
  

  

１．平成22年12月期第２四半期の連結業績（平成22年１月１日～平成22年６月30日） 

  

  

（２）連結財政状態 

  

２．配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無：無 

  

３．平成22年12月期の連結業績予想（平成22年１月１日～平成22年12月31日） 

（注）当四半期における業績予想の修正有無：無 
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  （百万円未満切捨て）

（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12月期第２四半期  13,589  △5.6  2,662  △22.3  2,675  △22.6  1,815  △29.5

21年12月期第２四半期  14,402  －  3,426  －  3,456  －  2,576  －

  
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12月期第２四半期  35  32  －      

21年12月期第２四半期  50  10  －      

  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12月期第２四半期  46,113  37,908  82.2  737  42

21年12月期  43,350  36,356  83.9  707  17

（参考）自己資本 22年12月期第２四半期 37,908百万円 21年12月期 36,356百万円

  
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 

21年12月期  －        5 00 －      5 00  10  00

22年12月期  －        5 00

22年12月期（予想） －      5 00  10  00

  （％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 
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  26,800  △8.1  4,500  △32.6  4,600  △31.6  3,100  △36.3  60  30



４．その他（詳細は、添付資料の３ページ「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 

新規 －社（－） 、除外 －社 （－） 

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用：有 

（注）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の有無となります。 

  

（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：無 

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） 

  
  

※  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おります。 

  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

 上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確実な要素を含ん

でおります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記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２ページの「１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報（３）連結業績予想に関する定性的

情報」を参照して下さい。  

  

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年12月期２Ｑ 51,717,215株 21年12月期 51,717,215株

②  期末自己株式数 22年12月期２Ｑ 310,387株 21年12月期 306,658株

③  期中平均株式数（四半期累計） 22年12月期２Ｑ 51,408,374株 21年12月期２Ｑ 51,419,398株
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（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、輸出の増加や政府による景気刺激策により一部の産業に改善

の兆しが見られるものの、雇用・所得環境は依然として厳しく、また、欧州の財政不安の波及が懸念されるなど、

先行きについては不透明な状況が続いております。 

 当社グループを取り巻く環境につきましては、主要取引業種の外食産業にあっては、長引く景気低迷から消費者

の節約志向による外食控えの影響が継続し、また、食品業界や一般小売業等にあっても価格競争が続くなど引き続

き厳しい経営環境にありました。  

 この結果、当第２四半期連結累計期間業績につきましては、売上高 百万円（前年同期比5.6％減）、営業

利益 百万円（前年同期比22.3％減）、経常利益 百万円（前年同期比22.6％減）、四半期純利益 百

万円（前年同期比29.5％減）となりました。 

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

①資産、負債及び純資産に関する分析  

 当第２四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べて2,763百万円増加し、 百万円となり

ました。この主な要因は、現金及び預金の増加1,802百万円、長期性預金の増加1,500百万円、リース投資資産の減

少566百万円によるものであります。 

 負債は、前連結会計年度末に比べて1,210百万円増加し、 百万円となりました。この主な要因は、支払手形

及び買掛金の増加704百万円、未払費用の増加635百万円であります。 

 この結果、純資産は前連結会計年度末に比べて1,552百万円増加し、 百万円となり、自己資本比率は

82.2％となりました。 

  

②キャッシュ・フローの状況に関する分析 

 当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ

て197百万円減少し、23,350百万円となりました。 

  

 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） 

 当第２四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は、3,770百万円となりました。これは主に、税

金等調整前当期純利益 百万円、仕入債務の増加704百万円、リース投資資産の減少566百万円、減価償却費285

百万円などが法人税等の支払額811百万円を上回ったこと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） 

 当第２四半期連結累計期間における投資活動による資金の減少は、3,709百万円となりました。これは主に、定

期預金の預入による支出6,000百万円、有形固定資産の取得による支出205百万円などが定期預金の払戻による収入

2,500百万円を上回ったこと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）  

 当第２四半期連結累計期間における財務活動による資金の減少は、258百万円となりました。これは主に、配当

金の支払額256百万円であります。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成22年２月12日に発表いたしました連結業績予想から修正は行っておりません。 

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報

13,589

2,662 2,675 1,815

46,113

8,204

37,908

2,616
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（１）重要な子会社の異動の概要 

重要な特定子会社の異動はありません。  

   

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

①簡便な会計処理 

・一般債権の貸倒見積高の算定方法  

 当第２四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと認め

られるため、前連結会計年度末の貸倒実績率を使用して貸倒見積高を算定しております。 

・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資産については、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しておりま

す。 

・法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発生

状況に著しい変化がないと認められるため、前連結会計年度において使用した将来の業績予測やタックス・プ

ランニングを利用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  

該当事項はありません。  

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

該当事項はありません。 

  

（４）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

該当事項はありません。 

２．その他の情報

大和冷機工業㈱　（6459）平成22年12月期第２四半期決算短信

-3-



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２四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21年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 27,350,910 25,548,627

受取手形及び売掛金 3,048,723 3,057,047

リース投資資産 1,192,473 1,759,155

商品及び製品 1,113,534 885,173

仕掛品 202,399 217,426

原材料及び貯蔵品 283,206 241,435

点検修理用部品 241,183 248,688

その他 941,164 761,601

貸倒引当金 △26,668 △56,057

流動資産合計 34,346,928 32,663,096

固定資産   

有形固定資産 8,021,831 8,152,772

無形固定資産 84,104 102,748

投資その他の資産   

投資有価証券 79,973 87,329

その他 3,828,629 2,576,004

貸倒引当金 △248,116 △231,780

投資その他の資産合計 3,660,486 2,431,553

固定資産合計 11,766,422 10,687,073

資産合計 46,113,351 43,350,170

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,679,551 1,975,173

未払法人税等 930,415 874,813

引当金 258,801 254,065

その他 2,272,511 1,848,375

流動負債合計 6,141,279 4,952,427

固定負債   

退職給付引当金 1,082,028 1,072,520

役員退職慰労引当金 961,893 943,623

その他 19,611 25,479

固定負債合計 2,063,532 2,041,623

負債合計 8,204,812 6,994,051
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（単位：千円）

当第２四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21年12月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 9,907,039 9,907,039

資本剰余金 9,867,880 9,867,880

利益剰余金 18,309,691 16,751,238

自己株式 △175,551 △173,907

株主資本合計 37,909,060 36,352,250

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △521 3,868

評価・換算差額等合計 △521 3,868

純資産合計 37,908,538 36,356,119

負債純資産合計 46,113,351 43,350,170
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（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21年１月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年６月30日) 

売上高 14,402,339 13,589,888

売上原価 5,674,263 5,667,130

売上総利益 8,728,075 7,922,757

販売費及び一般管理費 5,301,730 5,259,947

営業利益 3,426,344 2,662,810

営業外収益   

受取利息 18,694 15,555

受取配当金 1,306 1,178

スクラップ売却益 － 38,136

その他 70,414 48,320

営業外収益合計 90,415 103,190

営業外費用   

スクラップ処分費 31,520 33,437

賃借契約解約損 － 27,876

点検契約解約損 12,380 －

その他 16,846 29,030

営業外費用合計 60,748 90,345

経常利益 3,456,012 2,675,655

特別利益   

固定資産売却益 － 827

貸倒引当金戻入額 1,768 2,268

特別利益合計 1,768 3,095

特別損失   

固定資産売却損 876 5,503

固定資産除却損 1,024 56,575

特別損失合計 1,901 62,078

税金等調整前四半期純利益 3,455,879 2,616,672

法人税、住民税及び事業税 873,145 881,281

法人税等調整額 6,657 △80,115

法人税等合計 879,802 801,166

四半期純利益 2,576,076 1,815,505
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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）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年１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 3,455,879 2,616,672

減価償却費 348,323 285,128

貸倒引当金の増減額（△は減少） 23,946 △13,053

賞与引当金の増減額（△は減少） 495,774 10,091

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △7,300 △5,100

製品保証引当金の増減額（△は減少） △3,965 △256

退職給付引当金の増減額（△は減少） 37,633 9,507

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 12,607 18,270

受取利息及び受取配当金 △20,001 △16,734

支払利息 4,834 －

固定資産売却損益（△は益） 876 4,676

固定資産除却損 1,024 56,575

売上債権の増減額（△は増加） 546,376 7,180

リース投資資産の増減額（△は増加） 913,474 566,682

たな卸資産の増減額（△は増加） △259,258 △247,602

仕入債務の増減額（△は減少） △53,274 704,377

未払費用の増減額（△は減少） － 635,352

その他 △97,971 △62,557

小計 5,398,978 4,569,209

利息及び配当金の受取額 21,408 9,751

利息の支払額 △4,834 －

法人税等の支払額 △278,324 △811,426

法人税等の還付額 123,774 2,600

営業活動によるキャッシュ・フロー 5,261,003 3,770,134

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 △1,000,000 △6,000,000

定期預金の払戻による収入 2,000,000 2,500,000

有形固定資産の取得による支出 △94,547 △205,624

有形固定資産の売却による収入 102 1,560

無形固定資産の取得による支出 △17,172 △5,690

その他 3,200 536

投資活動によるキャッシュ・フロー 891,583 △3,709,218

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 2,500,000 －

自己株式の取得による支出 △3,533 △1,643

配当金の支払額 △256,367 △256,990

財務活動によるキャッシュ・フロー 2,240,099 △258,633

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 8,392,686 △197,717

現金及び現金同等物の期首残高 15,515,704 23,548,627

現金及び現金同等物の四半期末残高 23,908,391 23,350,910
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該当事項はありません。 

  

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）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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品目別売上高 

  

  

４．補足情報

品目 

当第２四半期連結累計期間 
（自 平成22年１月１日 
至 平成22年６月30日） 

金額（千円） 構成比（％） 

製品 

厨房用縦型冷凍冷蔵庫  3,288,396  24.2

店舗用縦型ショーケース  2,476,833  18.2

横型冷凍冷蔵庫  976,375  7.2

製氷機  1,242,219  9.1

小計  7,983,825  58.7

商品 

店舗設備機器  1,083,204  8.0

厨房設備機器  853,942  6.3

店舗設備工事  58,912  0.4

小計  1,996,058  14.7

点検・修理  1,379,917  10.2

リース料収入等  2,230,085  16.4

合計  13,589,888  100.0
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