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1.  平成24年12月期第3四半期の連結業績（平成24年1月1日～平成24年9月30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 ％

24年12月期第3四半期 137,827 5.8 14,918 17.8 14,906 20.8 8,574 21.4
23年12月期第3四半期 130,296 △0.1 12,667 △0.3 12,344 2.0 7,064 △8.3

（注）包括利益 24年12月期第3四半期 8,562百万円 （43.7％） 23年12月期第3四半期 5,957百万円 （―％）

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

24年12月期第3四半期 118.89 118.68
23年12月期第3四半期 98.02 97.88

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年12月期第3四半期 199,921 120,854 60.4
23年12月期 185,282 114,445 61.7

（参考） 自己資本   24年12月期第3四半期  120,744百万円 23年12月期  114,328百万円

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

23年12月期 ― 0.00 ― 30.00 30.00
24年12月期 ― 0.00 ―

24年12月期（予想） 30.00 30.00

3. 平成24年12月期の連結業績予想（平成24年 1月 1日～平成24年12月31日）

（％表示は、対前期増減率）

（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

通期 178,000 5.1 16,000 15.9 16,000 16.4 9,000 24.6 124.78



(1) 当四半期連結累計期間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）  ：  有  

詳細につきましては、［添付資料］P．３「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項」をご覧ください。

(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  
詳細につきましては、［添付資料］P．３「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項」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 

(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
半期連結財務諸表のレビュー手続きは終了しておりません。

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
平成24年７月30日に公表いたしました通期連結業績予想を修正しております。詳細につきましては、［添付資料］Ｐ．２「１．当四半期の連結業績等に関する定性
的情報（３）連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。なお、業績予想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。

※  注記事項

新規 1社 （社名） 星崎（中国）投資有限公司 、 除外 ―社 （社名）

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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年12月期3Q 72,129,250 株 23年12月期 72,118,250 株

② 期末自己株式数 24年12月期3Q 523 株 23年12月期 439 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年12月期3Q 72,121,903 株 23年12月期3Q 72,069,152 株
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（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国内の経済環境は、東日本大震災からの復旧・復興需要等を背景として、緩

やかな回復基調にあったものの、長期化する円高やデフレの影響、輸出の減少等依然として厳しい環境が継続いた

しました。海外におきましては、欧州の政府債務危機の長期化、世界経済の成長の減速等により、景気は引き続き

先行き不透明な状況で推移いたしました。 

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、消費者の節約志向や外食業

界内の競争激化等により、厳しい経営環境が続きました。 

このような環境のなか、当社グループは引き続き、国内では、外食産業への積極的な拡販と外食産業以外の新規

顧客の継続的な開拓を行ってまいりました。海外では、北中米、欧州・アジアにおいて、主力製品の拡販に努めま

した。その一方で、原価低減に加えITを活用した業務の効率化や生産性の向上に努め、利益の確保にグループをあ

げて取り組みました。 

以上の結果、当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高1,378億27百万円（前年同期比5.8％増）、営業利益

149億18百万円（同17.8％増）、経常利益149億６百万円（同20.8％増）となりました。また、四半期純利益は、85

億74百万円（同21.4％増）となりました。 

セグメントの業績は、次のとおりであります。 

①日本 

日本におきましては、業務用冷蔵庫、製氷機、食器洗浄機等の主力製品及びスチームコンベクションオーブン

をはじめとする戦略商品の拡販や、その他の新規顧客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1,115億50百万円（前年同期比6.8％増）、セグメント利益は124億63百万円（同24.3％増）となり

ました。 

②北中米 

北中米におきましては、製氷機や業務用冷蔵庫、飲料ディスペンサを中心に拡販を推進してまいりました。そ

の結果、売上高は222億７百万円（前年同期比1.1％増）となりましたが、前年同期にあった飲料ディスペンサの

特需の反動等により、セグメント利益は30億29百万円（同6.5％減）となりました。 

③欧州・アジア 

欧州・アジアにおきましては、主力製品の品揃え強化と積極的な拡販に努めてまいりました。その結果、売上

高は76億５百万円（前年同期比5.1％増）、セグメント利益は６億69百万円（同11.5％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の資産合計は、前連結会計年度末に比べ146億39百万円増加し、1,999億21百万円と

なりました。 

流動資産は、前連結会計年度末に比べ150億52百万円増加し、1,371億99百万円となりました。主な要因は、現金

及び預金、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４億12百万円減少し、627億22百万円となりました。主な要因は、有形固

定資産、投資その他の資産が増加しましたが、のれんが減少したことによるものであります。 

当第３四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82億29百万円増加し、790億67百万円とな

りました。 

流動負債は、前連結会計年度末に比べ79億75百万円増加し、600億99百万円となりました。主な要因は、支払手

形及び買掛金、未払法人税等、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２億54百万円増加し、189億68百万円となりました。主な要因は、退職給

付引当金の増加によるものであります。 

当第３四半期連結会計期間末の純資産合計は、前連結会計年度末に比べ64億９百万円増加し、1,208億54百万円

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。 

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

平成24年12月期通期の連結業績予想につきましては、当第３四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24年7月30日に公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」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。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

 第１四半期連結会計期間において、星崎（中国）投資有限公司を新たに設立したため、連結の範囲に含めており

ます。   

   

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

  重要性が乏しいため、記載を省略しております。  

   

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

  該当事項はありません。 

   

   

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

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 81,418 86,293

受取手形及び売掛金 17,069 22,062

有価証券 6,410 9,106

商品及び製品 6,139 6,263

仕掛品 1,872 1,985

原材料及び貯蔵品 4,857 4,914

その他 4,462 6,666

貸倒引当金 △83 △93

流動資産合計 122,147 137,199

固定資産   

有形固定資産 36,741 37,076

無形固定資産   

のれん 7,598 6,535

その他 6,108 5,411

無形固定資産合計 13,707 11,947

投資その他の資産 12,687 13,697

固定資産合計 63,135 62,722

資産合計 185,282 199,921

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 9,490 10,790

未払法人税等 2,624 5,177

賞与引当金 2,206 5,845

その他の引当金 870 828

その他 36,932 37,456

流動負債合計 52,123 60,099

固定負債   

退職給付引当金 12,924 13,290

その他の引当金 740 745

その他 5,047 4,932

固定負債合計 18,713 18,968

負債合計 70,837 79,067
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 7,812 7,819

資本剰余金 14,335 14,341

利益剰余金 100,167 106,578

自己株式 △0 △0

株主資本合計 122,314 128,739

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △176 △149

為替換算調整勘定 △7,809 △7,844

その他の包括利益累計額合計 △7,986 △7,994

少数株主持分 117 110

純資産合計 114,445 120,854

負債純資産合計 185,282 199,921
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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３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年１月１日 
 至 平成24年９月30日) 

売上高 130,296 137,827

売上原価 79,235 83,626

売上総利益 51,061 54,200

販売費及び一般管理費 38,393 39,282

営業利益 12,667 14,918

営業外収益   

受取利息 185 259

受取配当金 7 11

その他 269 345

営業外収益合計 462 617

営業外費用   

支払利息 8 9

為替差損 556 548

その他 220 71

営業外費用合計 785 629

経常利益 12,344 14,906

特別利益   

固定資産売却益 6 2

その他 0 －

特別利益合計 6 2

特別損失   

固定資産廃棄損 28 44

減損損失 0 16

災害による損失 129 －

その他 4 3

特別損失合計 163 64

税金等調整前四半期純利益 12,187 14,843

法人税、住民税及び事業税 6,924 8,354

法人税等調整額 △1,793 △2,077

法人税等合計 5,131 6,276

少数株主損益調整前四半期純利益 7,056 8,567

少数株主損失（△） △7 △7

四半期純利益 7,064 8,574
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年１月１日 
 至 平成24年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 7,056 8,567

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △87 26

為替換算調整勘定 △1,010 △31

その他の包括利益合計 △1,098 △4

四半期包括利益 5,957 8,562

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 5,975 8,566

少数株主に係る四半期包括利益 △17 △4
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 該当事項はありません。   

   

   

 該当事項はありません。   

   

   

  （セグメント情報）   

Ⅰ 前第３四半期連結累計期間（自 平成23年１月１日 至 平成23年９月30日）  

    報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報  

                               （単位：百万円）

（注）１．セグメント利益の調整額 百万円には、のれんの償却額 百万円、無形固定資産等の償却額

百万円、棚卸資産の調整額 百万円、その他セグメント間取引の調整等 百万円が含まれておりま

す。 

   ２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。  

   

Ⅱ 当第３四半期連結累計期間（自 平成24年１月１日 至 平成24年９月30日）  

    報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報  

                               （単位：百万円）

（注）１．セグメント利益の調整額 百万円には、のれんの償却額 百万円、無形固定資産等の償却額

百万円、棚卸資産の調整額 百万円、その他セグメント間取引の調整等 百万円が含まれており

ます。 

   ２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。  

   

   

（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

（５）セグメント情報等

  

報告セグメント
調整額 
（注）１  

四半期連結
損益計算書 
計上額 
（注）２ 

日本 北中米 欧州・アジア 計

売上高             

外部顧客への売上高  101,875  21,711  6,709  130,296  －  130,296

セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 2,529  251  528  3,308  △3,308  －

計  104,405  21,962  7,237  133,605  △3,308  130,296

セグメント利益  10,027  3,238  600  13,866  △1,199  12,667

△1,199 △1,014

△328 28 114

  

報告セグメント
調整額 
（注）１  

四半期連結
損益計算書 
計上額 
（注）２ 

日本 北中米 欧州・アジア 計

売上高             

外部顧客への売上高  109,064  21,925  6,837  137,827  －  137,827

セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 2,485  281  768  3,535  △3,535  －

計  111,550  22,207  7,605  141,363  △3,535  137,827

セグメント利益  12,463  3,029  669  16,162  △1,243  14,918

△1,243 △999

△327 △95 178
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