退職給付引当金 427,865 495,256 

役員退職慰労引当金 135,651 140,871 

固定負債合計 590,636 636,427 

負債合計 9,399,709 8,219,414 



(単位：千円)

第57期 
(平成20年３月31日) 

第58期 
(平成21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   

資本準備金 2,875,004 2,875,004 

その他資本剰余金 11,068 11,068 

資本剰余金合計 2,886,073 2,886,073 

利益剰余金   

利益準備金 138,501 138,501 

その他利益剰余金   

配当準備金 45,000 45,000 

研究開発準備金 45,000 45,000 

特別償却準備金 31,630 25,568 

圧縮記帳積立金 324,345 313,339 

別途積立金 10,670,000 10,670,000 

繰越利益剰余金 995,664 971,687 

利益剰余金合計 12,250,142 12,209,097 

自己株式 △22,106 △22,306 

株主資本合計 17,874,301 17,833,056 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △67,998 △21,343 

評価・換算差額等合計 △67,998 △21,343 

純資産合計 17,806,303 17,811,713 

負債純資産合計 27,206,013 26,031,128 



(2) 損益計算書 

(単位：千円)

第57期 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

第58期 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高   

製品売上高 17,643,958 17,333,209 

工事売上高 11,831,289 11,516,777 

売上高合計 29,475,248 28,849,986 

売上原価   

製品売上原価   

製品期首たな卸高 626,944 783,675 

当期製品製造原価 11,973,220 11,764,852 

当期製品仕入高 213,719 111,056 

合計 12,813,884 12,659,583 

他勘定振替高 ※2  74,326 ※2  5,673 

製品期末たな卸高 783,675 619,438 

製品売上原価 11,955,883 12,034,471 

工事売上原価 10,352,183 10,004,865 

売上原価合計 ※3  22,308,066 ※3  22,039,337 

売上総利益 7,167,181 6,810,649 

販売費及び一般管理費   

運賃及び荷造費 1,107,837 1,045,357 

広告宣伝費 116,092 130,242 

補修サービス費 519,220 554,695 

報酬及び給料手当 1,703,603 1,722,650 

福利厚生費 293,382 296,985 

賞与引当金繰入額 229,363 211,464 

退職給付引当金繰入額 48,604 89,841 

役員退職慰労引当金繰入額 6,528 5,940 

賃借料 277,050 287,930 

貸倒引当金繰入額 49,419 － 

製品保証引当金繰入額 168,521 161,415 

減価償却費 117,030 113,602 

その他 871,256 855,446 

販売費及び一般管理費合計 5,507,911 5,475,572 

営業利益 1,659,270 1,335,077 



(単位：千円)

第57期 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

第58期 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

営業外収益   

受取利息 7,329 5,527 

有価証券利息 3,312 2,977 

受取配当金 31,980 24,121 

受取家賃 49,612 49,108 

保険収入 12,527 － 

受取保険金及び配当金 － 6,868 

仕入割引 25,922 25,895 

助成金収入 6,845 7,447 

受取補償金 － 25,261 

その他 ※1  67,902 46,347 

営業外収益合計 205,433 193,555 

営業外費用   

支払利息 3,700 1,445 

為替差損 37,186 22,461 

投資事業組合運用損 98,817 24,208 

たな卸資産評価損 15,913 － 

たな卸資産廃棄損 58,310 － 

支払補償費 18,414 16,306 

その他 9,098 7,866 

営業外費用合計 241,441 72,287 

経常利益 1,623,261 1,456,345 

特別利益   

固定資産売却益 ※4  12,038 ※4  － 

投資有価証券売却益 5,812 － 

貸倒引当金戻入額 68,070 11,117 

補助金収入 9,240 － 

特別利益合計 95,161 11,117 

特別損失   

固定資産除却損 ※5  19,240 ※5  － 

投資有価証券売却損 10,500 － 

投資有価証券評価損 109,674 391,068 

貸倒引当金繰入額 55,490 18,334 

投資損失引当金繰入額 ※1  273,730 ※1  228,416 

特別損失合計 468,636 637,818 

税引前当期純利益 1,249,785 829,644 

法人税、住民税及び事業税 740,517 425,650 

法人税等調整額 △191,651 203,082 

法人税等合計 548,866 628,732 

当期純利益 700,919 200,911 



(3) 株主資本等変動計算書 

(単位：千円)

第57期 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

第58期 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 2,760,192 2,760,192 

当期変動額   

当期変動額合計 － － 

当期末残高 2,760,192 2,760,192 

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 2,875,004 2,875,004 

当期変動額   

当期変動額合計 － － 

当期末残高 2,875,004 2,875,004 

その他資本剰余金   

前期末残高 11,068 11,068 

当期変動額   

当期変動額合計 － － 

当期末残高 11,068 11,068 

資本剰余金合計   

前期末残高 2,886,073 2,886,073 

当期変動額   

当期変動額合計 － － 

当期末残高 2,886,073 2,886,073 

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 138,501 138,501 

当期変動額   

当期変動額合計 － － 

当期末残高 138,501 138,501 

その他利益剰余金   

配当準備金   

前期末残高 45,000 45,000 

当期変動額   

当期変動額合計 － － 

当期末残高 45,000 45,000 

研究開発準備金   

前期末残高 45,000 45,000 

当期変動額   

当期変動額合計 － － 

当期末残高 45,000 45,000 

特別償却準備金   

前期末残高 38,751 31,630 

当期変動額   

特別償却準備金の取崩 △7,120 △6,062 

当期変動額合計 △7,120 △6,062 

当期末残高 31,630 25,568 



(単位：千円)

第57期 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

第58期 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

圧縮記帳積立金   

前期末残高 339,782 324,345 

当期変動額   

圧縮記帳積立金の取崩 △15,437 △11,005 

当期変動額合計 △15,437 △11,005 

当期末残高 324,345 313,339 

別途積立金   

前期末残高 10,670,000 10,670,000 

当期変動額   

当期変動額合計 － － 

当期末残高 10,670,000 10,670,000 

繰越利益剰余金   

前期末残高 475,651 995,664 

当期変動額   

剰余金の配当 △203,465 △241,956 

特別償却準備金の取崩 7,120 6,062 

圧縮記帳積立金の取崩 15,437 11,005 

当期純利益 700,919 200,911 

当期変動額合計 520,012 △23,976 

当期末残高 995,664 971,687 

利益剰余金合計   

前期末残高 11,752,687 12,250,142 

当期変動額   

剰余金の配当 △203,465 △241,956 

特別償却準備金の取崩 － － 

圧縮記帳積立金の取崩 － － 

当期純利益 700,919 200,911 

当期変動額合計 497,454 △41,044 

当期末残高 12,250,142 12,209,097 

自己株式   

前期末残高 △21,987 △22,106 

当期変動額   

自己株式の取得 △118 △200 

当期変動額合計 △118 △200 

当期末残高 △22,106 △22,306 

株主資本合計   

前期末残高 17,376,965 17,874,301 

当期変動額   

剰余金の配当 △203,465 △241,956 

当期純利益 700,919 200,911 

自己株式の取得 △118 △200 

当期変動額合計 497,335 △41,244 

当期末残高 17,874,301 17,833,056 



(単位：千円)

第57期 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

第58期 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 386,913 △67,998 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △454,912 46,655 

当期変動額合計 △454,912 46,655 

当期末残高 △67,998 △21,343 

評価・換算差額等合計   

前期末残高 386,913 △67,998 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △454,912 46,655 

当期変動額合計 △454,912 46,655 

当期末残高 △67,998 △21,343 

純資産合計   

前期末残高 17,763,879 17,806,303 

当期変動額   

剰余金の配当 △203,465 △241,956 

当期純利益 700,919 200,911 

自己株式の取得 △118 △200 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △454,912 46,655 

当期変動額合計 42,423 5,410 

当期末残高 17,806,303 17,811,713 



（４）継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象または状況 

 
該当事項はありません。 

 
（５）重要な会計方針 

 

項目 
第57期 

(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

第58期 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

１ 有価証券の評価基準及び
評価方法 

(1) 子会社株式及び関連会社株式 
  移動平均法による原価法 

(1)       同左 

 (2) その他有価証券 
  時価のあるもの 
   期末日の市場価格に基づく時価

法 
   (評価差額は全部純資産直入法

により処理し、売却原価は移動
平均法により算定しております) 

(2) その他有価証券 
  時価のあるもの 

同左 

 時価のないもの 
   移動平均法による原価法   

  時価のないもの 
同左 

２ たな卸資産の評価基準及
び評価方法 

(1) 製品、原材料 
     …総平均法による原価法 

(1) 製品、原材料 
     …総平均法による原価法 
  （貸借対照表価額は収益性の低下

に基づく簿価切下げの方法によ
り算定） 

 (2) 仕 掛 品 
  製品仕掛品 
     …総平均法による原価法 
  仕掛工事 
     …個別法による原価法 

(2) 仕 掛 品 
  製品仕掛品 
     …総平均法による原価法 
  （貸借対照表価額は収益性の低下

に基づく簿価切下げの方法によ
り算定） 

  仕掛工事 
      …個別法による原価法 

 (3) 貯蔵品…最終仕入原価法 (3) 貯蔵品…最終仕入原価法 
  （貸借対照表価額は収益性の低下

に基づく簿価切下げの方法によ
り算定） 

(会計方針の変更) 
  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、当事業年度より「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日公
表分)が適用されたことに伴い、評
価基準は原価法(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。 

  これにより、当事業年度の売上総
利益及び営業利益は、それぞれ
51,871千円減少しております。 

   



項目 
第57期 

(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

第58期 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

３ 固定資産の減価償却の方
法 

(1) 有形固定資産 
  定率法を採用しております。 
  ただし、平成10年４月１日以降
に取得した建物(建物附属設備を除
く)については定額法を採用してお
ります。 

  なお、主な耐用年数は以下のとお
りであります。 

    建物     12～42年 
    機械及び装置   11年 

(1) 有形固定資産(リース資産を除く) 
  定率法を採用しております。 
  ただし、平成10年４月１日以降
に取得した建物(建物附属設備を除
く)については定額法を採用してお
ります。 

  なお、主な耐用年数は以下のとお
りであります。 

    建物     12～50年 
    機械及び装置   ７年 

 (会計方針の変更) 
  法人税法の改正((所得税法等の一
部を改正する法律 平成19年３月
30日 法律第６号)及び(法人税法施
行令の一部を改正する政令 平成19
年３月30日 政令第83号))に伴い、
当事業年度から、平成19年４月１日
以降に取得したものについては、改
正後の法人税法に基づく方法に変更
しております。 

  これに伴い、前事業年度と同一の
方法によった場合と比べ、売上総利
益が17,691千円、営業利益、経常利
益及び税引前当期純利益が19,150千
円それぞれ減少しております。 

  また、平成19年３月31日以前に
取得したものについては、償却可能
限度額まで償却が終了した事業年度
の翌事業年度から５年間で均等償却
する方法によっております。 

 
   

 (追加情報) 
  法人税法の改正に伴い、当事業年
度から、平成19年３月31日以前に
取得したものについては、償却可能
限度額まで償却が終了した事業年度
の翌事業年度から５年間で均等償却
する方法によっております。 

  この結果、従来の方法に比べて、
売上総利益が15,833千円、営業利
益、経常利益及び税引前当期純利益
が16,737千円それぞれ減少しており
ます。 

(追加情報) 
  法人税法の改正を契機として資産
の利用状況等を見直した結果、当事
業年度から機械及び装置の耐用年数
を11年から７年に変更しておりま
す。  

  これにより、当事業年度のの売上
総利益、営業利益、経常利益及び税
引 前 当 期 純 利 益 は 、 そ れ ぞ れ
104,443千円減少しております。 



  

項目 
第57期 

(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

第58期 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

 (2) 無形固定資産 
  定額法によっております。 
  ただし、ソフトウェア(自社利用
分)については、社内における利用
可能期間(５年)に基づく定額法によ
っております。 

(2) 無形固定資産(リース資産を除く) 
      同左 

 (3) リース資産  
――― 

 

(3) リース資産 
  所有権移転外ファイナンスリー
ス取引に係るリース資産 

  リース期間を耐用年数とし、残
存価額をゼロとして算定する方法
によっております。 

  なお、リース取引会計基準の改
正適用初年度開始前の所有権移転
外ファイナンス・リース取引につ
いては、引き続き通常の賃貸借取
引に係る方法に準じた会計処理に
よっております。 

(会計方針の変更) 
  所有権移転外ファイナンス・リ
ース取引については、従来、賃貸
借取引に係る方法に準じた会計処
理によっておりましたが、当事業
年度より、「リース取引に関する
会計基準」(企業会計基準第13号(平
成５年６月17日(企業審議会第一部
会)、平成19年３月30日改正))及び
「リース取引に関する会計基準の
適用指針」(企業会計基準適用指針
第16号(平成６年１月18日(日本公
認会計士協会 会計制度委員会)、
平成19年３月30日改正 ))を適用
し、通常の売買取引に係る方法に
準じた会計処理によっておりま
す。 

  この適用に伴う損益に与える影
響はありません。 

 (4) 長期前払費用…定額法 (4)      同左 

４ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金…債権の貸倒れによる
損失に備えるため、一般債権につい
ては貸倒実績率により、貸倒懸念債
権等特定の債権については、個別に
回収可能性を検討し、回収不能見込
額を計上しております。 

(1)       同左 

 (2) 投資損失引当金…関係会社に対す
る投資の損失に備えるため、当該
関係会社の財務状態等を勘案して
計上しております。 

(追加情報) 
実質価額が著しく低下したものの

回復可能性が見込めると判断した関
係会社に対する投資につき、将来の
予測に不確実な要素があるため財務
健全性の観点から、投資損失引当金
273,730千円を計上しております。 

(2) 投資損失引当金…関係会社に対
する投資の損失に備えるため、
当該関係会社の財務状態等を勘
案して計上しております。 

 
 

 (3) 賞与引当金…従業員の賞与に充当
するため支給見込額基準(過去の支
給実績を基礎に業績を加味して算定
する方法)に基づき計上しておりま
す。 

(3)      同左 



項目 
第57期 

(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

第58期 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

 (4) 役員賞与引当金 
――― 

(追加情報) 
従来、事業年度の末日までに役員

への賞与支給額が確定していなかっ
たため、役員賞与引当金として計上
しておりましたが、当事業年度の末
日において役員への賞与支給額が確
定しておりますので、役員への賞与
支給額26,000千円を「未払金」とし
て計上しております。 

(4) 役員賞与引当金 
――― 

 
 

 

 (5) 製品保証引当金…製品及び請負工
事の契約保証期間内の補償に備える
ため過年度の実績を基礎に将来の補
償見込額を加味して計上しておりま
す。 

(5)      同左 

 (6) 退職給付引当金…従業員の退職給
付に備えるため、当期末における退
職給付債務及び年金資産の見込額に
基づき計上しております。 

  数理計算上の差異は、その発生の
翌事業年度に一括して損益に計上し
ております。 

(6)      同左 

 (7) 役員退職慰労引当金 
  役員の退職慰労金の支出に備える
ため当社内規に基づく期末要支給見
積額を計上しております。 

(7)      同左 

５ リース取引の処理方法  リース物件の所有権が借主に移転す
ると認められるもの以外のファイナン
ス・リース取引については、通常の賃
貸借取引に係る方法に準じた会計処理
によっております。 

――― 
 

６ ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法 
特例処理の要件を満たす金利スワ

ップ取引については、特例処理を採
用しております。 

同左 

 (2) ヘッジ手段とヘッジ対象 
（ヘッジ手段） 
金利スワップ取引 
（ヘッジ対象） 
借入金の利息 

 

 (3) ヘッジ方針 
借入金に係る金利変動リスクを回

避する目的で金利スワップ取引を行
っております。 

 

 (4) ヘッジ有効性の評価方法 
特例処理の適用要件を満たしてお

り、有効性が保証されているため、
有効性の評価を省略しております。 

 

７ その他財務諸表作成のた
めの重要な事項 

 消費税等の会計処理 
税抜方式によっております。 

 消費税等の会計処理 
同左 



  
（６）重要な会計方針の変更 

 

第57期 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

第58期 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

 (搬入据付費の会計処理の変更) 
 当事業年度より、製品の搬入据付に係る利益管理を
より厳密に行うため、製品の搬入据付代金を管理上明
確に取り扱うことといたしました。これを契機に搬入
据付に係る売上高とそれに対応するコストをより直接
的に対応させるため、従来、販売費及び一般管理費と
して処理しておりました搬入据付費を、当事業年度よ
り、売上原価として処理することといたしました。 
 この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べ、
売上総利益が241,657千円減少しております。 

――― 
 

  
表示方法の変更 

 

第57期 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

第58期 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

(損益計算書) 
 前事業年度まで営業外収益の「その他」に含めて表
示しておりました「仕入割引」は当事業年度において
営業外収益の100分の10を超えたため、区分掲記してお
ります。 
 なお、前事業年度の「その他」に含まれる「仕入割
引」の金額は17,544千円であります。 
 

(損益計算書) 
 前事業年度まで営業外収益の「その他」に含めて表
示しておりました「受取補償金」は当事業年度におい
て営業外収益の100分の10を超えたため、区分掲記し
ております。 
 なお、前事業年度の「その他」に含まれる「受取補
償金」の金額は471千円であります。 
 

  前事業年度において、「保険収入」として掲記され
ていたものは、ＥＤＩＮＥＴへのＸＢＲＬ導入に伴い
財務諸表の比較可能性を向上するため、当事業年度よ
り「受取保険金及び配当金」「その他（営業外収
益）」として区分掲記しております。 
 なお、前事業年度の「受取保険金及び配当金」「そ
の他（営業外収益）」の金額は、それぞれ8,746千
円、3,781千円であります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
（７）個別財務諸表に関する注記事項 

 
(貸借対照表関係) 

 
第57期 

(平成20年３月31日) 
第58期 

(平成21年３月31日) 
※１ 関係会社に係る注記 
   区分掲記されたもの以外で各科目に含まれてい

る関係会社に対するものは、次のとおりでありま
す。 

受取手形 4,926千円 
売掛金 225,947千円 
流動資産その他 72,006千円 

 

※１ 関係会社に係る注記 
   区分掲記されたもの以外で各科目に含まれてい

る関係会社に対するものは、次のとおりでありま
す。 

受取手形 348千円
売掛金 507,366千円
  

 
２ 偶発債務 

銀行借入に対する保証債務 
北京二商福島機電有限公司 143,000千円

 (RMB10,000千)
 

２ 偶発債務 
銀行借入に対する保証債務 
北京二商福島機電有限公司 230,080千円

 (RMB16,000千)
  

 
(損益計算書関係) 

 

第57期 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

第58期 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

※１ 関係会社に係る注記 
各科目に含まれている関係会社に対するもの

は、次のとおりであります。 
営業外収益その他 21,822千円
投資損失引当金繰入額 273,730千円

 

※１ 関係会社に係る注記 
各科目に含まれている関係会社に対するものは、

次のとおりであります。 
投資損失引当金繰入額 228,416千円

 
 

※２ 他勘定への振替高の内訳は次のとおりでありま
す。 
たな卸資産評価損 15,913千円
たな卸資産廃棄損 49,103千円
その他 9,309千円

   計 74,326千円
 

※２ 他勘定への振替高の内訳は次のとおりでありま
す。 
工具、器具及び備品 4,375千円
その他 1,297千円

   計 5,673千円
 

※３          ――― 
 

※３ 通常の販売目的で保有する棚卸資産の収益性の
低下による簿価切下額は、次の通りであります。 
売上原価 51,871千円

 
※４ 固定資産売却益の内訳は以下のとおりでありま

す。 
土地 12,038千円

 

※４          ――― 

※５ 固定資産除却損の内訳は以下のとおりでありま
す。 
建物 283千円
構築物 726千円
機械及び装置 14,956千円
工具器具及び備品 2,244千円
その他 1,030千円

   計 19,240千円
 

※５          ――― 
 

 



 
(株主資本等変動計算書関係) 

第 57期(自 平成 19年４月１日 至 平成 20年３月 31日) 

１ 自己株式に関する事項 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末 

普通株式(株) 34,963 105 ― 35,068 
 
  （変動事由の概要） 

  増加数の主な内訳は、次のとおりであります。 

   単元未満株式の買取りによる増加  105株 
 

第 58期(自 平成 20年４月１日 至 平成 21年３月 31日) 

１ 自己株式に関する事項 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末 

普通株式(株) 35,068 235 ― 35,303 
 
  （変動事由の概要） 

  増加数の主な内訳は、次のとおりであります。 

   単元未満株式の買取りによる増加  235株 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(リース取引関係) 
 

第57期 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

第58期 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

１ リース物件の所有権が借主に移転すると認められ
るもの以外のファイナンス・リース取引 

 ① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額
相当額及び期末残高相当額 

１ リース取引に関する会計基準適用初年度開始前の
所有権移転外ファイナンス・リース取引 

 ① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額
相当額及び期末残高相当額 

 
取得価額 
相当額 
(千円) 

減価償却 
累計額 
相当額 
(千円) 

期末残高 
相当額 
(千円) 

車輌及び 
運搬具 18,852 8,483 10,368 

工具器具 
及び備品 7,408 4,321 3,087 

合計 26,260 12,805 13,455 

   なお、取得価額相当額は、未経過リース料期末
残高が、有形固定資産の期末残高等に占める割合
が低いため、支払利子込み法により算定しており
ます。 

 
取得価額 
相当額 
(千円) 

減価償却 
累計額 
相当額 
(千円) 

期末残高 
相当額 
(千円) 

車輌及び 
運搬具 18,852 12,253 6,598 

工具器具 
及び備品 7,408 5,803 1,605 

合計 26,260 18,057 8,203 

   なお、取得価額相当額は、未経過リース料期末
残高が、有形固定資産の期末残高等に占める割合が
低いため、支払利子込み法により算定しておりま
す。 

 ② 未経過リース料期末残高相当額 
１年内 5,252千円
１年超 8,203千円

 計 13,455千円
   なお、未経過リース料期末残高相当額は、未経

過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等
に占める割合が低いため、支払利子込み法により
算定しております。 

 ② 未経過リース料期末残高相当額 
１年内 5,252千円
１年超 2,951千円

 計 8,203千円
   なお、未経過リース料期末残高相当額は、未経

過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に
占める割合が低いため、支払利子込み法により算定
しております。 

 ③ 支払リース料及び減価償却費相当額 
支払リース料 5,252千円 
減価償却費相当額 5,252千円 

 

 ③ 支払リース料及び減価償却費相当額 
支払リース料 5,252千円 
減価償却費相当額 5,252千円 

 
 ④ 減価償却費相当額の算定方法 
   リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とす

る定額法によっております。 

 ④ 減価償却費相当額の算定方法 
同左 

 
(有価証券関係) 

 
第57期 

(平成20年３月31日) 
第58期 

(平成21年３月31日) 
 子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはあ
りません。 

同左 

 



 
(税効果会計関係) 

 
第57期 

(平成20年３月31日) 
第58期 

(平成21年３月31日) 
１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因
別の内訳 

 ① 流動の部 
   繰延税金資産 

賞与引当金 203,275千円
未払事業税 49,280千円
製品保証引当金 69,093千円
貸倒引当金 67,082千円
その他 9,834千円

繰延税金資産計 398,566千円
   繰延税金負債 

圧縮記帳積立金 △7,648千円
特別償却準備金 △4,212千円

繰延税金負債計 △11,860千円

繰延税金資産(流動)の純額 386,705千円
 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因
別の内訳 

 ① 流動の部 
   繰延税金資産 

賞与引当金 193,514千円
未払事業税 11,969千円
製品保証引当金 73,428千円
貸倒引当金 47,111千円
その他 10,872千円

  計 336,895千円
評価性引当額 △803千円

繰延税金資産計 336,092千円
   繰延税金負債 

圧縮記帳積立金 △7,236千円
特別償却準備金 △3,553千円

繰延税金負債計 △10,790千円

繰延税金資産(流動)の純額 325,301千円
  ② 固定の部 

   繰延税金資産 
その他有価証券評価差
額金 

47,252千円

退職給付引当金 175,424千円
貸倒引当金 23,388千円
投資損失引当金 112,229千円
投資有価証券評価損 79,313千円
土地評価損 52,731千円
役員退職慰労引当金 55,617千円
会員権評価損 27,899千円
その他 7,474千円

  計 581,331千円
評価性引当額 △52,731千円

繰延税金資産計 528,599千円
   繰延税金負債 

圧縮記帳積立金 △217,744千円
特別償却準備金 △17,768千円

繰延税金負債計 △235,512千円
繰延税金資産(固定)の
純額 

293,087千円
 

 ② 固定の部 
   繰延税金資産 

その他有価証券評価差
額金 

14,831千円

退職給付引当金 203,055千円
貸倒引当金 34,537千円
投資損失引当金 205,880千円
投資有価証券評価損 56,074千円
土地評価損 52,731千円
役員退職慰労引当金 57,757千円
会員権評価損 13,549千円
その他 7,076千円

  計 645,493千円
評価性引当額 △301,784千円

繰延税金資産計 343,709千円
   繰延税金負債 

圧縮記帳積立金 △210,507千円
特別償却準備金 △14,214千円

繰延税金負債計 △224,722千円
繰延税金資産(固定)の
純額 

118,987千円
 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負
担率との差異原因 

法定実効税率 41.0％
(調整) 
 住民税均等割 6.0％
 交際費等一時差異ではない項目 1.1％
 試験研究費税額控除 △3.5％
 その他 △0.7％
税効果会計適用後の 
法人税等の負担率 

43.9％

    

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負
担率との差異原因 

法定実効税率 41.0％
(調整) 
 評価性引当額 30.1％
 住民税均等割 9.2％
 交際費等一時差異ではない項目 1.6％
 試験研究費税額控除 △5.5％
 その他 △0.7％
税効果会計適用後の 
法人税等の負担率 

75.8％

 
  

 



 
(１株当たり情報) 

項目 
第57期 

(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

第58期 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

１株当たり純資産額 1,619円05銭 1,619円57銭 

１株当たり当期純利益 63円73銭 18円27銭 

(注) １ 潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 
２ 算定上の基礎 
 (1) １株当たり純資産額 

項目 第57期 
(平成20年３月31日) 

第58期 
(平成21年３月31日) 

貸借対照表の純資産の部の 
合計額(千円) 17,806,303 17,811,713 

普通株式に係る純資産額(千円) 17,806,303 17,811,713 

普通株式の発行済株式数(株) 11,033,080 11,033,080 

普通株式の自己株式数(株) 35,068 35,303 

１株当たり純資産額の算定に 
用いられた普通株式の数(株) 10,998,012 10,997,777 

 
 (2) １株当たり当期純利益 

項目 
第57期 

(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

第58期 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

１株当たり当期純利益   

損益計算書上の当期純利益(千円) 700,919 200,911 

普通株式に係る当期純利益(千円) 700,919 200,911 

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ― 

普通株式の期中平均株式数(株) 10,998,054 10,997,906 

 
(重要な後発事象) 

 

第57期 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

第58期 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

該当事項はありません。 同左 

 
 
 
 
 
 
 



      平成２１年６月２９日開催の当社第５８期定時株主総会終結の時をもちまして、次のとおり役員の異動

　　を行う予定であります。

　　　（新任取締役候補）

取締役 長尾　健二（現　当社　執行役員　製造本部長　兼　技術担当）

取締役 水谷　浩三（現　当社　執行役員　関東2ブロック、フーズコンサルタント室担当）

　　 

　　　（新任監査役候補）

監査役（常勤） 青山　武光（現　当社　常務取締役　営業本部　広域推進担当）

監査役(非常勤）　中川　興史（現　関電プラント㈱　常任監査役）

※監査役候補者　中川興史氏は会社法第２条第16号に定める社外監査役候補者であります。

　　　（退任予定取締役）

常務取締役 青山　武光

取締役 柳澤　晃男

　　　（退任予定監査役）

監査役(非常勤）　久留嶋　庸夫

（１）役員の異動

６．その他



 

 

（２）生産、受注及び販売の状況 

 

(1) 生産実績 

製品生産実績 

 当連結会計年度における生産実績を事業部門別に示すと、以下のとおりであります。 

事業部門 生産高(千円) 
前年同期比 

(％) 

冷凍冷蔵庫部門 10,714,922 97.6 

冷凍冷蔵ショーケース部門 7,323,323 94.5 

合計 18,038,246  96.3 

(注) １ 当企業集団の製品は単位に大きな差があるため、販売価格によっております。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

(2) 受注実績 

当企業集団は受注生産は行っておりません。 

 

(3) 販売実績 

当連結会計年度における販売実績を事業部門別に示すと、以下のとおりであります。 

 

事業部門 販売高(千円) 
前年同期比 

(％) 

冷凍冷蔵庫部門 10,886,849 101.4 

冷凍冷蔵ショーケース部門 7,318,081 94.6 

付帯設備工事部門 8,786,485 94.3 

サービス部門 3,132,912 103.2 

合計 30,124,329 97.7 

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 




