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（百万円未満切捨て） 
１．平成23年3月期第1四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年6月 30日） 
（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        ％ 

23年 3月期第1四半期 7,460  13.2 405  49.3 402  40.3 165   9.0 
22年 3月期第1四半期 6,592 △15.0 271 △34.8 286 △41.0 151 △44.8 

 

 
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 

23年 3月期第1四半期 15.07 － 
22年 3月期第1四半期 13.82 － 

 
（２）連結財政状態 

 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 

23年 3月期第1四半期 30,725 18,847 61.0 1,705.32 
22年 3月期 31,176 18,975 60.6 1,716.65 

(参考)自己資本 23年 3月期第1四半期   18,754百万円 22年 3月期       18,879百万円 

 
２．配当の状況 

年間配当金    
 

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    
22年 3月期 － 0.00 － 22.00 22.00    
23年 3月期 －        

23年 3月期(予想)  0.00 － 22.00 22.00    

(注)当四半期における配当予想の修正有無 ：無 

 
３．平成23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 

（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)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(累計) 15,426  8.9 721  0.9 680  1.0 339 △1.7 30.91 
通  期 31,347  3.7 1,500 △4.9 1,500 △6.3 803  2.1 73.02 

(注)当四半期における業績予想の修正有無 ：無 

 



 

 

４．その他  （詳細は、【添付資料】P.3「２．その他の情報」をご覧ください。） 
 

（１）当四半期中における重要な子会社の異動 ：無 

  
 

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ：無 

 
 

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

① 会計基準等の改正に伴う変更 ：有 

② ①以外の変更 ：無 

（注）「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、表示方法等の変更の有無となります。 
 

（４）発行済株式数（普通株式） 

① 期末発行済株式数(自己株式を含む) 23年3月期1Ｑ 11,033,080株 22年3月期 11,033,080株 

② 期末自己株式数 23年3月期1Ｑ 35,463株 22年3月期 35,463株 

③ 期中平均株式数(四半期累計) 23年3月期1Ｑ 10,997,617株 22年3月期1Ｑ 10,997,734株 

 
  
※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短
信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了していません。 

 
※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的で
あると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性がありま
す。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、四半期決算短信
（添付資料）3ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

    



福島工業㈱（6420）平成 23 年 3月期 第 1四半期決算短信 

 

○添付資料の目次 

 

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報･･･････････････････････････････････････････････････････2 

（１）連結経営成績に関する定性的情報･････････････････････････････････････････････････････････････2 

（２）連結財政状態に関する定性的情報･････････････････････････････････････････････････････････････2 

（３）連結業績予想に関する定性的情報･････････････････････････････････････････････････････････････3 

２．その他の情報･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････3 

（１）重要な子会社の異動の概要･･･････････････････････････････････････････････････････････････････3 

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要･････････････････････････････････････････････････････3 

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要･･･････････････････････････････････････････････3 

３．四半期連結財務諸表･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････4 

（１）四半期連結貸借対照表･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････4 

（２）四半期連結損益計算書･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････6 

（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書･････････････････････････････････････････････････････････7 

（４）継続企業の前提に関する注記･････････････････････････････････････････････････････････････････9 

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記･･･････････････････････････････････････････････9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1



福島工業㈱（6420）平成 23 年 3月期 第 1四半期決算短信 

 

 

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報 

（１）連結経営成績に関する定性的情報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、一部企業収益に改善の兆しが見られるものの、雇用情勢

や個人消費は低迷を続けており、依然として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、消費者の節約志向は依然として高く、売上高は弱含みで推移

する厳しい状況が続き、積極的な投資は控えられました。また、外食産業では、消費者の低価格志向から売上

高は前年を下回ったものの、ファーストフードを中心に客数が増加するなど、景気回復の兆しが見られ、設備

投資も緩やかながら改善してまいりました。 

 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、省エネ制御を行う“アクシア・エコ” システムに加え、昨年度フルモデ

ルチェンジした新型ショーケース“センド・ユー”シリーズのメリットを最大限に活かした店舗の省エネ提案

を、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積極的に提案してまいりました。また、長く安

心してご使用いただけるよう、消費電力を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の5

年保証キャンペーンを展開するとともにラインアップの充実を行ってまいりました。 

冷凍冷蔵庫販売では、出店意欲旺盛な既存顧客を中心に、お客様に役立つ店舗提案を行い汎用業務用冷蔵庫

や製氷機の売上が堅調に推移いたしました。また、パティスリー用の粗熱取り専用機「パティシエクーラー」

を市場投入いたしました。さらに、ヒートポンプ採用で解凍槽を温冷コントロールし、投入量にかかわらず短

時間で衛生的に同一の解凍品質を実現した｢ウォーターバブリング解凍機｣を発売いたしました。 

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

メニュー提案を引き続き行ってまいりました。 

付帯設備工事では、スーパーマーケットの新規出店が控えられショーケース関連の設備工事が減少したもの

の、厨房一式での受注が増え厨房関連の設備工事が増加しました。また、エンジニアリング事業を強化し、物

流センターや食品工場の新規開拓を行ってまいりました。 

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、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１四半期連結会計期間の売上高は７４億６千万円（前年同四半期比１３．２％増）、営業利

益は４億５百万円（前年同四半期比４９．３％増）、経常利益は４億２百万円（前年同四半期比４０．３％増）、

四半期純利益は１億６千５百万円（前年同四半期比９．０％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１四半期連結会計期間末における総資産は３０７億２千５百万円となり、前連結会計年度末に比べ４億

５千万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１９９億５千１百万円（前連結会計年度末は２０３

億５千２百万円）となり、４億１百万円減少しました。これは主として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１０７億７千４百万円（前連結会計年度末は１０８

億２千３百万円）となり、４千８百万円減少しました。これは主として有形固定資産の減少によるものです。 

（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９９億２百万円（前連結会計年度末は１０２億５千

２百万円）となり、３億５千万円減少しました。これは主として支払手形及び買掛金の減少によるものです。 

（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１９億７千５百万円（前連結会計年度末は１９億４
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千７百万円）となり、２千８百万円増加しました。これは主として当第１四半期連結会計期間より適用される

資産除去債務の計上によるものです。 

（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１８８億４千７百万円（前連結会計年度末は１８９億

７千５百万円）となり、１億２千８百万円減少しました。これは主として配当金の支払による利益剰余金の減

少によるものです。 

（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３億５千７百万円計上し、前連結会計年度末に比べ１億４千９百万円増加し、９４億９千４百万円

となりました。 

当第１四半期連結会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、５億２千７百万円（前年同四半期比５千５百万円減）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、５千９百万円（前年同四半期比２億１千５百万円減）となりました。これ

は主に有形固定資産の取得による支出によるものです。 

（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、２億８千６百万円（前年同四半期比１億２百万円増）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２２年５月１４日発表の予想数値の修正は行っておりません。 

 

２．その他の情報 

（１）重要な子会社の異動の概要 

該当事項はございません。 

 

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

該当事項はございません。 

 

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

①会計処理基準に関する事項の変更 

｢資産除去債務に関する会計基準｣等の適用 

   当第１四半期連結会計期間より、｢資産除去債務に関する会計基準｣（企業会計基準 18 号 平成 20 年 3

月 31 日）及び｢資産除去債務に関する会計基準の適用指針｣（企業会計基準適用指針第 21 号 平成 20 年

3月 31日）を適用しております。 

   これにより、営業利益及び経常利益は 1,454 千円、税金等調整前四半期純利益は 60,723 千円減少して

おります。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は92,473千円であります。 

 

 ②表示方法の変更 

  四半期連結損益計算書 

   ｢連結財務諸表に関する会計基準｣（企業会計基準第22号 平成20年12月 26日）に基づき財務諸表等

規則等の一部を改正する内閣府令（平成 21 年 3 月 24 日 内閣府令第 5 号）の適用に伴い、当第１四半

期連結累計期間では、｢少数株主損益調整前四半期純利益｣の科目を表示しております。 
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3. 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22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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 9,648,905 9,559,939 

受取手形及び売掛金 7,792,794 8,635,493 

商品及び製品 737,745 669,687 

仕掛品 368,242 278,918 

原材料及び貯蔵品 940,492 889,245 

その他 816,809 695,894 

貸倒引当金 △353,910 △376,404 

流動資産合計 19,951,078 20,352,774 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,771,265 2,772,497 

土地 3,669,543 3,669,543 

その他（純額） 912,039 927,991 

有形固定資産合計 7,352,848 7,370,032 

無形固定資産 107,233 110,468 

投資その他の資産   

その他 3,388,445 3,419,209 

貸倒引当金 △74,260 △76,446 

投資その他の資産合計 3,314,185 3,342,762 

固定資産合計 10,774,267 10,823,263 

資産合計 30,725,345 31,176,038 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 6,815,929 7,162,020 

短期借入金 555,807 564,957 

未払法人税等 301,262 542,588 

賞与引当金 849,757 549,652 

製品保証引当金 174,541 166,725 

その他 1,205,303 1,266,914 

流動負債合計 9,902,600 10,252,857 

固定負債   

社債 300,000 300,000 

長期借入金 703,928 762,881 

退職給付引当金 660,640 669,709 

役員退職慰労引当金 206,512 202,574 

資産除去債務 92,854 － 

その他 11,495 12,110 

固定負債合計 1,975,432 1,947,275 

負債合計 11,878,032 12,200,133 
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末 
(平成22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22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 13,171,912 13,248,146 

自己株式 △22,424 △22,424 

株主資本合計 18,795,753 18,871,988 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 118,751 174,324 

為替換算調整勘定 △160,056 △167,245 

評価・換算差額等合計 △41,304 7,078 

少数株主持分 92,864 96,838 

純資産合計 18,847,313 18,975,905 

負債純資産合計 30,725,345 31,176,038 
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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）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成22年６月30日) 

売上高 6,592,642 7,460,995 

売上原価 4,956,082 5,540,059 

売上総利益 1,636,559 1,920,936 

販売費及び一般管理費 1,364,920 1,515,282 

営業利益 271,639 405,653 

営業外収益   

受取利息 689 771 

受取配当金 12,255 15,019 

受取家賃 12,681 18,495 

その他 23,316 22,659 

営業外収益合計 48,943 56,946 

営業外費用   

支払利息 4,244 6,964 

持分法による投資損失 772 － 

為替差損 20,182 47,998 

その他 8,451 5,026 

営業外費用合計 33,651 59,990 

経常利益 286,931 402,609 

特別利益   

貸倒引当金戻入額 18,443 25,011 

特別利益合計 18,443 25,011 

特別損失   

投資有価証券評価損 － 10,825 

貸倒引当金繰入額 15,900 － 

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 59,269 

特別損失合計 15,900 70,095 

税金等調整前四半期純利益 289,475 357,525 

法人税、住民税及び事業税 243,709 275,902 

法人税等調整額 △102,720 △79,107 

法人税等合計 140,989 196,794 

少数株主損益調整前四半期純利益 － 160,730 

少数株主損失（△） △3,506 △4,981 

四半期純利益 151,992 165,712 

6



(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21年４月１日 

 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22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 289,475 357,525 

減価償却費 150,096 122,883 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △23,345 △27,022 

賞与引当金の増減額（△は減少） 240,740 300,104 

製品保証引当金の増減額（△は減少） △5,481 7,816 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 37,159 △9,068 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △16,826 3,938 

受取利息及び受取配当金 △12,945 △15,791 

支払利息 4,244 6,964 

為替差損益（△は益） 21,517 42,838 

投資有価証券評価損益（△は益） － 10,825 

持分法による投資損益（△は益） 772 － 

有形固定資産除却損 149 － 

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 59,269 

売上債権の増減額（△は増加） 1,035,935 747,961 

たな卸資産の増減額（△は増加） △49,663 △206,440 

その他の流動資産の増減額（△は増加） △93,641 △38,478 

その他の固定資産の増減額（△は増加） 12,542 △9,707 

仕入債務の増減額（△は減少） △892,608 △323,628 

その他の流動負債の増減額（△は減少） △49,579 △21,152 

その他 － 381 

小計 648,541 1,009,219 

利息及び配当金の受取額 12,951 15,510 

利息の支払額 △4,302 △6,938 

法人税等の支払額 △73,523 △490,009 

営業活動によるキャッシュ・フロー 583,667 527,781 

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 － △9,347 

有形固定資産の取得による支出 △266,624 △39,568 

無形固定資産の取得による支出 － △2,170 

投資有価証券の取得による支出 △8,752 △9,130 

貸付金の回収による収入 － 375 

従業員に対する貸付金の回収による収入 － 190 

投資活動によるキャッシュ・フロー △275,376 △59,651 
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（単位：千円）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６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） △9,347 － 

長期借入金の返済による支出 △26,820 △70,903 

自己株式の取得による支出 △25 － 

ファイナンス・リース債務の返済による支出 － △702 

配当金の支払額 △148,045 △214,817 

財務活動によるキャッシュ・フロー △184,237 △286,422 

現金及び現金同等物に係る換算差額 4,451 △32,021 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 128,504 149,686 

現金及び現金同等物の期首残高 7,335,055 9,345,135 

現金及び現金同等物の四半期末残高 7,463,559 9,494,822 
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福島工業㈱（6420）平成 23 年 3月期 第 1四半期決算短信 

 

 

（４）継続企業の前提に関する注記 

該当事項はございません。 

    

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

該当事項はございません。 
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