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1.  平成24年12月期第1四半期の連結業績（平成24年1月1日～平成24年3月31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1四半期 42,934 5.0 3,609 25.7 4,280 36.8 2,454 37.5
23年12月期第1四半期 40,875 2.2 2,871 11.2 3,128 12.5 1,784 11.8

（注）包括利益 24年12月期第1四半期 3,854百万円 （59.3％） 23年12月期第1四半期 2,419百万円 （―％）

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1四半期 34.04 33.98
23年12月期第1四半期 24.77 24.74

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年12月期第1四半期 191,140 116,136 60.7
23年12月期 185,282 114,445 61.7

（参考） 自己資本   24年12月期第1四半期  116,013百万円 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 ―

24年12月期（予想） 0.00 ― 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、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期(累計) 85,400 1.1 6,800 △8.6 6,900 △9.1 3,900 △9.3 54.08
通期 171,000 1.0 13,000 △5.9 13,000 △5.5 7,300 1.1 101.22



(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（その他）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（その他）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２月10日発表の連結業績予想は、第２四半期連結累計期間、通期ともに変更はございません。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。詳細につきましては、［添付 
資料］Ｐ．２「１．当四半期決算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。 

4.  その他

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1Q 72,118,250 株 23年12月期 72,118,250 株

② 期末自己株式数 24年12月期1Q 439 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1Q 72,117,811 株 23年12月期1Q 72,062,869 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期連結累計期間における国内の経済環境は、東日本大震災の影響や円高の長期化等厳しい環境のな

か、震災からの復旧・復興需要等により緩やかな回復基調が継続いたしました。海外におきましては、欧州の政府

債務危機の影響、世界経済の減速、原油高の継続等により、依然として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、個人消費は回復傾向にある

ものの、消費者の節約志向や低価格化競争等により厳しい環境が続きました。 

このような環境のなか、当社グループは、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１四半期連結累計期間の業績は、売上高429億34百万円（前年同期比5.0％増）、営業利益36億

９百万円（同25.7％増）、経常利益42億80百万円（同36.8％増）となりました。また、四半期純利益は、24億54百

万円（同37.5％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、業務用冷蔵庫や製氷機、食器洗浄機等の拡販、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347億59百万円（前年同期比6.3％増）、セグメント利益は31億69

百万円（同52.3％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の拡販を推進してまいりましたが、円高及び前年同期にあった

飲料ディスペンサの特需の反動等により、売上高は69億40百万円（前年同期比3.3％減）、セグメント利益は７

億67百万円（同30.4％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、主力製品の積極的な拡販に努めてまいりました。その結果、売上高は22億91百

万円（前年同期比4.7％増）、セグメント利益は１億28百万円（同23.3％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58億57百万円増加し、1,911億40百万円と

なりました。 

流動資産は、前連結会計年度末に比べ45億６百万円増加し、1,266億53百万円となりました。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、商品及び製品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13億51百万円増加し、644億86百万円となりました。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41億66百万円増加し、750億３百万円とな

りました。 

流動負債は、前連結会計年度末に比べ39億77百万円増加し、561億１百万円となりました。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１億88百万円増加し、189億１百万円となりました。 

純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ16億91百万円増加し、1,161億36百万円となりました。主な要

因は、利益剰余金、為替換算調整勘定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 

連結業績予想につきましては、平成24年２月10日の決算短信で公表いたしました平成24年12月期第２四半期連結

累計期間及び通期の連結業績予想に変更はありません。 

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

 当第１四半期連結累計期間において、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（その他）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１四半期連結会計期間 
(平成24年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 81,418 77,531

受取手形及び売掛金 17,069 21,919

有価証券 6,410 7,401

商品及び製品 6,139 6,927

仕掛品 1,872 2,103

原材料及び貯蔵品 4,857 5,253

その他 4,462 5,609

貸倒引当金 △83 △92

流動資産合計 122,147 126,653

固定資産   

有形固定資産 36,741 37,654

無形固定資産   

のれん 7,598 7,540

その他 6,108 5,951

無形固定資産合計 13,707 13,492

投資その他の資産 12,687 13,339

固定資産合計 63,135 64,486

資産合計 185,282 191,140

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 9,490 12,567

未払法人税等 2,624 2,972

賞与引当金 2,206 4,542

その他の引当金 870 863

その他 36,932 35,155

流動負債合計 52,123 56,101

固定負債   

退職給付引当金 12,924 13,011

その他の引当金 740 702

その他 5,047 5,188

固定負債合計 18,713 18,901

負債合計 70,837 75,003
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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１四半期連結会計期間 
(平成24年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 7,812 7,812

資本剰余金 14,335 14,335

利益剰余金 100,167 100,458

自己株式 △0 △0

株主資本合計 122,314 122,605

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △176 △90

為替換算調整勘定 △7,809 △6,502

その他の包括利益累計額合計 △7,986 △6,592

少数株主持分 117 123

純資産合計 114,445 116,136

負債純資産合計 185,282 191,140
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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：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年１月１日 
 至 平成24年３月31日) 

売上高 40,875 42,934

売上原価 25,644 26,643

売上総利益 15,230 16,290

販売費及び一般管理費 12,359 12,681

営業利益 2,871 3,609

営業外収益   

受取利息 53 57

受取配当金 0 0

為替差益 191 555

その他 84 82

営業外収益合計 328 695

営業外費用   

支払利息 2 2

その他 68 21

営業外費用合計 70 24

経常利益 3,128 4,280

特別利益   

固定資産売却益 2 0

その他 1 －

特別利益合計 4 0

特別損失   

固定資産廃棄損 14 8

災害による損失 35 －

その他 4 1

特別損失合計 54 9

税金等調整前四半期純利益 3,078 4,271

法人税、住民税及び事業税 2,471 3,045

法人税等調整額 △1,177 △1,224

法人税等合計 1,294 1,820

少数株主損益調整前四半期純利益 1,784 2,451

少数株主損失（△） △0 △3

四半期純利益 1,784 2,454
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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：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年１月１日 
 至 平成24年３月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 1,784 2,451

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △34 86

為替換算調整勘定 669 1,317

その他の包括利益合計 635 1,403

四半期包括利益 2,419 3,854

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 2,415 3,848

少数株主に係る四半期包括利益 3 6
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 該当事項はありません。   

   

   

 （セグメント情報）   

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間（自 平成23年１月１日 至 平成23年３月31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  

（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△０百万円、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１四半期連結累計期間（自 平成24年１月１日 至 平成24年３月31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  

（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△58百万円、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。  

  

   

 該当事項はありません。   

   

   

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

  （単位：百万円）

  

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  31,839  7,088  1,946  40,875 ―  40,875

セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 864  85  241  1,192  △1,192 ― 

計  32,704  7,174  2,188  42,067  △1,192  40,875

セグメント利益  2,081  1,101  104  3,287  △415  2,871

△415 △343

△110 38

  （単位：百万円）

  

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  33,996  6,859  2,078  42,934 ―  42,934

セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 763  81  212  1,057  △1,057 ― 

計  34,759  6,940  2,291  43,991  △1,057  42,934

セグメント利益  3,169  767  128  4,065  △455  3,609

△455 △333

△109 45

（５）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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