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1.  平成25年12月期第2四半期の業績（平成25年1月1日～平成25年6月30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2四半期 13,467 ― 2,347 ― 2,377 ― 2,168 ―
24年12月期第2四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

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2四半期 42.20 ―
24年12月期第2四半期 ― ―

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2四半期 55,476 46,138 83.2 897.97
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2四半期  46,138百万円 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 ― 5.00
25年12月期（予想） ― 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、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  ：  無   

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 29,050 6.2 5,260 26.3 5,390 25.8 3,890 62.9 75.70



(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2Q 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2Q 335,680 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2Q 51,385,047 株 24年12月期2Q 51,391,290 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 
 上記に予想した予想数値は、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２四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、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２四半期累計期間におけるわが国経済は、新政権の経済政策への期待から円安と株式市場の回復が進み、輸

出関連企業を中心に景気の回復が一部で見られるものの、長期化する欧州債務危機問題や新興国経済の減速等の影

響を受けるなど、依然として先行き不透明な状況で推移しました。 

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、消費者の節約志向・低価格志向は

根強く、また、食品業界や一般小売業にあっても原材料の価格高騰など、引き続き厳しい経営環境にありました。

 このような状況の中で、当社は、２月に開催された第４1回国際ホテル・レストランショーに、省エネ機器、業

界初のスライド扉冷蔵庫、小型アンダーカウンタータイプ食器洗浄機、ブラストチラー、低温保存庫を出展しまし

た。特に業界初のスライド扉冷蔵庫は量産化をスタートし、戦略商品の拡販やその他の新規市場への積極的な営業

活動を展開し、業績の維持向上に努めてまいりました。 

その結果、当第２四半期累計期間の業績につきましては、売上高13,467百万円、営業利益2,347百万円、経常利

益2,377百万円、四半期純利益2,168百万円となりました。 

 なお、当社は、前第２四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２四半期会計期間末の総資産は、前事業年度末と比べて2,604百万円増加の55,476百万円となりました。 

 この主な要因は、長期預金の増加2,500百万円であります。 

 負債は、前事業年度末と比べて688百万円増加の9,337百万円となりました。 

 この主な要因は、未払費用の増加870百万円であります。 

 これらの結果、純資産は前事業年度末と比べて1,916百万円増加の46,138百万円となり、自己資本比率は0.4ポイ

ント減の83.2％となりました。 

（キャッシュ・フローの状況） 

 当第２四半期累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は前事業年度末と比べて657百万

円増加の32,323百万円となりました。これは、営業活動で得た資金を投資活動や財務活動に充てた結果、資金が

262百万円増加したことと、連結子会社との合併による影響で資金が394百万円増加したことによるものでありま

す。 

  

 当第２四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次の通りであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第２四半期累計期間における営業活動による資金の増加は、2,362百万円となりました。 

 これは主に、税金等調整前当期純利益2,513百万円、未払費用の増加870百万円が、法人税等の支払額1,046百万

円を上回ったことによるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第２四半期累計期間における投資活動による資金の減少は、1,840百万円となりました。 

 これは主に、定期預金の預入による支出4,000百万円が、定期預金の払戻による収入2,500百万円を上回ったこと

によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第２四半期累計期間における財務活動による資金の減少は、259百万円となりました。 

 これは主に、配当金の支払額256百万円であります。 

（３）業績予想に関する定性的情報 

  平成25年７月31日に発表いたしました通期業績予想から修正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
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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、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２四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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４．四半期財務諸表 
（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２四半期会計期間 
(平成25年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 35,466,021 35,123,645

受取手形及び売掛金 3,348,670 3,368,054

商品及び製品 1,118,650 1,680,013

仕掛品 238,611 278,983

原材料及び貯蔵品 326,673 378,520

点検修理用部品 217,562 218,632

その他 917,122 810,712

貸倒引当金 △8,319 △11,049

流動資産合計 41,624,993 41,847,512

固定資産   

有形固定資産 7,562,401 7,818,335

無形固定資産 66,400 56,225

投資その他の資産   

投資有価証券 640,000 636,902

関係会社株式 390,000 －

その他 2,622,950 5,229,089

貸倒引当金 △34,979 △111,832

投資その他の資産合計 3,617,971 5,754,159

固定資産合計 11,246,773 13,628,720

資産合計 52,871,767 55,476,232

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,671,669 3,086,581

未払法人税等 1,091,911 514,240

引当金 317,224 337,700

その他 2,417,831 3,235,136

流動負債合計 6,498,636 7,173,658

固定負債   

退職給付引当金 1,092,652 1,084,878

役員退職慰労引当金 1,054,576 1,072,466

その他 3,000 6,291

固定負債合計 2,150,229 2,163,637

負債合計 8,648,865 9,337,296
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成24年12月31日) 

当第２四半期会計期間 
(平成25年６月30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 26,555,842

自己株式 △183,267 △186,475

株主資本合計 44,235,988 46,144,287

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △13,087 △5,351

評価・換算差額等合計 △13,087 △5,351

純資産合計 44,222,901 46,138,935

負債純資産合計 52,871,767 55,476,232
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（２）四半期損益計算書 
（第２四半期累計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期累計期間 
(自 平成25年１月１日 
 至 平成25年６月30日) 

売上高 13,467,683

売上原価 5,104,237

売上総利益 8,363,446

販売費及び一般管理費 6,016,284

営業利益 2,347,162

営業外収益  

受取利息 6,545

受取配当金 7,949

スクラップ売却益 32,788

その他 54,747

営業外収益合計 102,030

営業外費用  

スクラップ処分費 29,686

その他 41,928

営業外費用合計 71,614

経常利益 2,377,578

特別利益  

固定資産売却益 3,399

投資有価証券売却益 2,554

抱合せ株式消滅差益 133,345

特別利益合計 139,299

特別損失  

固定資産除却損 1,842

投資有価証券売却損 1,590

特別損失合計 3,433

税引前四半期純利益 2,513,444

法人税、住民税及び事業税 471,795

法人税等調整額 △126,794

法人税等合計 345,000

四半期純利益 2,168,443
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第２四半期累計期間 
(自 平成25年１月１日 
 至 平成25年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前四半期純利益 2,513,444

減価償却費 246,123

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3,090

賞与引当金の増減額（△は減少） 31,065

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △10,300

製品保証引当金の増減額（△は減少） △290

退職給付引当金の増減額（△は減少） △7,773

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 17,890

受取利息及び受取配当金 △14,495

抱合せ株式消滅差損益（△は益） △133,345

投資有価証券売却損益（△は益） △963

固定資産売却損益（△は益） △3,399

固定資産除却損 1,842

売上債権の増減額（△は増加） 110,079

たな卸資産の増減額（△は増加） △654,651

仕入債務の増減額（△は減少） 414,911

未払費用の増減額（△は減少） 870,389

その他 18,233

小計 3,395,671

利息及び配当金の受取額 13,938

法人税等の支払額 △1,046,784

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,362,825

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 △4,000,000

定期預金の払戻による収入 2,500,000

有形固定資産の取得による支出 △343,126

有形固定資産の売却による収入 3,400

無形固定資産の取得による支出 △15,815

投資有価証券の取得による支出 △8,210

投資有価証券の売却による収入 23,972

その他 △671

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,840,451

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 △3,207

配当金の支払額 △256,527

財務活動によるキャッシュ・フロー △259,735

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 262,638

現金及び現金同等物の期首残高 31,666,021

連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減
額（△は減少）

394,985

現金及び現金同等物の四半期末残高 32,323,645
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該当事項はありません。 

該当事項はありません。 

 品目別売上高 

（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１四半期会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２四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。 

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）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 

当第２四半期累計期間 
（自 平成25年１月１日 
至 平成25年６月30日） 

金額（千円） 前年同期比（％） 

製

品 

厨房用縦型冷凍冷蔵庫  3,906,265  103.7

店舗用縦型ショーケース  2,901,094  103.6

横型冷凍冷蔵庫  1,220,587  107.5

製氷機  1,583,570  107.6

小計  9,611,519  104.7

商

品 

店舗設備機器  1,206,176  114.4

厨房設備機器  1,025,782  107.7

店舗設備工事  33,302  60.0

小計  2,265,261  109.9

点検・修理等  1,590,902  85.3

合計  13,467,683  102.8
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