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1.  平成23年3月期第3四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年12月31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 ％

23年3月期第3四半期 25,973 17.8 1,880 72.5 1,883 71.9 970 73.3
22年3月期第3四半期 22,040 △4.8 1,090 22.5 1,095 15.1 559 97.4

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3四半期 89.09 ―
22年3月期第3四半期 50.90 ―

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3四半期 33,576 19,318 57.2 1,811.60
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3四半期  19,191百万円 22年3月期  18,879百万円

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  
 

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 ― 0.00 ―
23年3月期 

（予想）
22.00 22.00

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、対前期増減率） 

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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

通期 33,140 9.6 1,956 24.1 1,980 23.7 1,046 33.0 95.49



(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 

(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。 

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 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） 23年3月期3Q 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3Q  439,298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3Q 10,891,596株 22年3月期3Q 10,997,724株
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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 

  当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、一部企業に収益改善の兆しが見られたものの、雇用情

勢は依然として厳しく、長引く円高や株式市場の低迷などから先行きの不透明な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強く、売上が前年割れとな

るなど厳しい状況が続き、積極的な設備投資は控えられました。また、外食産業では、消費者の生活防衛意

識による低価格志向の傾向が定着しつつありますが、7 月からの好天高温により、夏季以降の売上が前年を

上回るなど消費に回復の兆しが見られました。 

 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、6 月まで実施したインバーター冷凍機内蔵型ショーケースの 5 年保証キ

ャンペーンを皮切りに、“消費電力を 50％削減” （当社従来製品比）という業界初のインバーター冷凍機

搭載製品が評価され、省エネ意識の高いスーパーマーケットをはじめ、ドラッグストア、飲食店、道の駅な

どへの販路が拡大し、内蔵型ショーケースの売上が伸びました。また、省エネ制御を行う“アクシア・エコ” 

システムに加え、モデルチェンジした新型冷凍機別置型ショーケース“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。その結果、流通業界全体の市場規模は若干減少したものの、提案営業による需要

の掘り起こしにより冷凍冷蔵ショーケースのシェアは拡大し、売上高も前年を上回るなど堅調に推移いたし

ました。 

冷凍冷蔵庫販売では、低価格の居酒屋チェーンなど出店意欲旺盛な顧客を中心に汎用業務用冷蔵庫や製氷

機の売上が伸びたほか、病院や食品工場への販路が拡大するなど販売先の多様化が進み、冷凍冷蔵庫販売の

売上高は好調に推移いたしました。また、加熱調理した食材を急速冷却する 12 型のブラストチラーと 2室独

立型のドゥコンディショナーの 2 機種をモデルチェンジし、操作性、メンテナンス性を向上いたしました。

さらに、省エネでお役立ちできるようインバーター冷凍冷蔵庫のラインアップを充実し、新たに 7 機種を発

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。また、夏季の猛暑の影響によりメンテナンス需要が増加

したことや、保守契約、省エネ機器への転換も増加したことにより堅調に推移いたしました。 

付帯設備工事では、食品工場向けの大型冷蔵設備の売上が伸びました。 

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３四半期連結累計期間の売上高は 259億７千３百万円（前年同期比 17.8％増）、
営業利益は 18億８千万円（前年同期比 72.5％増）、経常利益は 18億８千３百万円（前年同期比
71.9％増）、四半期純利益は９億７千万円（前年同期比 73.3％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３四半期連結会計期間末における総資産は 335 億７千６百万円となり、前連結会計年度末に比べ 24 億

円増加しております。 

（流動資産） 

当第３四半期連結会計期間末における流動資産の残高は 231 億８千５百万円（前連結会計年度末は 203 億

５千２百万円）となり、28 億３千３百万円増加しました。これは主として現金及び預金の増加によるもので

す。 

（固定資産） 

当第３四半期連結会計期間末における固定資産の残高は 103 億９千万円（前連結会計年度末は 108 億２千

３百万円）となり、４億３千２百万円減少しました。これは主として減価償却費の計上による有形固定資産

の｢その他（純額）｣及び無形固定資産に含まれる｢のれん｣の減少によるものです。 

（流動負債） 

当第３四半期連結会計期間末における流動負債の残高は 123 億９千万円（前連結会計年度末は 102 億５千

２百万円）となり、21 億３千７百万円増加しました。これは主として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３四半期連結会計期間末における固定負債の残高は 18 億６千７百万円（前連結会計年度末は 19 億４

千７百万円）となり、７千９百万円減少しました。これは主として借入の返済による金融機関からの長期借

入金の減少によるものです。 
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（純資産） 

当第３四半期連結会計期間末における純資産の残高は 193 億１千８百万円（前連結会計年度末は 189 億７

千５百万円）となり、３億４千２百万円増加しました。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３四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 18 億１千４百万円計上し、前連結会計年度末に比べ 27 億６千４百万円増加し、121 億９百万

円となりました。 

当第３四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、37 億７千７百万円（前年同期比 14 億６千６百万円増）となりました。

これは主に仕入債務の増加によるものです。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果得られた資金は、３千２百万円（前第３四半期連結累計期間は３億４千万円の使用）とな

りました。これは主に投資有価証券の売却による収入によるものです。 

（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、９億２千９百万円（前第３四半期連結累計期間は２億９千９百万円収入）

となりました。これは主に自己株式の取得によるものです。 

 

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

通期の業績予想に関しましては、平成 22 年 11 月５日公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連結の範囲に関する事項の変更 

(1) 連結の範囲の変更 
    当第２四半期連結会計期間において、連結子会社である有限会社ハイブリッジと髙橋工業株式会社は、

髙橋工業株式会社を存続会社として合併しております。 

(2) 変更後の連結子会社数 
８社 

②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 

    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 4,192 千円、税金等調整前四半期純利益は 63,462 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。 

  ③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）に基づく財務諸表

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）の適用により、当第３四

半期連結累計期間及び連結会計期間では、｢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３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31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 12,276,694 9,559,939

受取手形及び売掛金 8,192,769 8,635,493

商品及び製品 675,214 669,687

仕掛品 777,833 278,918

原材料及び貯蔵品 957,748 889,245

その他 631,631 695,894

貸倒引当金 △326,090 △376,404

流動資産合計 23,185,802 20,352,774

固定資産   

有形固定資産   

土地 3,669,543 3,669,543

その他（純額） 3,464,955 3,700,489

有形固定資産合計 7,134,498 7,370,032

無形固定資産 97,942 110,468

投資その他の資産   

その他 3,232,590 3,419,209

貸倒引当金 △74,109 △76,446

投資その他の資産合計 3,158,480 3,342,762

固定資産合計 10,390,922 10,823,263

資産合計 33,576,724 31,176,038

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 9,010,522 7,162,020

短期借入金 341,397 564,957

未払法人税等 420,766 542,588

賞与引当金 457,830 549,652

製品保証引当金 186,262 166,725

その他 1,973,711 1,266,914

流動負債合計 12,390,489 10,252,857

固定負債   

社債 300,000 300,000

長期借入金 610,163 762,881

退職給付引当金 637,527 669,709

役員退職慰労引当金 213,490 202,574

資産除去債務 93,617 －

その他 12,662 12,110

固定負債合計 1,867,461 1,947,275

負債合計 14,257,951 12,200,133
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31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 13,976,527 13,248,146

自己株式 △350,593 △22,424

株主資本合計 19,272,199 18,871,988

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 141,558 174,324

為替換算調整勘定 △222,103 △167,245

評価・換算差額等合計 △80,545 7,078

少数株主持分 127,119 96,838

純資産合計 19,318,773 18,975,905

負債純資産合計 33,576,724 31,176,038
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(2) 四半期連結損益計算書 
【第３四半期連結累計期間】 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 22,040,029 25,973,251

売上原価 16,539,569 19,459,609

売上総利益 5,500,459 6,513,641

販売費及び一般管理費 4,410,401 4,633,461

営業利益 1,090,058 1,880,180

営業外収益   

受取利息 3,687 6,368

受取配当金 20,588 26,612

受取家賃 38,220 63,052

その他 66,686 59,557

営業外収益合計 129,183 155,590

営業外費用   

支払利息 14,707 19,681

持分法による投資損失 706 －

投資事業組合運用損 56,340 4,846

為替差損 30,119 84,224

訴訟関連費用 － 25,500

その他 22,023 18,225

営業外費用合計 123,897 152,478

経常利益 1,095,344 1,883,292

特別利益   

投資有価証券売却益 32,171 －

貸倒引当金戻入額 10,334 14,543

特別利益合計 42,505 14,543

特別損失   

投資有価証券売却損 － 12,000

投資有価証券評価損 68,415 11,764

貸倒引当金繰入額 10,700 －

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 79,115 83,034

税金等調整前四半期純利益 1,058,734 1,814,801

法人税、住民税及び事業税 470,220 779,970

法人税等調整額 38,937 72,744

法人税等合計 509,158 852,715

少数株主損益調整前四半期純利益 － 962,085

少数株主損失（△） △10,215 △8,242

四半期純利益 559,791 970,328
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【第３四半期連結会計期間】 

（単位：千円）

前第３四半期連結会計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成22年10月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 7,876,258 9,445,063

売上原価 5,914,171 7,207,523

売上総利益 1,962,086 2,237,539

販売費及び一般管理費 1,587,674 1,473,726

営業利益 374,412 763,813

営業外収益   

受取利息 1,000 614

受取配当金 4,845 7,443

受取家賃 12,789 21,021

為替差益 15,992 －

その他 23,455 19,844

営業外収益合計 58,084 48,924

営業外費用   

支払利息 6,182 5,747

為替差損 － 8,301

訴訟関連費用 － 25,500

その他 5,813 4,730

営業外費用合計 11,996 44,280

経常利益 420,499 768,458

特別利益   

投資有価証券売却益 4,226 －

貸倒引当金戻入額 11,382 2,880

特別利益合計 15,609 2,880

特別損失   

投資有価証券評価損 30,610 3,503

特別損失合計 30,610 3,503

税金等調整前四半期純利益 405,498 767,835

法人税、住民税及び事業税 97,853 232,971

法人税等調整額 94,761 113,024

法人税等合計 192,614 345,996

少数株主損益調整前四半期純利益 － 421,839

少数株主利益又は少数株主損失（△） △1,044 403

四半期純利益 213,928 421,435
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31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 1,058,734 1,814,801

減価償却費 461,310 384,735

のれん償却額 74,939 45,414

貸倒引当金の増減額（△は減少） △19,885 △37,013

賞与引当金の増減額（△は減少） △157,016 △91,822

製品保証引当金の増減額（△は減少） △9,988 19,537

退職給付引当金の増減額（△は減少） 105,646 △32,181

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △13,706 10,916

受取利息及び受取配当金 △24,276 △32,981

支払利息 14,707 19,681

為替差損益（△は益） 31,778 78,446

投資有価証券売却損益（△は益） △30,603 12,000

投資有価証券評価損益（△は益） 68,415 11,764

投資事業組合運用損益（△は益） 56,340 4,846

持分法による投資損益（△は益） 706 －

有形固定資産売却損益（△は益） △1,437 －

有形固定資産除却損 3,334 －

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） 1,039,437 788,452

たな卸資産の増減額（△は増加） △261,011 △613,325

その他の流動資産の増減額（△は増加） △84,304 △19,774

その他の固定資産の増減額（△は増加） △5,479 △13,282

仕入債務の増減額（△は減少） 172,127 2,081,191

その他の流動負債の増減額（△は減少） 175,489 150,047

その他 － △1,483

小計 2,655,258 4,639,241

利息及び配当金の受取額 24,162 32,694

利息の支払額 △14,975 △19,534

法人税等の還付額 4,308 －

法人税等の支払額 △358,172 △875,003

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,310,582 3,777,398
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（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12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 △125,425 △39,418

定期預金の払戻による収入 100,000 12,000

有形固定資産の取得による支出 △462,844 △95,933

有形固定資産の売却による収入 2,575 －

無形固定資産の取得による支出 △200 △7,070

投資有価証券の取得による支出 △63,514 △29,223

投資有価証券の売却による収入 92,643 188,000

投資事業組合からの分配による収入 56,202 －

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 2,325 3,245

従業員に対する貸付金の回収による収入 515 1,170

投資活動によるキャッシュ・フロー △340,408 32,770

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） 10,576 △125,400

長期借入れによる収入 600,000 －

長期借入金の返済による支出 △112,706 △231,678

自己株式の取得による支出 △77 △328,169

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △449 △2,726

配当金の支払額 △197,923 △241,885

財務活動によるキャッシュ・フロー 299,419 △929,859

現金及び現金同等物に係る換算差額 △30,475 △116,217

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,239,118 2,764,091

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 9,574,173 12,109,226
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（４）継続企業の前提に関する注記 

    
   当第３四半期連結累計期間（自 平成 22年４月１日 至 平成 22年 12月 31日） 

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 

   当第３四半期連結累計期間（自 平成 22年４月１日 至 平成 22年 12月 31日） 

該当事項はありません。 
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