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1.  平成25年12月期第1四半期の業績（平成25年1月1日～平成25年3月31日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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 ％

25年12月期第1四半期 5,892 ― 794 ― 800 ― 1,201 ―
24年12月期第1四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

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

25年12月期第1四半期 23.39 ―
24年12月期第1四半期 ― ―

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

25年12月期第1四半期 52,850 45,196 85.5 879.56
24年12月期 52,871 44,222 83.6 860.58
（参考） 自己資本   25年12月期第1四半期  45,196百万円 24年12月期  44,222百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  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

24年12月期 ― 5.00 ― 5.00 10.00
25年12月期 ―
25年12月期（予想） 5.00 ― 5.00 10.00

3. 平成25年12月期の業績予想（平成25年 1月 1日～平成25年12月31日）  
（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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

第2四半期(累計) 12,800 0.8 1,980 0.6 2,030 0.1 1,260 10.7 24.52
通期 27,820 1.7 4,210 1.1 4,330 1.1 2,630 10.1 51.18



(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

※  注記事項

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  有
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  有
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年12月期1Q 51,717,215 株 24年12月期 51,717,215 株
② 期末自己株式数 25年12月期1Q 331,813 株 24年12月期 329,729 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年12月期1Q 51,386,612 株 24年12月期1Q 51,392,473 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２ページの「１．当四半期決算に関する定性的情報（３）業績予想に
関する定性的情報」を参照してください。 
 当社は、前第１四半期連結累計期間では四半期連結財務諸表を開示しておりましたが、平成25年１月１日を効力発生日として連結子会社（株式会社トーニ
チ）の吸収合併により、連結対象会社が存在しなくなったため、当第１四半期累計期間より四半期連結財務諸表を作成しておりません。 
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（１）経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期累計期間におけるわが国経済は、政権交代による経済政策への期待感から円高の是正、株価の回復

など緩やかな回復の兆しをみせておりますが、欧州の財政金融不安や世界経済の減速など、依然として不透明な状

況で推移いたしました。 

 当社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、雇用情勢の低迷により消費者の生活

防衛意識は高く節約志向が根強く続いており、食品業界や一般小売業にあってもデフレの影響、消費税増税による

可処分所得減少懸念等から低調に推移しており、引き続き厳しい経営環境にありました。 

 当社は、このような状況の中で、既存顧客との相互信頼関係の構築、積極的な新規顧客の開拓を行ってまいりま

した。 

 また、市場ニーズに応えるべく厨房のトータル提案をさらに充実させるアイテムなどの開発を行いシェア拡大に

努めてまいります。 

 この結果、当第１四半期累計期間の業績につきましては、売上高5,892百万円、営業利益794百万円、経常利益

800百万円、四半期純利益1,201百万円となりました。 

 なお、当社は、前第１四半期連結累計期間では四半期連結財務諸表を開示しておりましたが、平成25年１月１日

を効力発生日とした連結子会社（株式会社トーニチ）の吸収合併により、連結対象子会社が存在しなくなったた

め、当第１四半期累計期間より四半期連結財務諸表を作成しておりません。このため、前年同四半期との比較は行

っておりません。 

   

（２）財政状態に関する定性的情報 

 当第１四半期会計期間末の総資産は、前事業年度末と比べて20百万円減少の52,850百万円となりました。 

 この主な要因は、棚卸資産の増加273百万円等を当社連結子会社との合併に伴う関係会社株式の減少390百万円が

上回ったことによるものであります。 

 負債は、前事業年度末と比べて994百万円減少の7,654百万円となりました。 

 この主な要因は、未払法人税等の減少963百万円であります。 

 これらの結果、純資産は前事業年度末と比べて973百万円増加の45,196百万円となり、自己資本比率は1.9ポイン

ト増の85.5％となりました。 

   

（３）業績予想に関する定性的情報 

 売上高、営業利益及び経常利益は当初予想通りに推移しておりますが、法人税等及び法人税等調整額の見直しを

行った結果、当第２四半期累計期間の四半期純利益が当初予想を上回る見込みであることから、当第２四半期業績

予想を修正いたします。  

 なお、通期予想は変更ございません。 

・平成25年12月期第２四半期業績予想数値の修正（平成25年１月１日～平成25年６月30日） 

 前第１四半期連結累計期間では四半期連結財務諸表を開示しておりましたが、平成25年１月１日を効力発生日と

した連結子会社（株式会社トーニチ）の吸収合併により、連結対象子会社が存在しなくなったため、当第１四半期

累計期間より四半期連結財務諸表を作成しておりません。このため、前年同四半期との比較は行っておりません。

１．当四半期決算に関する定性的情報

  売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益 
１株当たり 
四半期純利益 

  百万円 百万円 百万円 百万円 円 銭 

前回発表予想（Ａ） 12,800 1,980 2,030 1,060 20.63 

今回修正予想（Ｂ） 12,800 1,980 2,030 1,260 24.52 

増減額（Ｂ－Ａ） － － － 200 － 

増減率（％） － － － 18.9 － 

（ご参考）前期第２四半期実績 

（平成24年12月期第２四半期） 
－ － － － － 
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（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

該当事項はありません。 

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

 当社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期会計期間より、平成25年１月１日以後に取得した有形固定資産に

ついて、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。 

  これによる当第１四半期累計期間の営業利益、経常利益及び税引前四半期純利益に与える影響は軽微でありま

す。 

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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３．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成24年12月31日) 

当第１四半期会計期間 
(平成25年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 35,466,021 35,483,644

受取手形及び売掛金 3,348,670 3,228,275

商品及び製品 1,118,650 1,299,929

仕掛品 238,611 254,258

原材料及び貯蔵品 326,673 396,404

点検修理用部品 217,562 224,012

その他 917,122 1,062,674

貸倒引当金 △8,319 △10,920

流動資産合計 41,624,993 41,938,278

固定資産   

有形固定資産 7,562,401 7,566,293

無形固定資産 66,400 61,417

投資その他の資産   

投資有価証券 640,000 686,487

関係会社株式 390,000 －

その他 2,622,950 2,712,857

貸倒引当金 △34,979 △114,403

投資その他の資産合計 3,617,971 3,284,941

固定資産合計 11,246,773 10,912,652

資産合計 52,871,767 52,850,930

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,671,669 2,501,631

未払法人税等 1,091,911 128,115

引当金 317,224 643,311

その他 2,417,831 2,224,018

流動負債合計 6,498,636 5,497,076

固定負債   

退職給付引当金 1,092,652 1,087,550

役員退職慰労引当金 1,054,576 1,063,236

その他 3,000 6,291

固定負債合計 2,150,229 2,157,079

負債合計 8,648,865 7,654,155
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成24年12月31日) 

当第１四半期会計期間 
(平成25年３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 24,644,336 25,589,343

自己株式 △183,267 △184,344

株主資本合計 44,235,988 45,179,918

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △13,087 16,856

評価・換算差額等合計 △13,087 16,856

純資産合計 44,222,901 45,196,774

負債純資産合計 52,871,767 52,850,930
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（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：千円）

当第１四半期累計期間 
(自 平成25年１月１日 
 至 平成25年３月31日) 

売上高 5,892,670

売上原価 2,331,576

売上総利益 3,561,093

販売費及び一般管理費 2,766,808

営業利益 794,284

営業外収益  

受取利息 3,067

受取配当金 333

スクラップ売却益 13,651

その他 18,379

営業外収益合計 35,431

営業外費用  

スクラップ処分費 12,365

点検契約解約損 9,612

その他 7,733

営業外費用合計 29,711

経常利益 800,004

特別利益  

固定資産売却益 3,399

抱合せ株式消滅差益 133,345

特別利益合計 136,745

特別損失  

固定資産除却損 1,776

特別損失合計 1,776

税引前四半期純利益 934,973

法人税、住民税及び事業税 108,172

法人税等調整額 △375,143

法人税等合計 △266,971

四半期純利益 1,201,944
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該当事項はありません。 

該当事項はありません。 

（注）当社は、平成25年１月１日を効力発生日として連結子会社（株式会社トーニチ）の吸収合併により、連結対象会

社が存在しなくなったため、当第１四半期累計期間より四半期連結財務諸表を作成しておりません。よって、前年同期

比の比率は、前第１四半期連結累計期間の品目別売上高の金額と比較して記載しております。  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

４．補足情報

品目別売上高

品目 

当第１四半期累計期間 
（自 平成25年１月１日 
至 平成25年３月31日） 

金額（千円） 前年同期比（％） 

製

品 

厨房用縦型冷凍冷蔵庫  1,685,269  101.1

店舗用縦型ショーケース  1,303,210  102.6

横型冷凍冷蔵庫  495,885  97.8

製氷機  712,757  107.2

小計  4,197,124  102.2

商

品 

店舗設備機器  419,782  105.9

厨房設備機器  496,594  122.5

店舗設備工事  19,803  100.5

小計  936,180  114.0

点検・修理等  759,365  84.2

合計  5,892,670  101.1
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