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

（注）平成20年12月期第１四半期については、四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、平成21年12月期第１四半期の各項目の対前年同四半期
増減率は記載を省略しております。 

(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 ％

22年12月期第1四半期 40,014 4.9 2,582 179.9 2,780 42.0 1,596 72.4
21年12月期第1四半期 38,129 ― 922 ― 1,958 ― 925 ―

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1四半期 22.16 22.15
21年12月期第1四半期 12.85 ―

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1四半期 179,313 105,116 58.6 1,458.90
21年12月期 176,345 104,969 59.5 1,456.85

（参考） 自己資本   22年12月期第1四半期  105,116百万円 21年12月期  104,969百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金
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 ― 0.00 ― 20.00 20.00
22年12月期 ―
22年12月期 

（予想）
0.00 ― 20.00 20.00

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） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  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 
連結累計期間

81,600 0.9 5,600 20.6 5,600 △1.0 3,500 33.0 48.58

通期 160,000 △0.2 9,000 3.0 9,300 △1.6 5,800 18.4 80.50
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4.  その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(2) 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  有  
（注）詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。 

(3) 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（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もの） 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．平成21年２月９日に公表いたしました連結業績予想は、第２四半期連結累計期間、通期とも修正しております。詳細につきましては、４ページ【定性的情
報・財務諸表等】３．連結業績予想に関する定性的情報及び本日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。 
２．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。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年12月期第1四半期 72,052,250株 21年12月期  72,052,250株
② 期末自己株式数 22年12月期第1四半期  220株 21年12月期  150株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年12月期第1四半期 72,052,083株 21年12月期第1四半期 72,052,238株
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当第１四半期連結累計期間における経済環境は、各国の景気刺激策や金融緩和等により、世界的な不況から中国

等アジア諸国を中心に回復をしてきましたが、欧米、国内では依然として設備投資の抑制や雇用の低迷等厳しい状

況が続き、景気の回復は緩やかなものにとどまりました。 

当社グループを取り巻く環境におきましても、主要販売先である外食産業において、消費者の内食志向が高まる

傾向等に伴い、低価格化の進行等により企業間競争が激化し、厳しい経営環境が続きました。 

このような環境のなか、当社グループは、主力製品の拡販、販売製品の品揃えの拡充、保守サービスの強化等積

極的な営業展開を行ってまいりました。その一方で、ITを活用した業務の効率化や生産性の向上、原価低減並びに

販売費及び一般管理費の削減に取り組みました。 

以上の結果、当第１四半期連結累計期間の業績は、売上高は400億14百万円（前年同期比4.9％増）、営業利益は

25億82百万円（同179.9％増）、経常利益は27億80百万円（同42.0％増）となりました。また、四半期純利益は15億

96百万円（同72.4％増）となりました。 

（所在地別セグメントの業績） 

①日本 

 国内におきましては、依然として厳しい市場環境のなかで、新規顧客の開拓、保守サービスの強化、大手ナシ

ョナルチェーン店への積極的な営業活動を展開してまいりました。その結果、売上高は321億43百万円（前年同期

比5.0％増）、営業利益は41億12百万円（同53.0％増）となりました。 

②北中米 

 北中米におきましては、製氷機の拡販、業務用冷蔵庫の品揃え強化等を推進してまいりました。その結果、売

上高は60億96百万円（前年同期比2.6％増）、営業利益は４億29百万円（同0.6％減）となりました。 

③その他の地域 

 その他の地域におきましては、欧州での製氷機、業務用冷蔵庫の品揃え強化、中国での販売拠点の強化等を推

進してまいりました。その結果、売上高は34億13百万円（前年同期比32.7％増）、営業損失は35百万円（前年同

期は２億62百万円の営業損失）となりました。 

当第１四半期連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末に比べ29億68百万円増加し、1,793億13百万円とな

りました。 

流動資産は、前連結会計年度末に比べ27億30百万円増加し、1,048億23百万円となりました。主な要因は、現金及

び預金が減少しましたが、受取手形及び売掛金、有価証券の増加によるものであります。 

固定資産は、前連結会計年度末に比べ２億37百万円増加し、744億90百万円となりました。主な要因は、有形固定

資産が減少しましたが、投資その他の資産の増加によるものであります。 

当第１四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ28億20百万円増加し、741億96百万円となり

ました。 

流動負債は、前連結会計年度末に比べ27億41百万円増加し、543億80百万円となりました。主な要因は、支払手形

及び買掛金、賞与引当金の増加によるものであります。 

固定負債は、前連結会計年度末に比べ78百万円増加し、198億16百万円となりました。 

純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ１億47百万円増加し、1,051億16百万円となりました。主な要因

は、利益剰余金の増加によるものであります。 

定性的情報・財務諸表等

１．連結経営成績に関する定性的情報

２．連結財政状態に関する定性的情報
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平成22年12月期第２四半期連結累計期間及び通期の業績予想につきましては、当第１四半期の業績や当社グルー

プを取り巻く経営環境等を勘案した結果、平成22年２月９日に公表いたしました「平成21年12月期決算短信」に記

載の業績予想を修正しております。 

詳細につきましては、本日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

 該当事項はありません。  

  

 簡便な会計処理 

  たな卸資産の評価方法  

 当第１四半期連結会計期間末における棚卸高は、実地棚卸を省略し、前連結会計年度に係る実地棚卸高を

基礎として、合理的な方法により算定しております。 

  

 該当事項はありません。  

  

３．連結業績予想に関する定性的情報

４．その他

（１）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）

（２）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

（３）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
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５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年３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21年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 62,320 66,796

受取手形及び売掛金 19,416 14,817

有価証券 4,974 3,283

商品及び製品 6,150 5,518

仕掛品 2,104 1,959

原材料及び貯蔵品 4,412 4,364

その他 5,577 5,495

貸倒引当金 △132 △143

流動資産合計 104,823 102,092

固定資産   

有形固定資産 39,017 39,393

無形固定資産   

のれん 11,613 11,928

その他 7,084 6,950

無形固定資産合計 18,697 18,879

投資その他の資産 16,775 15,980

固定資産合計 74,490 74,252

資産合計 179,313 176,345

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 11,766 9,485

未払法人税等 2,088 2,122

賞与引当金 4,326 1,962

その他の引当金 2,019 2,156

その他 34,179 35,911

流動負債合計 54,380 51,638

固定負債   

退職給付引当金 12,310 12,239

その他の引当金 602 625

その他 6,903 6,872

固定負債合計 19,816 19,737

負債合計 74,196 71,376
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年３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21年12月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 7,772 7,772

資本剰余金 14,294 14,294

利益剰余金 87,819 87,664

自己株式 △0 △0

株主資本合計 109,886 109,731

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △32 △111

為替換算調整勘定 △4,736 △4,650

評価・換算差額等合計 △4,769 △4,762

純資産合計 105,116 104,969

負債純資産合計 179,313 176,345
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（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 

 至 平成21年３月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年１月１日 

 至 平成22年３月31日) 

売上高 38,129 40,014

売上原価 24,816 25,165

売上総利益 13,312 14,849

販売費及び一般管理費 12,389 12,266

営業利益 922 2,582

営業外収益   

受取利息 72 60

受取配当金 0 0

為替差益 815 94

その他 179 87

営業外収益合計 1,067 242

営業外費用   

支払利息 5 2

その他 26 41

営業外費用合計 32 44

経常利益 1,958 2,780

特別利益   

製品保証引当金戻入額 － 62

固定資産売却益 0 －

その他 － 3

特別利益合計 0 65

特別損失   

固定資産廃棄損 － 6

投資有価証券評価損 40 －

貸倒引当金繰入額 － 2

その他 25 1

特別損失合計 66 10

税金等調整前四半期純利益 1,892 2,835

法人税、住民税及び事業税 1,965 2,299

法人税等調整額 △998 △1,060

法人税等合計 966 1,239

四半期純利益 925 1,596
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 

 至 平成21年３月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年１月１日 

 至 平成22年３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 1,892 2,835

減価償却費 929 1,008

のれん償却額 354 453

退職給付引当金の増減額（△は減少） 225 －

賞与引当金の増減額（△は減少） 2,101 2,363

売上債権の増減額（△は増加） △1,847 △4,595

たな卸資産の増減額（△は増加） △281 △827

仕入債務の増減額（△は減少） 831 2,471

未払金の増減額（△は減少） △1,580 △578

未払費用の増減額（△は減少） △207 －

未払消費税等の増減額（△は減少） － 136

その他 △1,070 △550

小計 1,346 2,717

利息及び配当金の受取額 70 42

利息の支払額 △25 △3

法人税等の支払額 △977 △2,244

営業活動によるキャッシュ・フロー 414 511

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 △3,319 △16,244

定期預金の払戻による収入 3,525 19,999

有価証券の純増減額（△は増加） － △1,691

有形固定資産の取得による支出 △893 △550

無形固定資産の取得による支出 △560 △481

投資有価証券の取得による支出 △1,019 △610

信託受益権の純増減額（△は増加） 227 －

その他 53 △73

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,986 348

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △1,441 △1,441

その他 △2 △1

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,443 △1,442

現金及び現金同等物に係る換算差額 △528 △110

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △3,543 △693

現金及び現金同等物の期首残高 37,509 29,049

現金及び現金同等物の四半期末残高 33,965 28,356
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 該当事項はありません。 

  

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

 当社グループの事業内容は、電気機械機器の製造及び販売並びに保守サービスであり、その製品の種類・性

質・製造方法・販売市場等の類似性を考慮すると、単一のセグメントによっているため、該当事項はありませ

ん。  

  

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

 当社グループの事業内容は、電気機械機器の製造及び販売並びに保守サービスであり、その製品の種類・性

質・製造方法・販売市場等の類似性を考慮すると、単一のセグメントによっているため、該当事項はありませ

ん。   

  

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

   

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

 （注）１．国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２．本国以外の区分に属する主な国又は地域は次のとおりであります。 

(1）北中米……………米国、カナダ、メキシコ 

(2）その他の地域……欧州、東南アジア他  

３．会計処理の方法の変更  

 前第１四半期連結累計期間  

  （棚卸資産の評価に関する会計基準） 

 当第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年

７月５日）を適用しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、営業利益が、日本

で75百万円減少しております。  

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

〔所在地別セグメント情報〕

  
日本 

（百万円） 
 北中米 

（百万円） 
その他の地域
（百万円） 

計 
（百万円） 

消去又は全社 
（百万円） 

連結 
（百万円） 

 売上高       

 (1）外部顧客に対する売 

上高 
 30,055  5,635  2,438  38,129  －  38,129

 (2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 569  304  133  1,007  △1,007  －

計  30,625  5,939  2,572  39,136  △1,007  38,129

 営業利益（△営業損失）  2,687  432  △262  2,856  △1,934  922

  
日本 

（百万円） 
 北中米 

（百万円） 
その他の地域
（百万円） 

計 
（百万円） 

消去又は全社 
（百万円） 

連結 
（百万円） 

 売上高       

 (1）外部顧客に対する売 

上高 
 31,310  5,517  3,186  40,014  －  40,014

 (2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 832  579  227  1,639  △1,639  －

計  32,143  6,096  3,413  41,654  △1,639  40,014

 営業利益（△営業損失）  4,112  429  △35  4,505  △1,922  2,582
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前第１四半期連結累計期間（自 平成21年１月１日 至 平成21年３月31日） 

  

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

 （注）１．国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２．各区分に属する主な国又は地域は次のとおりであります。 

(1）北中米……………米国、カナダ、メキシコ 

(2）その他の地域……欧州、東南アジア他 

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

   

 該当事項はありません。 

   

〔海外売上高〕

  北中米 その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円）  5,627  2,527  8,155

Ⅱ 連結売上高（百万円）  －  －  38,129

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％）  14.8  6.6  21.4

  北中米 その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円）  5,523  3,314  8,837

Ⅱ 連結売上高（百万円）  －  －  40,014

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％）  13.8  8.3  22.1

（６）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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