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(百万円未満切捨て)

１．2019年12月期第２四半期の連結業績（2019年１月１日～2019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
親会社株主に帰属
する四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2019年12月期第２四半期 14,886 9.7 1,123 △1.1 1,160 △1.4 775 △3.5

2018年12月期第２四半期 13,572 △3.5 1,135 △26.1 1,176 △25.3 803 △24.4
(注) 包括利益 2019年12月期第2四半期 632百万円(△19.9％) 2018年12月期第2四半期 789百万円(△29.1％)

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

2019年12月期第２四半期 153.03 －

2018年12月期第２四半期 158.62 －
　

　

（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

2019年12月期第２四半期 38,210 26,050 64.7 4,877.22

2018年12月期 40,859 27,064 62.8 5,063.20
(参考) 自己資本 2019年12月期第２四半期 24,716百万円 2018年12月期 25,659百万円
　　

　

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

2018年12月期 － 0.00 － 312.00 312.00

2019年12月期 － 0.00

2019年12月期(予想) － 300.00 300.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

３．2019年12月期の連結業績予想（2019年１月１日～2019年12月31日）

(％表示は、対前期増減率)

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属
する当期純利益

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 28,300 △0.2 1,760 △21.1 1,840 △20.3 1,210 △23.5 238.76
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無
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※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

　 (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

新規 - 社（社名） 、除外 -社（社名）
　

　

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 有
　

（注）詳細は、添付資料Ｐ.９「２．四半期連結財務諸表及び主な注記（４）四半期連結財務諸表に関する注記事項
（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用）」をご覧ください。

　

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 無

② ①以外の会計方針の変更 ： 無

③ 会計上の見積りの変更 ： 無

④ 修正再表示 ： 無
　

　

（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) 2019年12月期２Ｑ 5,068,000株 2018年12月期 8,954,000株

② 期末自己株式数 2019年12月期２Ｑ 205株 2018年12月期 3,886,102株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2019年12月期２Ｑ 5,067,825株 2018年12月期２Ｑ 5,067,968株
　

　

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※ 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
要因によって異なる結果となる可能性があります。

(日付の表示方法の変更)
「2019年12月期第1四半期決算短信」より日付の表示方法を和暦表示から西暦表示に変更しております。
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１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

当第２四半期連結累計期間（2019年1月1日～2019年6月30日）におけるわが国経済は、雇用・所得環境の改善が継

続し、景気は緩やかな回復基調で推移しておりますが、米中貿易摩擦などの世界経済の先行き不透明な状況が、輸出

や設備投資に影響を与え、景気の回復基調が鈍化することが懸念されます。

このような中、当社グループは、2023年度を最終年度とする「中長期経営計画N-ExT 2023」をスタートし、「冷や

す」技術をもとに最良の製品・サービスを生み出し、顧客と共に新しい課題に取り組むことで社会に貢献することを

コンセプトに本計画を実行しております。

当第２四半期連結累計期間は、国内スーパーマーケット向け売上は10月の消費税率の引き上げを控え、システム改

修の投資等により、改装などへの投資が抑えられ前年同期の実績に及びませんでした。一方、国内のコンビニエン

ス・ストア向け売上、物流センター等の大型物件向け売上、中国での売上が伸びたことなどにより、全体としては増

収となりました。利益につきましては、競合他社との厳しい価格競争が続いていること、また「N-ExT 2023」の実行

による投資などにより前年同期の実績には及ばず減益となりました。

その結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は148億86百万円(前年同期比13億14百万円、9.7％増)、経常利益

は11億60百万円(前年同期比16百万円、1.4％減)、親会社株主に帰属する四半期純利益は７億75百万円(前年同期比

28百万円、3.5％減)となりました。

「N-ExT 2023」に基づく事業別売上は次のとおりであります。

単位：百万円（百万円未満切捨て）

事 業 区 分 売 上 高 構 成 比（％）

シ ョ ー ケ ー ス・倉 庫 事 業 11,676 78.4

メ ン テ ナ ン ス 事 業 1,609 10.8

海 外 事 業 1,600 10.8

合 計 14,886 100.0

　なお、当社グループの事業は食品店舗向けの冷凍・冷蔵ショーケース等の製造・販売並びにこれらの付随業務か

らなる単一セグメントであるため、セグメント情報の記載をしておりませんが、所在地別の業績の概況は次のとお

りであります。

①日本

国内の売上高は、スーパーマーケット向け売上が低調でしたが、物流センター等の大型物件向け売上は前年同期

の実績を上回り、コンビニエンス・ストア向け売上も好調に推移した結果、132億87百万円(前年同期比10億67百万

円、8.7％増)となりましたが、営業利益は「N-ExT 2023」の実行による投資などにより10億86百万円(前年同期比21

百万円、1.9％減)となりました。

②中国

中国国内向けの販売は、新規顧客の開拓など積極的な営業活動に努めた結果、売上高は16億68百万円(前年同期比

２億51百万円、17.7％増)となり、営業利益は37百万円(前年同期比９百万円、33.6％増)となりました。
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（２）財政状態に関する説明

①資産、負債及び純資産の状況

当第２四半期連結会計期間末の総資産は382億10百万円(前連結会計年度末は408億59百万円)となりました。流動

資産は309億12百万円(前連結会計年度末は340億25百万円)となり、固定資産は72億97百万円(前連結会計年度末は68

億33百万円)となりました。流動資産が減少した主な要因は、購買代金の支払条件の変更などにより現金及び預金が

25億５百万円減少したこと、受取手形及び売掛金が前連結会計年度末比５億35百万円減少したことによります。

　当第２四半期連結会計期間末の負債は121億59百万円（前連結会計年度末は137億95百万円）となりました。流動

負債は86億円（前連結会計年度末は102億93百万円）となり、固定負債は35億59百万円（前連結会計年度末は35億1

百万円）となりました。流動負債が減少した主な要因は、現金及び預金と同様、支払条件の変更により電子記録債

務が前連結会計年度末比18億58百万円減少したことによります。

　当第２四半期連結会計期間末の純資産は260億50百万円(前連結会計年度末は270億64百万円)となりました。なお、

自己株式の消却を実施し、利益剰余金及び自己株式がそれぞれ78億56百万円減少しております。

この結果、自己資本比率は64.7％(前連結会計年度末は62.8％)となりました。

②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。)の残高は、前連結会計年度末

に比べ２億84百万円増加し、88億78百万円となりました。その内容の主なものは次のとおりです。

（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いて営業活動による資金は、３億3百万円の減少(前年同四半期は13億95百万円の

増加)となりました。

この主な要因は、税金等調整前四半期純利益の確保が11億58百万円、売上債権の減少が７億52百万円であったの

に対し、仕入債務の減少が22億93百万円、法人税等の支払額が２億43百万円あったことなどによります。

（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いて投資活動による資金は、22億33百万円の増加(前年同四半期は１億60百万円の

減少)となりました。

この主な要因は、「N-ExT 2023」の実行及び支払条件の変更による現金支出に備えるなどのため、定期預金の解

約が27億49百万円あったことによります。

（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いて財務活動による資金は、16億41百万円の減少(前年同四半期は５億54百万円の

減少)となりました。

この主な要因は、配当金の支払が15億76百万円あったことによります。

なお、「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 2018年２月16日）等を当第１四半

期連結会計期間の期首から適用しており、財政状態については、当該会計基準等を遡って適用した後の数値で前連

結会計年度との比較・分析を行っております。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

通期の業績予想につきましては、2019年２月８日公表の業績予想に変更はありません。

　なお、業績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異なる結果となる可能性があります。
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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(2018年12月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2019年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 26,085,256 23,579,746

受取手形及び売掛金 4,888,658 4,353,105

電子記録債権 567,588 319,831

商品及び製品 1,329,295 1,071,277

仕掛品 268,517 446,590

原材料及び貯蔵品 751,116 982,049

その他 135,572 160,610

貸倒引当金 △322 △236

流動資産合計 34,025,683 30,912,975

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 4,501,589 4,694,997

減価償却累計額 △3,545,554 △3,564,045

建物及び構築物（純額） 956,035 1,130,952

機械装置及び運搬具 3,341,331 3,460,744

減価償却累計額 △2,655,578 △2,628,295

機械装置及び運搬具（純額） 685,753 832,449

土地 1,101,748 1,101,748

建設仮勘定 40,338 18,451

その他 691,607 716,462

減価償却累計額 △615,973 △639,713

その他（純額） 75,634 76,749

有形固定資産合計 2,859,511 3,160,351

無形固定資産

土地使用権 225,462 214,129

その他 59,758 155,561

無形固定資産合計 285,221 369,690

投資その他の資産

投資有価証券 2,914,409 2,942,727

繰延税金資産 726,521 775,525

その他 65,603 66,299

貸倒引当金 △17,342 △16,818

投資その他の資産合計 3,689,192 3,767,734

固定資産合計 6,833,924 7,297,776

資産合計 40,859,608 38,210,751
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2018年12月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2019年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 3,166,758 2,705,231

電子記録債務 5,091,096 3,232,389

短期借入金 250,000 250,000

未払費用 793,551 1,111,172

未払法人税等 264,064 386,855

未払消費税等 110,520 86,971

賞与引当金 69,436 95,904

製品保証引当金 93,128 83,296

その他 454,848 648,467

流動負債合計 10,293,404 8,600,289

固定負債

繰延税金負債 3,418 3,418

役員退職慰労引当金 138,897 －

役員退職慰労未払金 － 154,197

役員株式給付引当金 － 38,000

退職給付に係る負債 2,910,205 2,915,480

資産除去債務 26,155 26,157

その他 422,992 422,397

固定負債合計 3,501,669 3,559,651

負債合計 13,795,074 12,159,941

純資産の部

株主資本

資本金 822,650 822,650

資本剰余金 522,058 522,058

利益剰余金 31,151,731 22,489,650

自己株式 △7,856,232 △457

株主資本合計 24,640,207 23,833,902

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 735,497 640,940

為替換算調整勘定 284,061 241,890

その他の包括利益累計額合計 1,019,558 882,830

非支配株主持分 1,404,767 1,334,077

純資産合計 27,064,534 26,050,810

負債純資産合計 40,859,608 38,210,751
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

（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 2018年１月１日
　至 2018年６月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2019年１月１日
　至 2019年６月30日)

売上高 13,572,206 14,886,241

売上原価 11,410,361 12,632,333

売上総利益 2,161,845 2,253,908

販売費及び一般管理費 1,025,993 1,130,140

営業利益 1,135,852 1,123,767

営業外収益

受取利息 23,125 19,288

受取配当金 14,807 21,517

仕入割引 3,032 3,438

受取地代家賃 1,001 1,049

その他 5,137 2,947

営業外収益合計 47,103 48,242

営業外費用

支払利息 3,326 3,298

売上割引 843 625

為替差損 2,231 7,594

営業外費用合計 6,400 11,519

経常利益 1,176,554 1,160,490

特別利益

ゴルフ会員権売却益 50 －

固定資産売却益 229 294

特別利益合計 279 294

特別損失

固定資産除却損 475 1,727

固定資産売却損 25 216

特別損失合計 500 1,943

税金等調整前四半期純利益 1,176,334 1,158,841

法人税等 343,560 350,952

四半期純利益 832,773 807,888

非支配株主に帰属する四半期純利益 28,894 32,346

親会社株主に帰属する四半期純利益 803,879 775,542
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（四半期連結包括利益計算書）

（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 2018年１月１日
　至 2018年６月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2019年１月１日
　至 2019年６月30日)

四半期純利益 832,773 807,888

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 61,576 △94,557

為替換算調整勘定 △105,268 △80,926

その他の包括利益合計 △43,692 △175,483

四半期包括利益 789,081 632,404

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 810,600 638,814

非支配株主に係る四半期包括利益 △21,518 △6,409
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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 2018年１月１日
　至 2018年６月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2019年１月１日
　至 2019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 1,176,334 1,158,841

減価償却費 165,735 174,111

貸倒引当金の増減額（△は減少） △7,041 △86

賞与引当金の増減額（△は減少） 30,058 26,467

製品保証引当金の増減額（△は減少） △10,631 △9,387

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △110,135 △138,897

役員退職慰労未払金の増減額（△は減少） － 154,197

役員株式給付引当金の増減額（△は減少） － 38,000

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △68,343 5,274

受取利息及び受取配当金 △37,932 △40,806

支払利息 3,326 3,298

固定資産売却損益（△は益） △204 △78

固定資産除却損 475 1,727

売上債権の増減額（△は増加） 224,182 752,323

たな卸資産の増減額（△は増加） 184,806 △173,667

その他の資産の増減額（△は増加） △18,368 △29,757

仕入債務の増減額（△は減少） △208,073 △2,293,684

その他の負債の増減額（△は減少） 210,694 294,357

ゴルフ会員権売却損益（△は益） △50 －

その他 87,754 △18,956

小計 1,622,585 △96,720

利息及び配当金の受取額 37,932 40,806

利息の支払額 △5,807 △5,598

法人税等の支払額 △258,744 △243,840

法人税等の還付額 － 1,417

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,395,966 △303,936

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △485,660 △271,522

有形固定資産の売却による収入 3,788 1,163

固定資産の除却による支出 △244 △1,093

無形固定資産の取得による支出 △7,664 △80,850

定期預金の増減額（△は増加） 333,809 2,749,275

投資有価証券の取得による支出 △5,334 △162,489

差入保証金増減額（△は減少） 567 △1,221

ゴルフ会員権の売却による収入 100 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △160,639 2,233,260

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出 △478 △663

配当金の支払額 △495,214 △1,576,804

非支配株主への配当金の支払額 △58,976 △64,281

財務活動によるキャッシュ・フロー △554,669 △1,641,749

現金及び現金同等物に係る換算差額 △23,498 △3,305

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 657,159 284,269

現金及び現金同等物の期首残高 9,204,479 8,594,099

現金及び現金同等物の四半期末残高 9,861,638 8,878,368
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（４）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

該当事項はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

当社は、2019年３月28日開催の取締役会決議に基づき、2019年４月19日付で、自己株式3,886,000株の消却を実施し

ております。この結果、当第２四半期連結累計期間において利益剰余金及び自己株式がそれぞれ7,856,438千円減少

し、当第２四半期連結会計期間末において利益剰余金が22,489,650千円、自己株式が457千円となっております。

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用）

税金費用の計算

税金費用については、当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積

り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。

（会計方針の変更）

該当事項はありません。

（会計上の見積りの変更）

該当事項はありません。

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

前第２四半期連結累計期間(自 2018年１月１日 至 2018年６月30日)及び当第２四半期連結累計期間(自 2019

年１月１日 至 2019年６月30日)

当社グループの事業は、食品店舗向けの冷凍・冷蔵ショーケース等の製造、販売並びにこれらの付随業務の単

一セグメントであるため、記載を省略しております。

（追加情報）

（「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用）

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 2018年２月16日）等を第１四半期連結会

計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区

分に表示しております。
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