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1.  平成25年12月期第3四半期の業績（平成25年1月1日～平成25年9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3四半期 22,363 ― 4,454 ― 4,501 ― 3,454 ―
24年12月期第3四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

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3四半期 67.24 ―
24年12月期第3四半期 ― ―

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3四半期 56,500 47,163 83.5 917.98
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3四半期  47,163百万円 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 75.71



(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3Q 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3Q 339,116 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3Q 51,383,150 株 24年12月期3Q 51,390,501 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 
 上記に記載した予想数値は、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３四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３四半期累計期間におけるわが国経済は、新政権の経済政策から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、海外景気の下振れ懸念等により先行き不透明な状況で推移いたしました。 

 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、消費者マインドの回復が一部で見ら

れるものの所得環境の改善にはいたらず、また、食品業界や一般小売業にあっても円安による原材料価格の高騰な

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、新製品の開発に注力し、業界初となるスライド扉冷蔵庫の量産化に成功し、新た

な需要を開拓いたしました。 

 また、他社にない機能を備えたブラストチラー製品の開発を行うとともに、小型食器洗浄機の市場投入でライン

ナップの拡充を図るなど、業績の維持向上に努めてまいりました。 

 この結果、当第３四半期累計期間の業績につきましては、売上高22,363百万円、営業利益4,454百万円、経常利

益4,501百万円、四半期純利益3,454百万円となりました。 

 なお、当社は、前第３四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。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３四半期会計期間末の総資産は、前事業年度末と比べて3,628百万円増加の56,500百万円となりました。 

 この主な要因は、長期預金の増加2,500百万円、棚卸資産の増加581百万円、受取手形及び売掛金の増加426百万

円であります。 

 負債は、前事業年度末と比べて687百万円増加の9,336百万円となりました。 

 この主な要因は、支払手形及び買掛金の増加649百万円であります。 

 これらの結果、純資産は前事業年度末と比べて2,941百万円増加の47,163百万円となり、自己資本比率は0.1ポイ

ント減の83.5％となりました。 

（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）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３四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。 

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項

大和冷機工業㈱（6459）平成25年12月期第3四半期決算短信

-2-



３．四半期財務諸表 
（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３四半期会計期間 
(平成25年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 35,466,021 35,612,720

受取手形及び売掛金 3,348,670 3,774,891

商品及び製品 1,118,650 1,545,418

仕掛品 238,611 291,567

原材料及び貯蔵品 326,673 422,919

点検修理用部品 217,562 222,847

その他 917,122 854,546

貸倒引当金 △8,319 △11,866

流動資産合計 41,624,993 42,713,044

固定資産   

有形固定資産 7,562,401 7,974,967

無形固定資産 66,400 55,593

投資その他の資産   

投資有価証券 640,000 643,563

関係会社株式 390,000 －

その他 2,622,950 5,221,633

貸倒引当金 △34,979 △108,309

投資その他の資産合計 3,617,971 5,756,887

固定資産合計 11,246,773 13,787,448

資産合計 52,871,767 56,500,493

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,671,669 3,321,620

未払法人税等 1,091,911 555,093

賞与引当金 158,456 669,003

その他の引当金 158,768 157,097

その他 2,417,831 2,466,906

流動負債合計 6,498,636 7,169,720

固定負債   

退職給付引当金 1,092,652 1,078,876

役員退職慰労引当金 1,054,576 1,081,696

その他 3,000 6,291

固定負債合計 2,150,229 2,166,864

負債合計 8,648,865 9,336,585
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成24年12月31日) 

当第３四半期会計期間 
(平成25年９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 27,585,345

自己株式 △183,267 △188,539

株主資本合計 44,235,988 47,171,725

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △13,087 △7,817

評価・換算差額等合計 △13,087 △7,817

純資産合計 44,222,901 47,163,907

負債純資産合計 52,871,767 56,500,493
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（２）四半期損益計算書 
（第３四半期累計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期累計期間 
(自 平成25年１月１日 
 至 平成25年９月30日) 

売上高 22,363,002

売上原価 8,588,963

売上総利益 13,774,039

販売費及び一般管理費 9,319,225

営業利益 4,454,814

営業外収益  

受取利息 11,430

受取配当金 8,129

スクラップ売却益 52,842

その他 63,663

営業外収益合計 136,065

営業外費用  

スクラップ処分費 48,658

その他 40,503

営業外費用合計 89,162

経常利益 4,501,717

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  

固定資産売却損 328

固定資産除却損 2,406

投資有価証券売却損 1,590

特別損失合計 4,325

税引前四半期純利益 4,636,691

法人税、住民税及び事業税 1,462,295

法人税等調整額 △280,458

法人税等合計 1,181,837

四半期純利益 3,454,854
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該当事項はありません。 

該当事項はありません。     

（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、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３四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。 

（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

４．補足情報

品目別売上高

品目 

当第３四半期累計期間 
（自 平成25年１月１日 
至 平成25年９月30日） 

金額（千円） 前年同期比（％） 

製

品 

厨房用縦型冷凍冷蔵庫  6,820,662  102.9

店舗用縦型ショーケース  4,717,243  104.0

横型冷凍冷蔵庫  1,974,828  107.0

製氷機  2,550,261  111.2

小計  16,062,996  105.0

商

品 

店舗設備機器  2,080,157  117.8

厨房設備機器  1,635,699  108.1

店舗設備工事  55,760  85.4

小計  3,771,618  112.8

点検・修理等  2,528,387  89.3

合計  22,363,002  104.1
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