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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年9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2四半期 14,163 △7.5 714 11.1 673 △9.1 345 90.4
21年3月期第2四半期 15,305 ― 643 ― 741 ― 181 ―

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2四半期 31.45 ―
21年3月期第2四半期 16.51 ―

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2四半期 29,797 18,442 61.6 1,667.85
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2四半期  18,342百万円 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
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年3月期 ― 0.00 ― 18.00 18.00
22年3月期 ― 0.00
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  有   

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 29,273 △2.8 1,425 22.5 1,376 9.4 759 82.9 69.09



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、４ページ【定性的情報・財務情報等】４．その他をご参照ください。 

(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 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第2四半期 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2四半期  35,354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2四半期 10,997,731株 21年3月期第2四半期  10,997,995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２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、定額給付金などの政府の経済政策が景気を後

押しするものの、昨年後半以降の急激な景気後退が依然として企業収益を圧迫し、設備投資や雇用

情勢には回復が見られない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、流通産業では、局地的な大雨などの天候不順や消費者の節約志向

の高まりから、個人消費が低迷する厳しい状況が続きました。また、外食産業では、ファーストフ

ード業態の売上が若干増加しているものの、消費者の所得不安から外食を控える傾向が一段と鮮明

になり、引き続き新規出店、リニューアルへの投資が抑制され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、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。また、ショーケースの省エネシステムと空調を最適制御し、店舗全体の省エネを

図るトータルコントロールシステムを開発するとともに、消費電力を従来機より 50%削減した業界

初のインバーター冷凍機内蔵型ショーケースを開発いたしました。 

冷凍冷蔵庫販売では、メディカル機器やパン生地の冷凍保管から解凍、発酵までを一台で行うド

ゥコンディショナーの売上が堅調に推移するものの、個人消費低迷により飲食店や外食チェーン店

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し、昨

年に引き続き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の販売を継

続いたしました。また、本年 9月にトンネルフリーザーの製造メーカーである髙橋工業株式会社を

子会社化し、エンジニアリング事業の強化を図りました。この施策により、食品工場という新たな

市場を開拓するとともに、両社の協働によるシナジーを高め、業績向上に努めてまいります。 

サービス販売では、低コストで長く安心してご使用いただけるよう、修理対応だけでなく、清掃・

洗浄などの定期メンテナンスを行い、製品寿命を延ばし、効率的な運転でランニングコストを低減

する新しいサービスメニュー提案を行ってまいりました。しかしながら、冷夏の影響からメンテナ

ンス需要が減少し、売上高が減少いたしました。 

また、利益確保に向けて、製造部門では部品の共通化や原材料の見直しによるコスト低減、生産

ラインの見直しによる生産効率の向上、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２四半期の連結売上高は１４１億６千３百万円（前年同期比７．５％減）、連結

営業利益は７億１千４百万円（前年同期比１１．１％増）、連結経常利益は６億７千３百万円（前

年同期比９．１％減）、連結四半期純利益は３億４千５百万円（前年同期比９０．４％増）となり

ました。 

 

２． 連結財政状態に関する定性的情報 

当第２四半期連結会計期間末における総資産は、２９７億９千７百万円となり、前連結会計年度

末に比べ２０億５千２百万円増加しております。 

(流動資産) 

当第２四半期連結会計期間末における流動資産の残高は１８７億３千万円(第１四半期連結会計

期間末は１７２億６千２百万円)となり、１４億６千８百万円増加しました。これは主として企業

結合による受取手形及び売掛金の増加によるものです。 

(固定資産) 

当第２四半期連結会計期間末における固定資産の残高は１１０億６千６百万円(第１四半期連結

会計期間末は１０１億２千５百万円)となり、９億４千万円増加しました。これは主として企業結

合による土地の増加によるものです。 



 

 

(流動負債) 

当第２四半期連結会計期間末における流動負債の残高は９９億７千４百万円(第１四半期連結会

計期間末は８４億７千５百万円)となり、１４億９千９百万円増加しました。これは主として企業

結合による支払手形及び買掛金の増加によるものです。 

(固定負債) 

当第２四半期連結会計期間末における固定負債の残高は１３億７千９百万円(第１四半期連結会

計期間末は６億５千７百万円)となり、７億２千２百万円増加しました。これは主として企業結合

による社債並びに長期借入金の増加によるものです。 

(純資産) 

当第２四半期連結会計期間末における純資産の残高は１８４億４千２百万円(第１四半期連結会

計期間末は１８２億５千５百万円)となり、１億８千７百万円増加しました。これは主として四半

期純利益の計上によるものです。 

（キャッシュ・フローの状況） 

当第２四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６億５千３百万円計上し、前連結会計年度末に比べ２億７千４百万円増加し、

７６億９百万円となりました。 

当第２四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、８億９千９百万円(前第２四半期連結累計期間末は３億３百万

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、３億７千９百万円(前年同四半期比４千４百万円減)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、２億４千４百万円(前年同四半期比８千４百万円増)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  

通期の業績に関しましては、引き続き厳しい経営環境が予想されますが、製造部門での部品の共

通化や原材料の見直しによるコスト低減並びに生産ラインの見直しによる生産効率の向上、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より営業利益、経常利益、当期純利益が予想を上回る

見通しであることから、平成２１年５月１５日並びに平成２１年９月１５日に公表いたしました通

期の業績予想を上方修正いたします。詳細は、平成２１年１１月６日に別途公開いたしました｢業

績予想の修正に関するお知らせ｣をご参照ください。 

 

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 



 

 

①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

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

２四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２四半期連結累計期間において、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。 

   

  ②連結の範囲に関する事項の変更 

    当第２四半期連結会計期間より、発行済み全株式を取得した有限会社ハイブリッジ及び同社

の 100％子会社である髙橋工業株式会社を連結の範囲に含めております。 

    なお、みなし取得日が平成 21年 9月 30 日であるため貸借対照表のみを連結しております。 



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２四半期連結会計期間末 
(平成21年９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 7,745,916 7,335,055 

受取手形及び売掛金 8,298,148 8,125,755 

商品及び製品 974,472 880,236 

仕掛品 348,486 116,895 

原材料及び貯蔵品 985,207 923,974 

その他 747,939 619,388 

貸倒引当金 △369,194 △361,613 

流動資産合計 18,730,976 17,639,692 

固定資産   

有形固定資産   

土地 3,669,543 3,142,316 

その他（純額） 3,980,284 4,000,734 

有形固定資産合計 7,649,827 7,143,051 

無形固定資産   

のれん 74,939 － 

その他 123,607 132,293 

無形固定資産合計 198,546 132,293 

投資その他の資産   

その他 3,298,882 2,910,664 

貸倒引当金 △81,158 △81,234 

投資その他の資産合計 3,217,723 2,829,430 

固定資産合計 11,066,097 10,104,775 

資産合計 29,797,074 27,744,467 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 6,974,478 6,710,486 

短期借入金 595,077 292,756 

未払法人税等 397,995 101,681 

賞与引当金 575,747 471,986 

製品保証引当金 174,176 179,094 

その他 1,257,510 1,162,128 

流動負債合計 9,974,985 8,918,132 

固定負債   

社債 300,000 － 

長期借入金 306,032 － 

退職給付引当金 600,601 495,256 

役員退職慰労引当金 162,605 140,871 

その他 10,065 661 

固定負債合計 1,379,304 636,789 

負債合計 11,354,290 9,554,921 



（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末 
(平成21年９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 12,807,285 12,659,382 

自己株式 △22,337 △22,306 

株主資本合計 18,431,212 18,283,341 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 54,013 △21,343 

為替換算調整勘定 △142,653 △175,186 

評価・換算差額等合計 △88,640 △196,529 

少数株主持分 100,212 102,733 

純資産合計 18,442,784 18,189,545 

負債純資産合計 29,797,074 27,744,467 



(2)【四半期連結損益計算書】 
【第２四半期連結累計期間】 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 15,305,545 14,163,771 

売上原価 11,458,158 10,625,398 

売上総利益 3,847,386 3,538,372 

販売費及び一般管理費 3,203,966 2,823,624 

営業利益 643,420 714,748 

営業外収益   

受取利息 4,944 2,687 

受取配当金 15,303 15,743 

持分法による投資利益 1,366 － 

受取家賃 24,676 25,431 

受取補償金 23,822 626 

その他 54,080 42,861 

営業外収益合計 124,193 87,350 

営業外費用   

支払利息 13,770 8,524 

持分法による投資損失 － 706 

投資事業組合運用損 － 56,598 

為替差損 － 46,111 

支払補償費 6,260 2,176 

その他 5,885 14,033 

営業外費用合計 25,915 128,151 

経常利益 741,698 673,946 

特別利益   

投資有価証券売却益 － 27,945 

特別利益合計 － 27,945 

特別損失   

投資有価証券評価損 397,524 37,805 

貸倒引当金繰入額 － 10,850 

特別損失合計 397,524 48,655 

税金等調整前四半期純利益 344,174 653,235 

法人税、住民税及び事業税 434,021 372,367 

法人税等調整額 △220,850 △55,823 

法人税等合計 213,170 316,544 

少数株主損失（△） △50,612 △9,171 

四半期純利益 181,616 345,862 



【第２四半期連結会計期間】 

（単位：千円）

前第２四半期連結会計期間 
(自 平成20年７月１日 

 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年７月１日 

 至 平成21年９月30日) 

売上高 7,548,463 7,571,128 

売上原価 5,629,772 5,669,315 

売上総利益 1,918,690 1,901,813 

販売費及び一般管理費 1,699,181 1,477,148 

営業利益 219,509 424,665 

営業外収益   

受取利息 4,072 1,997 

受取配当金 3,758 3,487 

持分法による投資利益 1,185 66 

受取家賃 12,598 12,749 

受取補償金 13,109 626 

その他 24,780 19,545 

営業外収益合計 59,504 38,473 

営業外費用   

支払利息 7,744 4,280 

投資事業組合運用損 － 56,598 

為替差損 13,449 25,928 

支払補償費 4,755 753 

その他 4,984 7,005 

営業外費用合計 30,933 94,567 

経常利益 248,080 368,571 

特別利益   

投資有価証券売却益 － 27,945 

貸倒引当金戻入額 － 5,050 

特別利益合計 － 32,995 

特別損失   

投資有価証券評価損 387,612 37,805 

特別損失合計 387,612 37,805 

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△139,531 363,760 

法人税、住民税及び事業税 107,937 128,657 

法人税等調整額 △109,807 46,896 

法人税等合計 △1,870 175,554 

少数株主損失（△） △43,911 △5,664 

四半期純利益又は四半期純損失（△） △93,749 193,870 



(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９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 344,174 653,235 

減価償却費 351,977 303,315 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 94,460 △8,993 

賞与引当金の増減額（△は減少） 67,901 77,086 

製品保証引当金の増減額（△は減少） 16,459 △4,918 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 36,172 71,478 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 2,250 △15,266 

受取利息及び受取配当金 △20,248 △18,430 

支払利息 13,770 8,524 

為替差損益（△は益） 2,342 23,955 

投資有価証券売却損益（△は益） － △26,377 

投資有価証券評価損益（△は益） 397,524 37,805 

投資事業組合運用損益（△は益） 1,266 56,598 

持分法による投資損益（△は益） △1,366 706 

有形固定資産売却損益（△は益） △995 △1,528 

有形固定資産除却損 － 1,248 

売上債権の増減額（△は増加） △454,598 536,540 

たな卸資産の増減額（△は増加） △388,786 △179,834 

その他の流動資産の増減額（△は増加） 33,359 △9,577 

その他の固定資産の増減額（△は増加） △10,445 △2,650 

仕入債務の増減額（△は減少） △30,871 △539,085 

その他の流動負債の増減額（△は減少） △177,602 9,303 

小計 276,744 973,137 

利息及び配当金の受取額 20,257 18,433 

利息の支払額 △13,869 △8,582 

法人税等の還付額 4,532 － 

法人税等の支払額 △591,273 △83,241 

営業活動によるキャッシュ・フロー △303,608 899,746 

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 － △115,212 

有形固定資産の取得による支出 △278,468 △373,796 

有形固定資産の売却による収入 1,600 2,738 

無形固定資産の取得による支出 △10,286 △200 

投資有価証券の取得による支出 △138,842 △32,113 

投資有価証券の売却による収入 － 81,250 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
収入 － 58,582 

従業員に対する貸付けによる支出 － △1,269 

貸付金の回収による収入 1,500 － 

従業員に対する貸付金の回収による収入 － 25 

投資活動によるキャッシュ・フロー △424,496 △379,994 



（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30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） 142,784 △20,387 

長期借入金の返済による支出 △60,680 △26,820 

自己株式の取得による支出 △121 △31 

配当金の支払額 △242,147 △197,497 

財務活動によるキャッシュ・フロー △160,165 △244,736 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △13,465 △718 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △901,736 274,296 

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 6,822,858 7,609,351 



 

（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。 

 

 

 




