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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21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 ％

22年3月期第1四半期 6,592 △15.0 271 △34.8 286 △41.0 151 △44.8
21年3月期第1四半期 7,757 ― 416 ― 486 ― 275 ―

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

22年3月期第1四半期 13.82 ―
21年3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

22年3月期第1四半期 27,387 18,255 66.3 1,650.02
21年3月期 27,744 18,189 65.2 1,644.59

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  18,146百万円 21年3月期  18,086百万円

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

21年3月期 ― ― ― 18.00 18.00
22年3月期 ―
22年3月期 

（予想）
― ― 18.00 18.00

3.  平成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） 

（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

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



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 
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４ページをご参照ください。 

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） 22年3月期第1四半期 11,033,080株 21年3月期  11,033,080株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  35,346株 21年3月期  35,303株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 10,997,734株 21年3月期第1四半期  10,998,012株



 

 

【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１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、昨年後半以降の急激な景気後退により企業収

益、雇用情勢が悪化するなど大変厳しい状況で推移いたしました。 

当企業集団を取り巻く環境は、流通産業、外食産業ともに消費者の節約志向がますます高まり、

低価格販売へのシフトが進んだことから、企業間の競争は一層激しくなりました。その結果、新規

出店、リニューアルへの投資が抑制されるなど、引き続き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、景気後退により大型店の新規出店が控えられる中、地域の食を

支える食品スーパーやリージョナルチェーンに対し、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、食品スーパーの販売先拡大に取り組ん

でまいりました。 

冷凍冷蔵庫販売では、シェアアップに積極的に取り組んだメディカル機器の売上が堅調に推移す

るものの、個人消費低迷により外食チェーン店の出店が大幅に抑制され、汎用業務用冷蔵庫の売上

が減少いたしました。そのような中、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冷

凍庫、冷凍冷蔵庫のラインナップを充実させ、環境負荷低減とランニングコスト削減という市場ニ

ーズにお応えする製品開発に注力するとともに、ベーカリー厨房、ＨＡＣＣＰ厨房、新調理厨房な

ど当社独自商品を採り入れた厨房提案を行ってまいりました。 

サービス販売では、故障時のメンテナンスだけでなく、製品を長く安心してご使用いただけるよ

う新しいサービスメニューの提案を行ってまいりました。 

また、利益確保に向けて、製造部門や付帯設備工事での原価低減活動、全社での更なる経費削減

に取り組んでまいりました。 

  その結果、当第１四半期の連結売上高は６５億９千２百万円（前年同期比１５．０％減）、連結

営業利益は２億７千１百万円（前年同期比３４．８％減）、連結経常利益は２億８千６百万円（前

年同期比４１．０％減）、連結四半期純利益は１億５千１百万円（前年同期比４４．８％減）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２７３億８千７百万円となり、前連結会計年度末

に比べ３億５千６百万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１７２億６千２百万円（前連結会計年度

末は１７６億３千９百万円）となり、３億７千７百万円減少しました。これは主として売上高の減

少に伴う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１四半期連結会計期間末における固定資産の残高は１０１億２千５百万円（前連結会計年度

末は１０１億４百万円）となり、２千万円増加しました。これは主として建物及び構築物（純額）

の増加によるものです。 

（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８４億７千５百万円（前連結会計年度末

は８９億１千８百万円）となり、４億４千２百万円減少しました。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６億５千７百万円（前連結会計年度末は

６億３千６百万円）となり、２千万円増加しました。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１四半期連結会計期間末における純資産の残高は１８２億５千５百万円（前連結会計年度末

は１８１億８千９百万円）となり、６千５百万円増加しました。これは主としてその他有価証券評



 

 

価差額金が増加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２億８千９百万円計上し、前連結会計年度末に比べ１億２千８百万円増加し、

７４億６千３百万円となりました。 

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） 

営業活動の結果得られた資金は、５億８千３百万円（前第１四半期連結会計期間末は７億７千３

百万円の使用）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、２億７千５百万円（前年同期比５千４百万円減）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、１億８千４百万円（前年同期比５千４百万円増）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２１年５月１５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 

該当事項はございません。 

 

(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 

会計処理基準に関する事項の変更 

完成工事高及び完成工事原価の計上基準の変更 

    請負工事に係る収益の計上基準については、従来、工事完成基準を適用しておりましたが、

「工事契約に関する会計基準」（企業会計基準第 15 号 平成 19 年 12 月 27 日）及び「工事契

約に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 18号 平成 19年 12 月 27 日）を

当第１四半期連結会計期間より適用し、当第１四半期連結会計期間に着手した工事契約から、

当第１四半期連結会計期間末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事につい

ては工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）を、その他の工事については工事完

成基準を適用しております。 

当第１四半期連結会計期間において、工事進行基準を適用する請負工事について該当事項は

ありません。 

 



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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 7,463,559 7,335,055 

受取手形及び売掛金 7,305,806 8,125,755 

商品及び製品 843,564 880,236 

仕掛品 184,250 116,895 

原材料及び貯蔵品 967,191 923,974 

その他 850,904 619,388 

貸倒引当金 △352,744 △361,613 

流動資産合計 17,262,533 17,639,692 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,801,612 2,714,492 

土地 3,142,316 3,142,316 

その他（純額） 1,175,287 1,286,242 

有形固定資産合計 7,119,216 7,143,051 

無形固定資産 129,062 132,293 

投資その他の資産   

その他 2,953,669 2,910,664 

貸倒引当金 △76,626 △81,234 

投資その他の資産合計 2,877,042 2,829,430 

固定資産合計 10,125,321 10,104,775 

資産合計 27,387,854 27,744,467 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 5,951,513 6,710,486 

短期借入金 276,749 292,756 

未払法人税等 265,458 101,681 

賞与引当金 712,726 471,986 

製品保証引当金 173,613 179,094 

その他 1,095,421 1,162,128 

流動負債合計 8,475,481 8,918,132 

固定負債   

退職給付引当金 532,416 495,256 

役員退職慰労引当金 124,045 140,871 

その他 591 661 

固定負債合計 657,052 636,789 

負債合計 9,132,534 9,554,921 



（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末 
(平成21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 2,886,073 2,886,073 

利益剰余金 12,613,414 12,659,382 

自己株式 △22,331 △22,306 

株主資本合計 18,237,348 18,283,341 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 38,753 △21,343 

為替換算調整勘定 △129,572 △175,186 

評価・換算差額等合計 △90,819 △196,529 

少数株主持分 108,791 102,733 

純資産合計 18,255,320 18,189,545 

負債純資産合計 27,387,854 27,744,467 



(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）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成21年６月30日) 

売上高 7,757,081 6,592,642 

売上原価 5,828,386 4,956,082 

売上総利益 1,928,695 1,636,559 

販売費及び一般管理費 1,511,774 1,364,920 

営業利益 416,920 271,639 

営業外収益   

受取利息 872 689 

受取配当金 11,545 12,255 

持分法による投資利益 180 － 

受取家賃 － 12,681 

為替差益 17,744 － 

その他 47,795 23,316 

営業外収益合計 78,138 48,943 

営業外費用   

支払利息 6,025 4,244 

持分法による投資損失 － 772 

為替差損 － 20,182 

その他 2,405 8,451 

営業外費用合計 8,431 33,651 

経常利益 486,627 286,931 

特別利益   

貸倒引当金戻入額 6,989 18,443 

特別利益合計 6,989 18,443 

特別損失   

投資有価証券評価損 9,912 － 

貸倒引当金繰入額 － 15,900 

特別損失合計 9,912 15,900 

税金等調整前四半期純利益 483,705 289,475 

法人税、住民税及び事業税 326,084 243,709 

法人税等調整額 △111,042 △102,720 

法人税等合計 215,041 140,989 

少数株主損失（△） △6,701 △3,506 

四半期純利益 275,365 151,992 



(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：千円）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成21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 483,705 289,475 

減価償却費 169,087 150,096 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △8,267 △23,345 

賞与引当金の増減額（△は減少） 283,538 240,740 

製品保証引当金の増減額（△は減少） 17,167 △5,481 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 18,683 37,159 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 765 △16,826 

受取利息及び受取配当金 △12,417 △12,945 

支払利息 6,025 4,244 

為替差損益（△は益） △12,294 21,517 

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） △180 772 

有形固定資産除却損 － 149 

売上債権の増減額（△は増加） △501,312 1,035,935 

たな卸資産の増減額（△は増加） △5,357 △49,663 

その他の流動資産の増減額（△は増加） 3,101 △93,641 

その他の固定資産の増減額（△は増加） △9,207 12,542 

仕入債務の増減額（△は減少） △462,343 △892,608 

その他の流動負債の増減額（△は減少） △169,708 △49,579 

小計 △189,105 648,541 

利息及び配当金の受取額 12,424 12,951 

利息の支払額 △5,956 △4,302 

法人税等の支払額 △590,635 △73,523 

営業活動によるキャッシュ・フロー △773,272 583,667 

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 △266,624 

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 △8,752 

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 △275,376 

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 △9,347 

長期借入金の返済による支出 △30,340 △26,820 

自己株式の取得による支出 － △25 

配当金の支払額 △242,096 △148,045 

財務活動によるキャッシュ・フロー △129,436 △184,237 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △15,335 4,451 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,248,161 128,504 

現金及び現金同等物の期首残高 7,724,594 7,335,055 

現金及び現金同等物の四半期末残高 6,476,433 7,463,559 



 

 

（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。 

 

 

 




