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(百万円未満切捨て)

１．2021年12月期第３四半期の連結業績（2021年１月１日～2021年９月30日）

（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
親会社株主に帰属
する四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2021年12月期第３四半期 24,989 26.1 1,866 206.3 1,944 190.1 1,309 171.1

2020年12月期第３四半期 19,815 △13.1 609 △64.8 670 △62.6 483 △59.7
(注) 包括利益 2021年12月期第３四半期 1,591百万円( 163.1 ％) 2020年12月期第３四半期 605百万円( △40.2％)

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

2021年12月期第３四半期 260.17 －

2020年12月期第３四半期 95.97 －

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

2021年12月期第３四半期 35,392 26,141 69.7

2020年12月期 34,103 26,103 72.6
(参考) 自己資本 2021年12月期第３四半期 24,662百万円 2020年12月期 24,743百万円

２．配当の状況

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

2020年12月期 － 0.00 － 300.00 300.00

2021年12月期 － 0.00 －

2021年12月期(予想) 297.00 297.00
(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無
　

３．2021年12月期の連結業績予想（2021年１月１日～2021年12月31日）

(％表示は、対前期増減率)

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属
する当期純利益

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 32,000 13.3 2,092 75.4 2,200 71.0 1,492 63.5 296.42
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無
　

　　



※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

　 (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

新規 -社（社名） 、除外 -社（社名）

（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

(注) 詳細は、添付資料P.８「（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項（四半期連結財務諸表の作成に特有

の会計処理の適用）」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

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

（４）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 2021年12月期３Ｑ 5,068,000株 2020年12月期 5,068,000株

② 期末自己株式数 2021年12月期３Ｑ 34,646株 2020年12月期 34,626株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年12月期３Ｑ 5,033,361株 2020年12月期３Ｑ 5,033,104株

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※ 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。
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１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

　当第３四半期連結累計期間(2021年１月１日～2021年９月30日)におけるわが国経済は、ワクチン接種の普及ととも

に新型コロナウイルスの新規感染者数の減少傾向がみられ、経済活動が徐々に正常化へ向かうと期待されております

が、感染力の強い変異ウイルスによる感染再拡大の懸念により厳しい状況が続いております。

一方、世界経済については景気の回復が見え始めましたが、原材料価格の高騰、半導体等の不足による経済への悪

影響など、先行き不透明な状況が続いております。

このような中、2023年度を最終年度とする「中長期経営計画N-ExT 2023」は３年目を迎え、当社グループは「冷や

す」技術をもとに最良の製品・サービスを生み出し、顧客と共に新しい課題に取り組むことで社会に貢献することを

コンセプトに本計画を実行しております。

当第３四半期連結累計期間の当社グループの業績は、当社グループの主要顧客であるスーパーマーケットが外出自

粛等の継続で「内食」需要が依然として高かったことから店舗の改装需要が好調で、スーパーマーケット向け売上が

順調に推移しました。また、コンビニエンス・ストア向け売上は堅調に推移しており、物流センター等の大型物件向

け売上は順調に推移しました。中国における売上については、中国国内の経済活動が先行き不透明になりつつある中、

積極的な営業活動により昨年の実績を上回りました。

　利益についても、スーパーマーケット向け売上が好調に推移したことにより前年同期に比べて増益となりました。

その結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は249億89百万円(前年同期比51億73百万円、26.1％増)、経常利益は

19億44百万円(前年同期比12億74百万円、190.1％増)、親会社株主に帰属する四半期純利益は13億９百万円(前年同期

比８億26百万円、171.1％増)となりました。

「中長期経営計画N-ExT 2023」に基づく事業別売上は次のとおりであります。

単位：百万円（百万円未満切捨て）

事 業 区 分 2020年売上高
構 成 比
（％）

2021年売上高
構 成 比
（％）

前年
同期比
（％）

ショーケース・倉庫事業 15,239 76.9 19,661 78.7 29.0

メ ン テ ナ ン ス 事 業 2,770 14.0 3,198 12.8 15.4

海 外 事 業 1,806 9.1 2,129 8.5 17.9

合 計 19,815 100.0 24,989 100.0 26.1

「ショーケース・倉庫事業」は、ショーケース事業売上、倉庫事業売上ともに順調に推移した結果、前年同期比

29.0％増となりました。

「メンテナンス事業」は、継続的に提案メンテナンス等を実施しており、需要を掘り起こした結果、前年同期比

15.4％増となりました。

「海外事業」は、中国国内の経済活動が先行き不透明になりつつある中で、積極的な営業活動を行った結果、前年

同期比17.9％増となりました。

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、外出自粛等の継続で「内食」需要が依然として高かったことから店舗の改装需要が好調で、

スーパーマーケット向け売上、倉庫事業売上ともに順調に推移しました。またコンビニエンス・ストア向け売上

は堅調に推移しました。

　その結果、228億60百万円(前年同期比48億50百万円、26.9％増)となり、営業利益は18億42百万円(前年同期比

12億２百万円、188.0％増)となりました。

②中国

中国の売上高は、中国国内の経済活動が先行き不透明になりつつある中で、積極的な営業活動により昨年の実

績を上回りました。

その結果、売上高は22億59百万円(前年同期比３億76百万円、20.0％増)となり、営業利益は25百万円(前年同期

は30百万円の営業損失)となりました。
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（２）財政状態に関する説明

資産、負債及び純資産の状況

当第３四半期連結会計期間末の総資産は353億92百万円となり、前連結会計年度末と比較して12億89百万円の増加とな

りました。

(流動資産)

当第３四半期連結会計期間末の流動資産は263億39百万円となり、前連結会計年度末と比較して11億８百万円の増加と

なりました。これは主に現金及び預金が前連結会計年度末と比較して６億75百万円増加、たな卸資産が10億37百万円増

加した一方で、受取手形及び売掛金が３億33百万円、電子記録債権が２億39百万円それぞれ減少したことによります。

(固定資産)

当第３四半期連結会計期間末の固定資産は90億52百万円となり、前連結会計年度末と比較して１億80百万円の増加と

なりました。これは主に長期貸付金(「その他」)が１億90百万円増加したことによります。

(流動負債)

当第３四半期連結会計期間末の流動負債は57億５百万円となり、前連結会計年度末と比較して12億28百万円の増加と

なりました。これは主に支払手形及び買掛金が前連結会計年度末と比較して12億78百万円増加、未払法人税等が２億80

百万円増加、賞与引当金が２億81百万円増加した一方で前受金(「その他」)が４億80百万円減少したことなどによりま

す。

(固定負債)

当第３四半期連結会計期間末の固定負債は35億45百万円となり、前連結会計年度末と比較して22百万円の増加となり

ました。これは主に退職給付に係る負債が94百万円減少した一方で、役員株式給付引当金が92百万円増加したことなど

によります。

(純資産)

当第３四半期連結会計期間末の純資産は261億41百万円となり、前連結会計年度末と比較して37百万円の増加となりま

した。これは主に配当金の支払等により利益剰余金が２億10百万円減少したことなどによります。

この結果、自己資本比率は69.7％となり、前連結会計年度末と比較して2.9ポイントの減少となりました。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

2021年12月期の連結業績予測につきましては、2021年８月12日に公表しました業績予想から変更はありません。
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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(2020年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2021年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 17,223,298 17,898,580

受取手形及び売掛金 4,631,451 4,298,093

電子記録債権 581,719 342,150

商品及び製品 1,171,356 1,718,638

仕掛品 247,313 401,669

原材料及び貯蔵品 1,032,339 1,368,041

その他 343,861 312,790

貸倒引当金 △5 △6

流動資産合計 25,231,335 26,339,957

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 5,123,242 5,238,844

減価償却累計額 △3,725,837 △3,929,599

建物及び構築物（純額） 1,397,405 1,309,245

機械装置及び運搬具 3,814,447 4,059,092

減価償却累計額 △2,738,542 △3,010,182

機械装置及び運搬具（純額） 1,075,905 1,048,910

土地 1,101,748 1,101,748

建設仮勘定 18,974 62,420

その他 780,315 841,959

減価償却累計額 △695,349 △753,503

その他（純額） 84,965 88,456

有形固定資産合計 3,679,000 3,610,781

無形固定資産

土地使用権 202,400 213,470

その他 412,818 408,739

無形固定資産合計 615,219 622,210

投資その他の資産

投資有価証券 3,257,452 3,252,315

繰延税金資産 794,896 808,120

その他 553,559 789,735

貸倒引当金 △28,425 △30,935

投資その他の資産合計 4,577,483 4,819,235

固定資産合計 8,871,702 9,052,227

資産合計 34,103,038 35,392,184
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2020年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2021年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,965,855 3,244,149

短期借入金 250,000 250,000

未払費用 751,016 809,471

未払法人税等 136,545 417,074

未払消費税等 110,127 156,081

賞与引当金 76,053 357,157

製品保証引当金 69,050 88,705

工事損失引当金 208,114 179,205

その他 909,925 203,162

流動負債合計 4,476,689 5,705,007

固定負債

繰延税金負債 2,826 7,823

役員退職慰労未払金 146,197 146,197

役員株式給付引当金 145,995 238,993

退職給付に係る負債 2,787,175 2,692,662

資産除去債務 26,164 26,167

その他 414,528 433,954

固定負債合計 3,522,888 3,545,799

負債合計 7,999,577 9,250,806

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 22,602,791 22,391,977

自己株式 △235,637 △235,748

株主資本合計 23,711,863 23,500,937

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 778,591 774,151

為替換算調整勘定 253,115 387,741

その他の包括利益累計額合計 1,031,707 1,161,893

非支配株主持分 1,359,890 1,478,546

純資産合計 26,103,460 26,141,377

負債純資産合計 34,103,038 35,392,184
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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：千円)
前第３四半期連結累計期間

(自 2020年１月１日
　至 2020年９月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2021年１月１日
　至 2021年９月30日)

売上高 19,815,985 24,989,838

売上原価 17,453,296 21,338,854

売上総利益 2,362,689 3,650,983

販売費及び一般管理費 1,753,227 1,784,093

営業利益 609,461 1,866,890

営業外収益

受取利息 40,719 35,909

受取配当金 23,105 25,469

為替差益 － 2,642

補助金収入 2,000 －

受取地代家賃 1,651 1,592

受取補償金 － 14,768

その他 － 2,664

営業外収益合計 67,476 83,047

営業外費用

支払利息 4,998 4,889

売上割引 708 584

為替差損 892 －

その他 172 －

営業外費用合計 6,771 5,474

経常利益 670,166 1,944,463

特別利益

固定資産売却益 282 943

特別利益合計 282 943

特別損失

固定資産除却損 4,027 98

固定資産売却損 － 4

特別損失合計 4,027 103

税金等調整前四半期純利益 666,421 1,945,303

法人税等 173,020 607,264

四半期純利益 493,400 1,338,038

非支配株主に帰属する四半期純利益 10,361 28,520

親会社株主に帰属する四半期純利益 483,039 1,309,518
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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：千円)
前第３四半期連結累計期間

(自 2020年１月１日
　至 2020年９月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2021年１月１日
　至 2021年９月30日)

四半期純利益 493,400 1,338,038

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 129,972 △4,439

為替換算調整勘定 △18,239 258,350

その他の包括利益合計 111,733 253,910

四半期包括利益 605,133 1,591,949

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 603,507 1,439,704

非支配株主に係る四半期包括利益 1,626 152,244
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（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

該当事項はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

該当事項はありません。

（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。

（会計方針の変更）

該当事項はありません。

（会計上の見積りの変更）

該当事項はありません。

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

前第３四半期連結累計期間(自 2020年１月１日　至 2020年９月30日)及び当第３四半期連結累計期間(自

2021年１月１日　至 2021年９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。

（追加情報）

（新型コロナウイルス感染症の影響に関する会計上の見積りについて）

当連結会計年度の第２四半期決算短信の（追加情報）（新型コロナウイルス感染症の影響に関する会計上の

見積りについて）に記載しました新型コロナウイルスの影響や収束時期を含む仮定について重要な変更はあり

ません。

　


