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(百万円未満切捨て)

１．2020年12月期第１四半期の連結業績（2020年１月１日～2020年３月31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 ％

2020年12月期第１四半期 7,013 △7.2 444 △16.6 452 △16.9 321 △10.6

2019年12月期第１四半期 7,558 1.0 532 △31.1 544 △30.7 359 △33.6
(注) 包括利益 2020年12月期第１四半期 113百万円(△71.8％) 2019年12月期第１四半期 403百万円(△10.9％)

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

2020年12月期第１四半期 63.92 －

2019年12月期第１四半期 71.01 －
　

　

（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

2020年12月期第１四半期 33,603 25,126 71.0 4,741.72

2019年12月期 34,860 26,593 72.4 5,012.55
(参考) 自己資本 2020年12月期第１四半期 23,864百万円 2019年12月期 25,227百万円
　　

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

2019年12月期 － 0.00 － 300.00 300.00

2020年12月期 －

2020年12月期(予想) 0.00 － 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
　
　

３．2020年12月期の連結業績予想（2020年１月１日～2020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)

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

第２四半期(累計) － － － － － － － － －

通期 － － － － － － － － －
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有
　

新型コロナウイルスの感染拡大による業績への影響が現時点では合理的算定が困難であるため、2020年２月６日公表
の業績予想について、第２四半期（累計）及び通期の連結業績予想は「未定」といたします。
なお、合理的な見通しが可能となった時点で改めて公表いたします。
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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.８「（３）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) 2020年12月期１Ｑ 5,068,000株 2019年12月期 5,068,000株

② 期末自己株式数 2020年12月期１Ｑ 35,226株 2019年12月期 35,226株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2020年12月期１Ｑ 5,032,774株 2019年12月期１Ｑ 5,067,847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。
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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１四半期連結累計期間(2020年１月１日～2020年３月31日)におけるわが国経済は、長期化している米中貿易

摩擦などを背景とした世界経済低迷化の影響を受け、設備投資減速など低成長が続いている状況に加え、国内外に

おける新型コロナウイルス感染拡大による世界経済急減速の影響で先行き不透明な状況となっております。

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」は２年目を迎え、

「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１四半期連結累計期間の当社グループの業績は、国内においてはスーパーマーケット向け売上及びコンビニ

エンス・ストア向け売上は昨年の実績には及ばなかったものの、物流センター等の大型物件向け売上は堅調に推移

し、前年同期の実績を上回りました。しかし一方で新型コロナウイルス感染拡大による影響のため中国における売

上は、前年同期の実績に及ばず減収となり、利益についても、競合他社との厳しい価格競争が続いていること、ま

た「中長期経営計画N-ExT 2023」の実行による投資などにより前年同期の実績に及ばず減益となりました。

その結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は70億13百万円(前年同期比5億45百万円、7.2％減)、経常利益は4

億52百万円(前年同期比92百万円、16.9％減)、親会社株主に帰属する四半期純利益は3億21百万円(前年同期比38百

万円、10.6％減)となりました。

「中長期経営計画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 2019年売上高
構 成 比
（％）

2020年売上高
構 成 比
（％）

対前年
同期比
（％）

ショーケース・倉庫事業 5,676 75.1 5,715 81.5 0.7

メ ン テ ナ ン ス 事 業 747 9.9 819 11.7 9.6

海 外 事 業 1,135 15.0 478 6.8 △57.9

合 計 7,558 100.0 7,013 100.0 △7.2

「ショーケース・倉庫事業」は、ショーケース事業売上は昨年の実績には及ばなかったものの、倉庫事業が堅調

だったことにより、対前年同期比0.7％増となりました。

「メンテナンス事業」は、新規に提案メンテナンス等を実施し、需要を掘り起こした結果、対前年同期比9.6％増

となりました。

「海外事業」は、新型コロナウイルス感染拡大による影響で、対前年同期比57.9％減となりました。

　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及びコンビニエンス・ストア向け売上は昨年の実績には及ばな

かったものの物流センター等の大型物件向け売上が堅調だったことにより、昨年を上回る65億35百万円(前年同期

比1億11百万円、1.7％増)となりましたが、営業利益は4億80百万円(前年同期比27百万円、5.3％減)となりまし

た。

②中国

中国の売上高は、新型コロナウイルス感染拡大による影響で、売上高は5億2百万円(前年同期比6億70百万円、

57.2％減)にとどまり、利益の面でも営業損失が36百万円(前年同期は24百万円の営業利益)となりました。
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（２）財政状態に関する説明

当第１四半期連結会計期間末の総資産は336億3百万円となり、前連結会計年度末と比較して12億56百万円の減少

となりました。

(流動資産)

当第１四半期連結会計期間末の流動資産は259億93百万円となり、前連結会計年度末と比較して12億2百万円の減

少となりました。これは主にたな卸資産が前連結会計年度末と比較して4億58百万円増加した一方で、現金及び預金

が12億58百万円減少したこと、受取手形及び売掛金が前連結会計年度末と比較して3億15百万円減少したことなどに

よります。

(固定資産)

当第１四半期連結会計期間末の固定資産は76億10百万円となり、前連結会計年度末と比較して53百万円の減少と

なりました。これは主にその他無形固定資産が1億12百万円増加した一方で、投資有価証券が時価の下落により1億

77百万円減少したことなどによります。

(流動負債)

当第１四半期連結会計期間末の流動負債は48億93百万円となり、前連結会計年度末と比較して2億39百万円の増加

となりました。

これは主に未払法人税等が前連結会計年度末と比較して2億73百万円減少した一方で、支払手形及び買掛金が前連

結会計年度末と比較して4億6百万円増加したことなどによります。

(固定負債)

当第１四半期連結会計期間末の固定負債は35億84百万円となり、前連結会計年度末と比較して28百万円の減少と

なりました。これは主に退職給付に係る負債が46百万円減少したことなどによります。

(純資産)

当第１四半期連結会計期間末の純資産は251億26百万円となり、前連結会計年度末と比較して14億67百万円の減少

となりました。これは主に配当金の支払などにより利益剰余金が11億98百万円減少したことなどによります。

この結果、自己資本比率は71.0％となり、前連結会計年度末と比較して1.4ポイントの減少となりました。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

新型コロナウイルスの感染拡大による業績への影響が現時点では合理的算定が困難であるため、2020年２月６日

公表の業績予想について、第２四半期（累計）及び通期の連結業績予想は「未定」といたします。

なお、合理的な見通しが可能となった時点で改めて公表いたします。
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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
(2019年12月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2020年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 19,551,132 18,292,527

受取手形及び売掛金 4,851,718 4,536,130

電子記録債権 180,100 100,792

商品及び製品 1,106,922 1,390,867

仕掛品 246,049 390,681

原材料及び貯蔵品 1,028,265 1,058,174

その他 232,004 224,355

貸倒引当金 △192 △190

流動資産合計 27,196,001 25,993,338

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 4,856,403 4,837,554

減価償却累計額 △3,614,025 △3,620,348

建物及び構築物（純額） 1,242,377 1,217,205

機械装置及び運搬具 3,540,168 3,518,554

減価償却累計額 △2,683,292 △2,704,750

機械装置及び運搬具（純額） 856,876 813,804

土地 1,101,748 1,101,748

建設仮勘定 51,162 75,538

その他 736,295 736,915

減価償却累計額 △665,202 △658,440

その他（純額） 71,093 78,474

有形固定資産合計 3,323,259 3,286,772

無形固定資産

土地使用権 208,722 201,878

その他 233,112 345,737

無形固定資産合計 441,835 547,616

投資その他の資産

投資有価証券 3,090,098 2,912,620

繰延税金資産 755,286 812,065

その他 63,046 71,220

貸倒引当金 △9,514 △19,915

投資その他の資産合計 3,898,917 3,775,990

固定資産合計 7,664,011 7,610,379

資産合計 34,860,013 33,603,718
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2019年12月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2020年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,906,794 2,312,968

短期借入金 250,000 250,000

未払費用 669,944 799,908

未払法人税等 451,763 178,293

未払消費税等 145,625 100,456

賞与引当金 68,012 213,778

製品保証引当金 93,423 89,103

工事損失引当金 137,363 180,080

その他 931,111 768,825

流動負債合計 4,654,037 4,893,414

固定負債

繰延税金負債 1,267 1,251

役員退職慰労未払金 154,197 146,197

役員株式給付引当金 98,483 114,983

退職給付に係る負債 2,909,478 2,863,441

資産除去債務 26,159 26,160

その他 422,889 432,201

固定負債合計 3,612,477 3,584,236

負債合計 8,266,514 8,477,651

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 23,210,467 22,011,816

自己株式 △239,736 △239,736

株主資本合計 24,315,439 23,116,788

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 675,674 544,877

為替換算調整勘定 235,911 202,342

その他の包括利益累計額合計 911,586 747,219

非支配株主持分 1,366,472 1,262,059

純資産合計 26,593,498 25,126,067

負債純資産合計 34,860,013 33,603,718
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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 2019年１月１日
　至 2019年３月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2020年１月１日
　至 2020年３月31日)

売上高 7,558,608 7,013,212

売上原価 6,423,641 6,024,983

売上総利益 1,134,967 988,228

販売費及び一般管理費 602,035 543,773

営業利益 532,931 444,455

営業外収益

受取利息 10,452 7,422

仕入割引 2,062 －

為替差益 － 540

受取地代家賃 436 545

その他 1,925 1,078

営業外収益合計 14,876 9,586

営業外費用

支払利息 1,642 1,673

売上割引 333 112

為替差損 1,484 －

営業外費用合計 3,460 1,786

経常利益 544,347 452,255

特別利益

固定資産売却益 294 12

特別利益合計 294 12

特別損失

固定資産除却損 0 348

特別損失合計 0 348

税金等調整前四半期純利益 544,641 451,919

法人税等 171,270 143,103

四半期純利益 373,371 308,816

非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主
に帰属する四半期純損失（△）

13,521 △12,864

親会社株主に帰属する四半期純利益 359,850 321,680
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四半期連結包括利益計算書

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 2019年１月１日
　至 2019年３月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2020年１月１日
　至 2020年３月31日)

四半期純利益 373,371 308,816

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △21,265 △130,797

為替換算調整勘定 51,024 △64,420

その他の包括利益合計 29,759 △195,217

四半期包括利益 403,130 113,598

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 365,173 157,313

非支配株主に係る四半期包括利益 37,957 △43,715
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（３）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）

該当事項はありません。

（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１四半期連結累計期間(自 2019年１月１日　至 2019年３月31日)及び当第１四半期連結累計期間(自

2020年１月１日　至 2020年３月31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。

（重要な後発事象）

該当事項はありません。
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