
  

１．平成25年12月期第２四半期の連結業績（平成25年１月１日～平成25年６月30日） 

  

  

（２）連結財政状態 

  

２．配当の状況 

  

  

３．平成25年12月期の連結業績予想（平成25年１月１日～平成25年12月31日） 
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  （百万円未満切捨て）

（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 ％ 

25年12月期第２四半期  16,624  △16.1  2,347  △24.1  2,385  △23.7  1,453  △19.1

24年12月期第２四半期  19,816  53.1  3,092  160.1  3,125  156.8  1,796  163.9

（注）包括利益 25年12月期第２四半期 2,013百万円（ ％） 5.6   24年12月期第２四半期 1,906百万円 （ ％） 167.2

  
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  201.55  －

24年12月期第２四半期  232.19  －

  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  35,903  21,689  56.8  2,828.81

24年12月期  37,014  19,969  50.8  2,606.50

（参考）自己資本 25年12月期第２四半期 20,400百万円   24年12月期 18,797百万円 

  
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  － 0.00 － 30.00  30.00

25年12月期  － 0.00     

25年12月期（予想）     － 12.00  12.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無： 無

  （％表示は、対前期増減率）

  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  30,700  △24.8  3,200  △48.6  3,240  △48.6  1,940  △46.9  269.01

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 有



※  注記事項 

新規        社  （社名）                       、除外        社  （社名） 

  

  

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

  

  

  

 （注）「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第10条の５に該当するものであります。詳細 
は、添付資料Ｐ.３「２.サマリー情報（注記事項）に関する事項（3）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・
修正再表示」をご覧ください。  
  

（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 

上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後様々な要

因によって異なる結果となる可能性があります。 

  

（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）： 無

－ －

（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

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 8,954,000株 24年12月期 8,954,000株

②  期末自己株式数 25年12月期２Ｑ 1,742,257株 24年12月期 1,742,219株

③  期中平均株式数（四半期累計） 25年12月期２Ｑ 7,211,762株 24年12月期２Ｑ 7,738,337株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期連結累計期間(平成25年1月1日～平成25年6月30日)におけるわが国経済は、新たな経済政策への期

待やそれに伴う株式市場の持ち直し等により消費マインドに改善が見られ、また円安により輸出環境の改善が見ら

れるなど景気は緩やかながら持ち直しつつある一方で、輸入燃料、原材料価格の上昇等に対する懸念により、先行

きは引き続き不透明な状況となっております。 

当社グループの主要顧客である食品流通業界におきましても、一部では個人消費が回復傾向にある一方で、平成

26年以降予定されている消費税増税を控え、可処分所得が減少することに対する不安等消費マインドを低下させる

環境にあり、さらに企業間の激しい競争が続いていることもあり、厳しい経営が続きました。なお、一部スーパー

マーケットには積極的に新規出店、店舗の改装、節電対策等の設備投資を行う顧客もみられました。またコンビニ

エンス・ストアの中には、積極的に新規出店を行い、また品揃えの強化・拡充を図るため改装を行う顧客もみられ

ました。 

このような状況の下、当社グループは顧客ニーズへ柔軟でよりスピーディーに対応できるよう営業・生産体制を

強化し、顧客満足度を向上させるための営業活動を行ってまいりました。 

その結果、当第２四半期連結累計期間について、物流センター等の大型物件の売上は低調でしたが、スーパーマ

ーケット向け及びコンビニエンス・ストア向け売上が好調に推移し、昨年の業績には及ばないものの予想を上回

り、売上高は166億24百万円(前年同期比31億91百万円、16.1%減)、経常利益は23億85百万円（前年同期比7億39百

万円、23.7%減)、四半期純利益は14億53百万円（前年同期比3億43百万円、19.1%減)となりました。 

なお、当社グループの事業は食品店舗向けの冷凍・冷蔵ショーケース等の製造・販売並びにこれらの付随業務か

らなる単一セグメントであるため、セグメント情報の記載をしておりませんが、所在地別の業績の概況は次のとお

りであります。 

①日本 

国内の売上高は、スーパーマーケット向け、コンビニエンス・ストア向け共に売上が好調に推移した結果、昨年

の業績には及ばないものの、156億58百万円（前年同期比29億1百万円、15.6%減)となり、営業利益は23億58百万円

（前年同期比6億36百万円、21.2%減)となりました。 

②中国 

中国では、アジア向け輸出は依然厳しい状況が続いています。さらに中国国内向け販売においても景気の下振れ

等により顧客であるスーパーマーケットの店舗改装、新規出店が低調なため大幅な減収減益を余儀なくされまし

た。その結果、売上高は10億43百万円（前年同期比2億59百万円、19.9%減)となり、営業損失は10百万円（前年同

期は98百万円の営業利益)となりました。 

    

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

①資産、負債及び純資産の状況 

当第２四半期連結会計期間末の総資産は359億3百万円（前連結会計年度末は370億14百万円）となりました。流

動資産は308億98百万円（前連結会計年度末は321億87百万円）となり、固定資産は50億5百万円（前連結会計年度

末は48億26百万円）となりました。流動資産が大きく減少した主な要因は、現金及び預金が前連結会計年度末比13

億14百万円減少したことによります。 

一方、負債の部は142億13百万円（前連結会計年度末は170億45百万円）となりました。流動負債は111億7百万円

（前連結会計年度末は139億円）となり、固定負債は、31億6百万円（前連結会計年度末は31億44百万円）となりま

した。流動負債が大きく減少した主な要因は、支払手形及び買掛金が前連結会計年度末比12億90百万円減少したこ

と及び未払法人税等が前連結会計年度末比11億68百万円減少したことによります。 

純資産の部は216億89百万円（前連結会計年度末は199億69百万円）となりました。この結果、自己資本比率は、

56.8%（前連結会計年度末は50.8%）となりました。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報
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②キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、前連結会計年度

末に比べ、14億69百万円減少し、144億72百万円となりました。その内容の主なものは次のとおりです。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当第２四半期連結累計期間において営業活動による資金は、10億42百万円の減少（前年同四半期は26億70百万円

の増加）となりました。 

この主な要因は、税金等調整前四半期純利益は23億84百万円でしたが、仕入債務が13億99百万円減少したこと、

法人税等の支払額が20億88百万円あったことによります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当第２四半期連結累計期間において投資活動による資金は、2億42百万円の減少（前年同四半期は2億71百万円の

減少）となりました。 

この主な要因は、有形固定資産の取得による支出が1億64百万円あったことによります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当第２四半期連結累計期間において財務活動による資金は、2億15百万円の減少（前年同四半期は11億48百万円

の減少）となりました。 

この要因は、配当金の支払が2億14百万円あったことによります。 

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

当社グループの主要顧客である食品流通業界の今後の見通しにつきましては、引き続き厳しい経営環境が続くも

のと思われますが、景気回復に期待し、他社との差別化を図るため積極的に新規出店、店舗改装等の設備投資を行

う顧客もみられます。一方、平成26年以降予定されている消費税増税を控え、設備投資に慎重になる顧客も予想さ

れます。 

このようななか、当社グループの第３四半期連結会計期間以降につきましては、スーパーマーケット向け、コン

ビニエンス・ストア向け売上は堅調に推移すると見込んでおります。また、コストの面では引き続き業務の効率

化、経費の見直しを行い、利益を確保する予定でおります。 

このような状況のため、本日（平成25年８月14日）、最近の業績動向を踏まえ、通期の連結業績予想を修正して

おります。なお、詳細につきましては、本日発表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。  

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

該当事項はありません。 

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

税金費用の計算 

税金費用については、当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見

積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。 

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更） 

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、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。 

なお、これによる損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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３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年12月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 24,003,306 22,688,896

受取手形及び売掛金 5,385,734 5,474,577

電子記録債権 70,743 8,673

商品及び製品 1,060,202 1,084,757

仕掛品 354,717 295,734

原材料及び貯蔵品 828,999 836,009

繰延税金資産 398,174 379,841

その他 92,790 136,212

貸倒引当金 △6,740 △6,196

流動資産合計 32,187,928 30,898,506

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 3,883,176 4,064,544

減価償却累計額 △2,927,252 △3,135,414

建物及び構築物（純額） 955,923 929,129

機械装置及び運搬具 2,584,698 2,742,070

減価償却累計額 △2,069,259 △2,242,293

機械装置及び運搬具（純額） 515,439 499,776

土地 1,106,654 1,106,654

建設仮勘定 － 6,931

その他 645,536 659,529

減価償却累計額 △595,855 △611,290

その他（純額） 49,680 48,238

有形固定資産合計 2,627,698 2,590,731

無形固定資産   

のれん 2,503 －

土地使用権 238,434 273,588

その他 19,737 39,123

無形固定資産合計 260,676 312,712

投資その他の資産   

投資有価証券 1,117,169 1,358,325

長期貸付金 6,184 5,908

長期前払費用 1,400 1,160

繰延税金資産 738,947 661,447

その他 115,172 119,799

貸倒引当金 △40,320 △44,968

投資その他の資産合計 1,938,554 2,101,671

固定資産合計 4,826,929 5,005,114

資産合計 37,014,857 35,903,620
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年12月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 9,063,797 7,772,862

短期借入金 250,000 250,000

未払費用 1,357,513 1,344,162

未払法人税等 2,118,312 949,515

未払消費税等 268,856 94,309

賞与引当金 73,891 108,671

製品保証引当金 383,210 226,223

その他 385,368 361,916

流動負債合計 13,900,950 11,107,662

固定負債   

繰延税金負債 4,746 4,746

退職給付引当金 2,503,623 2,468,334

役員退職慰労引当金 261,875 255,040

その他 374,535 377,906

固定負債合計 3,144,780 3,106,027

負債合計 17,045,731 14,213,689

純資産の部   

株主資本   

資本金 822,650 822,650

資本剰余金 522,058 522,058

利益剰余金 18,760,168 19,997,338

自己株式 △1,616,041 △1,616,113

株主資本合計 18,488,836 19,725,933

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 240,161 397,444

為替換算調整勘定 68,542 277,267

その他の包括利益累計額合計 308,704 674,711

少数株主持分 1,171,585 1,289,285

純資産合計 19,969,126 21,689,931

負債純資産合計 37,014,857 35,903,620
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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２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年１月１日 
 至 平成24年６月30日) 

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

売上高 19,816,161 16,624,291

売上原価 15,499,880 13,242,995

売上総利益 4,316,280 3,381,296

販売費及び一般管理費 1,223,315 1,034,040

営業利益 3,092,964 2,347,255

営業外収益   

受取利息 13,983 15,756

受取配当金 12,363 12,158

仕入割引 3,188 2,537

受取地代家賃 1,383 1,431

負ののれん償却額 913 －

為替差益 － 6,339

その他 6,454 5,067

営業外収益合計 38,286 43,290

営業外費用   

支払利息 3,562 3,454

売上割引 564 1,273

為替差損 1,460 －

営業外費用合計 5,587 4,727

経常利益 3,125,663 2,385,818

特別利益   

固定資産売却益 3,830 1,129

特別利益合計 3,830 1,129

特別損失   

固定資産除却損 3,941 1,975

固定資産売却損 148 2

減損損失 1,359 215

特別損失合計 5,448 2,194

税金等調整前四半期純利益 3,124,045 2,384,753

法人税等 1,282,341 929,578

少数株主損益調整前四半期純利益 1,841,703 1,455,175

少数株主利益 44,964 1,652

四半期純利益 1,796,739 1,453,522
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年１月１日 
 至 平成24年６月30日) 

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

少数株主損益調整前四半期純利益 1,841,703 1,455,175

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 23,220 157,283

為替換算調整勘定 41,506 400,545

その他の包括利益合計 64,727 557,828

四半期包括利益 1,906,431 2,013,003

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 1,841,589 1,819,530

少数株主に係る四半期包括利益 64,841 193,473

中野冷機株式会社（6411） 平成25年12月期 第2四半期決算短信

- 7 -　



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年１月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(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   

税金等調整前四半期純利益 3,124,045 2,384,753

減価償却費 127,916 142,327

貸倒引当金の増減額（△は減少） △16,874 △2,094

賞与引当金の増減額（△は減少） 32,579 34,779

製品保証引当金の増減額（△は減少） 36,015 △159,740

退職給付引当金の増減額（△は減少） 28,251 △35,289

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △4,104 △6,834

受取利息及び受取配当金 △26,346 △27,914

支払利息 3,562 3,454

固定資産売却損益（△は益） △3,682 △1,126

固定資産除却損 3,941 1,975

減損損失 1,359 215

売上債権の増減額（△は増加） △2,318,569 195,669

たな卸資産の増減額（△は増加） △602,448 95,601

その他の資産の増減額（△は増加） 153,188 △25,714

仕入債務の増減額（△は減少） 2,627,061 △1,399,093

その他の負債の増減額（△は減少） 235,443 21

その他 52,697 △178,614

小計 3,454,037 1,022,378

利息及び配当金の受取額 26,151 30,123

利息の支払額 △6,042 △5,802

法人税等の支払額 △783,235 △2,088,747

災害損失の支払額 △20,370 －

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,670,541 △1,042,047

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △21,370 △164,786

有形固定資産の売却による収入 11,949 1,469

ソフトウエアの取得による支出 － △26,407

貸付金の回収による収入 1,029 276

定期預金の預入による支出 △7,276,650 △7,974,992

定期預金の払戻による収入 7,025,990 7,927,076

投資有価証券の取得による支出 △5,398 △5,163

保険積立金の積立による支出 △755 △67

差入保証金の回収による収入 51 173

ゴルフ会員権の取得による支出 △6,000 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △271,155 △242,422

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 △940,791 △71

配当金の支払額 △156,393 △214,962

少数株主への配当金の支払額 △51,738 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,148,923 △215,034

現金及び現金同等物に係る換算差額 9,676 29,878

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,260,138 △1,469,626

現金及び現金同等物の期首残高 10,512,343 15,941,923

現金及び現金同等物の四半期末残高 11,772,482 14,472,296
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該当事項はありません。 

該当事項はありません。 

前第２四半期連結累計期間（自平成24年１月１日 至平成24年６月30日）及び当第２四半期連結累計期間（自平

成25年１月１日 至平成25年６月30日） 

当社グループの事業は、食品店舗向けの冷凍・冷蔵ショーケース等の製造、販売並びにこれらの付随業務の単

一セグメントであるため、記載を省略しております。 

（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

（６）セグメント情報等
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