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1.  平成22年12月期第3四半期の連結業績（平成22年1月1日～平成22年9月30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 ％

22年12月期第3四半期 21,818 △2.8 4,728 △13.2 4,789 △12.7 3,167 △20.7
21年12月期第3四半期 22,458 ― 5,445 ― 5,488 ― 3,993 ―

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

22年12月期第3四半期 61.61 ―
21年12月期第3四半期 77.67 ―

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

22年12月期第3四半期 47,177 39,000 82.7 758.71
21年12月期 43,350 36,356 83.9 707.17

（参考） 自己資本   22年12月期第3四半期  39,000百万円 21年12月期  36,356百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  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

21年12月期 ― 5.00 ― 5.00 10.00
22年12月期 ― 5.00 ―
22年12月期 

（予想）
5.00 10.00

3.  平成22年12月期の連結業績予想（平成22年1月1日～平成22年12月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 26,800 △8.1 4,500 △32.6 4,600 △31.6 3,100 △36.3 60.30



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  
（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（注）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載される四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表
示方法等の変更の有無となります。 

(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
基づく四半期財務諸表のレビュー手続き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
の変化等により、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の２ページの「１．当四半期の連結業績等に関する定性
的情報（３）連結業績予想に関する定性的情報」をご覧下さい。 

4.  その他 （詳細は、添付資料の３ページ「２．その他の情報」をご覧ください。）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年12月期3Q 51,717,215株 21年12月期  51,717,215株
② 期末自己株式数 22年12月期3Q  312,908株 21年12月期  306,658株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 22年12月期3Q 51,407,614株 21年12月期3Q 51,417,297株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、急激な円高に伴い景気回復を牽引していた輸出分野に陰りが

見え始め、雇用・消費動向も依然として厳しく、先行きについては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つきましては、主要取引産業の外食産業にあっては、長引く景気低迷から消費者

の節約志向による外食控えの影響が継続し、また、食品業界や一般小売業等にあっても、価格競争が続くなど引き

続き厳しい経営環境にありました。  

 このような状況のなかで、当社グループは、競争優位性を高めるべく、環境に配慮した製品の開発、コスト競争

力の強化、営業体制の強化を推進しつつ、既存顧客との相互信頼関係の構築、新規顧客の開拓、サービス体制の充

実に取り組み、業績の維持向上に努めてまいりました。 

 この結果、当第３四半期連結累計期間における売上高は 百万円（前年同期比2.8％減）、営業利益 百

万円（前年同期比13.2％減）、経常利益 百万円（前年同期比12.7％減）、四半期純利益 百万円（前年同

期比20.7％減）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、負債及び純資産に関する分析 

 当第３四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べて3,827百万円増加し、47,177百万円となり

ました。この主な要因は、現金及び預金の増加3,565百万円、リース投資資産の減少845百万円等により流動資産が

2,986百万円増加し、長期性預金の増加1,500百万円、繰延税金資産の減少264百万円、有形固定資産の減少257百万

円等により固定資産が840百万円増加したことによるものであります。 

 負債は、前連結会計年度末に比べて1,182百万円増加し8,176百万円となりました。この主な要因は、支払手形及

び買掛金の増加981百万円、引当金の増加297百万円等により流動負債が1,151百万円増加したことによるものであ

ります。 

 この結果、純資産は前連結会計年度末に比べて2,644百万円増加し、39,000百万円となり自己資本比率は82.7％

となりました。 

  

②キャッシュ・フローの状況に関する分析 

 当第３四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は前連結会計年度末に比べて

565百万円増加し、24,114百万円となりました。 

  

 当第３四半期連結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とおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第３四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は5,730百万円（前年同期は7,770百万円の資金の

増加）となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益4,709百万円、仕入債務の増加981百万円、リース投

資資産の減少845百万円、減価償却費429百万円、賞与引当金の増加297百万円などが、法人税等の支払額1,450百万

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３四半期連結累計期間における投資活動による資金の減少は4,662百万円（前年同期は885百万円の資金の増

加）となりました。これは主に、定期預金の預入による支出8,000百万円が、定期預金の払戻による収入3,500百万

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３四半期連結累計期間における財務活動による資金の減少は502百万円（前年同期は501百万円の資金の減

少）となりました。これは主に、配当金の支払額499百万円であります。 

  

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成22年２月12日に発表いたしました連結業績予想から修正は行っておりません。 

  

  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報

21,818 4,728

4,789 3,167
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（１）重要な子会社の異動の概要 

重要な特定子会社の異動はありません。 

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

①簡便な会計処理 

・一般債権の貸倒見積高の算定方法  

 当第３四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと認め

られるため、前連結会計年度末の貸倒実績率を使用して貸倒見積高を算定しております。  

・棚卸資産の評価方法 

 当第３四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、当第２四半期連結会計期間末

の実地棚卸高を基礎として算定しております。 

・固定資産の減価償却費の算定方法 

 定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定しておりま

す。 

・法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発生

状況に著しい変化がないと認められるため、前連結会計年度において使用した将来の業績予測やタックス・プ

ランニングを利用する方法によっております。 

②四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理  

該当事項はありません。  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

該当事項はありません。 

  

２．その他の情報
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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）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 29,114,193 25,548,627

受取手形及び売掛金 3,099,790 3,057,047

リース投資資産 913,400 1,759,155

商品及び製品 1,029,538 885,173

仕掛品 242,662 217,426

原材料及び貯蔵品 301,840 241,435

点検修理用部品 230,790 248,688

その他 742,269 761,601

貸倒引当金 △25,082 △56,057

流動資産合計 35,649,403 32,663,096

固定資産   

有形固定資産 7,895,458 8,152,772

無形固定資産 75,533 102,748

投資その他の資産   

投資有価証券 77,243 87,329

その他 3,728,654 2,576,004

貸倒引当金 △248,833 △231,780

投資その他の資産合計 3,557,064 2,431,553

固定資産合計 11,528,056 10,687,073

資産合計 47,177,460 43,350,170

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,956,542 1,975,173

未払法人税等 791,507 874,813

引当金 551,969 254,065

その他 1,803,705 1,848,375

流動負債合計 6,103,726 4,952,427

固定負債   

退職給付引当金 1,084,438 1,072,520

役員退職慰労引当金 971,028 943,623

その他 17,545 25,479

固定負債合計 2,073,012 2,041,623

負債合計 8,176,738 6,994,051
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年12月31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 19,404,514 16,751,238

自己株式 △176,570 △173,907

株主資本合計 39,002,864 36,352,250

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △2,143 3,868

評価・換算差額等合計 △2,143 3,868

純資産合計 39,000,721 36,356,119

負債純資産合計 47,177,460 43,350,170
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（２）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 平成21年１月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 22,458,538 21,818,836

売上原価 8,959,291 9,026,069

売上総利益 13,499,247 12,792,767

販売費及び一般管理費 8,053,590 8,064,479

営業利益 5,445,656 4,728,288

営業外収益   

受取利息 28,836 33,598

受取配当金 1,306 1,358

スクラップ売却収入 30,780 73,658

その他 74,870 72,155

営業外収益合計 135,794 180,772

営業外費用   

賃借契約解約損 － 30,120

スクラップ処分費 52,690 53,181

その他 39,854 35,882

営業外費用合計 92,545 119,184

経常利益 5,488,904 4,789,875

特別利益   

固定資産売却益 － 827

貸倒引当金戻入額 1,895 2,180

特別利益合計 1,895 3,007

特別損失   

固定資産売却損 876 5,503

固定資産除却損 1,196 78,077

特別損失合計 2,072 83,581

税金等調整前四半期純利益 5,488,728 4,709,302

法人税、住民税及び事業税 1,281,762 1,400,832

法人税等調整額 213,537 141,106

法人税等合計 1,495,299 1,541,938

四半期純利益 3,993,428 3,167,363

大和冷機工業㈱（6459）平成22年12月期第3四半期決算短信

6



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年９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 5,488,728 4,709,302

減価償却費 523,989 429,950

貸倒引当金の増減額（△は減少） 15,571 △13,923

賞与引当金の増減額（△は減少） 357,806 297,320

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △3,800 △100

製品保証引当金の増減額（△は減少） △9,388 684

退職給付引当金の増減額（△は減少） 54,115 11,917

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 21,792 27,405

受取利息及び受取配当金 △30,143 △34,957

支払利息 7,806 －

固定資産売却損益（△は益） 876 4,676

固定資産除却損 1,196 78,077

売上債権の増減額（△は増加） 744,918 10,551

リース投資資産の増減額（△は増加） 1,336,916 845,754

たな卸資産の増減額（△は増加） 65,359 △212,108

仕入債務の増減額（△は減少） △89,117 981,368

その他 △117,575 15,901

小計 8,369,053 7,151,819

利息及び配当金の受取額 30,011 26,692

利息の支払額 △7,806 －

法人税等の支払額 △744,485 △1,450,753

法人税等の還付額 123,774 2,600

営業活動によるキャッシュ・フロー 7,770,546 5,730,359

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 △2,000,000 △8,000,000

定期預金の払戻による収入 3,000,000 3,500,000

有形固定資産の取得による支出 △99,410 △216,723

有形固定資産の売却による収入 102 7,740

無形固定資産の取得による支出 △20,210 △7,720

その他 5,319 54,473

投資活動によるキャッシュ・フロー 885,801 △4,662,229

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 2,500,000 －

短期借入金の返済による支出 △2,500,000 －

自己株式の取得による支出 △4,324 △2,662

配当金の支払額 △496,812 △499,902

財務活動によるキャッシュ・フロー △501,137 △502,564

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 8,155,211 565,565

現金及び現金同等物の期首残高 15,515,704 23,548,627

現金及び現金同等物の四半期末残高 23,670,915 24,114,193
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