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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

連結経営指標等

　

回次
第58期

第１四半期連結
累計(会計)期間

第59期
第１四半期連結
累計(会計)期間

第58期

会計期間

自　平成20年
　　４月１日
至　平成20年
　　６月30日

自　平成21年
　　４月１日
至　平成21年
　　６月30日

自　平成20年
　　４月１日
至　平成21年
　　３月31日

売上高 (千円) 7,757,0816,592,64230,124,329

経常利益 (千円) 486,627286,9311,258,856

四半期(当期)純利益 (千円) 275,365151,992415,534

純資産額 (千円) 18,092,30018,255,32018,189,545

総資産額 (千円) 28,275,24827,387,85427,744,467

１株当たり純資産額 (円) 1,633.871,650.021,644.59

１株当たり四半期
(当期)純利益

(円) 25.04 13.82 37.78

潜在株式調整後
１株当たり四半期
(当期)純利益

(円) ― ― ―

自己資本比率 (％) 63.6 66.3 65.2

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △773,272583,667738,692

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △330,117△275,376△724,265

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △129,436△184,237△307,789

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(千円) 6,476,4337,463,5597,335,055

従業員数 (名) 937 992 939

(注) １　売上高には、消費税等は含まれておりません。

２　潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
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２ 【事業の内容】

当第１四半期連結会計期間において、当企業集団(当社及び当社の関係会社)において営まれている事業

の内容に重要な変更はありません。

また、主要な関係会社においても異動はありません。

　

３ 【関係会社の状況】

当第１四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

　

４ 【従業員の状況】

(1) 連結会社における状況

平成21年６月30日現在

従業員数(名)
992
(186)

(注) １　従業員数は就業人員であります。

２　従業員数欄の(外書)は、臨時従業員の当第１四半期連結会計期間の平均雇用人員であります。

　

(2) 提出会社の状況

平成21年６月30日現在

従業員数(名)
839
(165)

(注) １　従業員数は就業人員であります。

２　従業員数欄の(外書)は、臨時従業員の当第１四半期会計期間の平均雇用人員であります。
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第２ 【事業の状況】

１ 【生産、受注及び販売の状況】

(1) 生産実績

製品生産実績

当第１四半期連結会計期間における生産実績を品目区分別に示すと、次のとおりであります。
　

区分 生産高(千円)
前年同四半期比

(％)

冷凍冷蔵庫 2,197,910 77.3

冷凍冷蔵ショーケース 1,736,857 101.3

合計 3,934,768 86.3

(注) １　当企業集団の製品は単位に大きな差があるため、販売価格によっております。

２　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　

(2) 受注実績

当企業集団は受注生産は行っておりません。

　

(3) 販売実績

当第１四半期連結会計期間における販売実績を品目区分別に示すと、次のとおりであります。
　

区分 販売高(千円)
前年同四半期比

(％)

冷凍冷蔵庫 2,223,899 78.3

冷凍冷蔵ショーケース 1,721,740 91.3

付帯設備工事 1,824,187 82.8

サービス 822,815 99.4

合計 6,592,642 85.0

(注)　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　

２ 【事業等のリスク】

当四半期連結会計期間において、財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の異常な変動等又

は、前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」について重要な変更はありません。

　

３ 【経営上の重要な契約等】

当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等は行われておりません。
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４ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(１)　経営成績の分析

当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、昨年後半以降の急激な景気後退により企業収益、雇

用情勢が悪化するなど大変厳しい状況で推移いたしました。

当企業集団を取り巻く環境は、流通産業、外食産業ともに消費者の節約志向がますます高まり、低価格

販売へのシフトが進んだことから、企業間の競争は一層激しくなりました。その結果、新規出店、リニュー

アルへの投資が抑制されるなど、引き続き厳しい状況が続きました。

このような状況の中、当企業集団は、独自の食品安心技術とトータルソリューション力で安全・安心・

おいしい・健康な食生活を生活者に提供し、企業理念に掲げる「幸せ創造企業」の実現に向けて取り組

んでまいりました。

冷凍冷蔵ショーケース販売では、景気後退により大型店の新規出店が控えられる中、地域の食を支える

食品スーパーやリージョナルチェーンに対し、大幅な省エネと高鮮度管理を実現したショーケース冷却

システム「アクシア・エコ」を積極的に提案し、食品スーパーの販売先拡大に取り組んでまいりました。

冷凍冷蔵庫販売では、シェアアップに積極的に取り組んだメディカル機器の売上が堅調に推移するも

のの、個人消費低迷により外食チェーン店の出店が大幅に抑制され、汎用業務用冷蔵庫の売上が減少いた

しました。そのような中、消費電力を抑え、環境に優しい高効率インバーター制御の冷凍庫、冷凍冷蔵庫の

ラインナップを充実させ、環境負荷低減とランニングコスト削減という市場ニーズにお応えする製品開

発に注力するとともに、ベーカリー厨房、ＨＡＣＣＰ厨房、新調理厨房など当社独自商品を採り入れた厨

房提案を行ってまいりました。

サービス販売では、故障時のメンテナンスだけでなく、製品を長く安心してご使用いただけるよう新し

いサービスメニューの提案を行ってまいりました。

また、利益確保に向けて、製造部門や付帯設備工事での原価低減活動、全社での更なる経費削減に取り

組んでまいりました。

その結果、当第１四半期の連結売上高は65億９千２百万円（前年同四半期比15.0％減）、連結営業利益

は２億７千１百万円（前年同四半期比34.8％減）、連結経常利益は２億８千６百万円（前年同四半期比

41.0%減）、連結四半期純利益は１億５千１百万円（前年同四半期比44.8％減）となりました。
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(２)　財政状態の分析

(流動資産)

当第１四半期連結会計期間末における流動資産の残高は172億６千２百万円(前連結会計年度末は

176億３千９百万円)となり、３億７千７百万円減少しました。これは主として売上高の減少に伴う受

取手形及び売掛金の減少によるものです。

　

(固定資産)

当第１四半期連結会計期間末における固定資産の残高は101億２千５百万円(前連結会計年度末は

101億４百万円)となり、２千万円増加しました。これは主として建物及び構築物(純額)の増加による

ものです。

　

(流動負債)

当第１四半期連結会計期間末における流動負債の残高は84億７千５百万円(前連結会計年度末は

89億１千８百万円)となり、４億４千２百万円減少しました。これは主として支払手形及び買掛金が

減少したことによるものです。

　

(固定負債)

当第１四半期連結会計期間末における固定負債の残高は６億５千７百万円(前連結会計年度末は

６億３千６百万円)となり、２千万円増加しました。これは主として退職給付引当金の増加によるも

のです。

　

(純資産)

当第１四半期連結会計期間末における純資産の残高は182億５千５百万円(前連結会計年度末は

181億８千９百万円)となり、６千５百万円増加しました。これは主としてその他有価証券評価差額金

が増加したことによるものです。

　

(３)　キャッシュ・フローの状況

当第１四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。）は、税金等調整前

四半期純利益を２億８千９百万円計上し、前連結会計年度末に比べ１億２千８百万円増加し、74億６千３

百万円となりました。

　

当第１四半期連結会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)

営業活動の結果得られた資金は、５億８千３百万円(前第１四半期連結会計期間は７億７千３百万円

の使用)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益の計上によるものです。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動の結果使用した資金は、２億７千５百万円(前年同四半期比５千４百万円減)となりました。

これは主に有形固定資産の取得によるものです。

 (財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動の結果使用した資金は、１億８千４百万円(前年同四半期比５千４百万円増)となりました。

これは主に配当金の支払によるものです。
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(４)　事業上及び財務上の対処すべき課題

①　対処すべき課題

当第１四半期連結会計期間において、当企業集団の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変

更及び新たに生じた課題はありません。

　

②　株式会社の支配に関する基本方針

ⅰ　当社の財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針

当社の財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方としては、経営の基本理念、企業価値

のさまざまな源泉、当社を支えるステークホルダーとの信頼関係を十分に理解し、当社の企業価値

ひいては株主共同の利益を確保、向上させる者でなければならないと考えております。当社として

は、このような企業価値ひいては株主共同の利益を毀損するおそれのある不適切な大規模買付提

案またはこれに類似する行為を行う者は、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者とし

て不適切であり、必要かつ相当な対抗措置をとることにより、当社の企業価値ひいては株主共同の

利益を確保する必要があると考えます。

ⅱ　会社の支配に関する基本方針の実現に資する取組み

当社では、多数の投資家の皆様に長期的に継続して当社に投資していただくため、当社の企業価

値ひいては株主共同の利益を向上させるための取組みとして、以下の施策を実施しております。

(a) 企業理念および経営基本方針

当社は、「幸せ創造企業」を目指し企業理念に『「幸せ」四則』を掲げております。その第１

項として『わたしたちは、環境・安全・安心をテーマにお客様と協働し、生活者の「幸せ」に寄

与することを基本使命とします』を掲げております。これは、お客様と同じ視点で、お客様と一

緒になって生活者の食生活品質(おいしさと安心、健康、利便性、楽しさ、衛生、鮮度、環境、本物志

向など)の向上を考え実現することが最も重要と考えているからです。

〔「幸せ」四則〕

ア　生活者の「幸せ」に寄与

イ　お客様の「幸せ」に貢献

ウ　社員の物心両面の「幸せ」を追求

エ　株主各位やお取引先に「幸せ」を提供

また、当社は、創業以来培ってきた温度コントロール技術を軸として、独自の食品安心技術と

トータルソリューション力で産地から食卓まで食のすべてのプロセスで「フレッシュ」という

価値を連鎖的に増幅させていき、最終的に生活者へ「おいしさと安心」ひいては「食と健康の

喜び」という価値を届けてまいります。

(b) 企業価値向上への取組み・中長期的な経営戦略

当社を取り巻く環境は、外食産業では、個人消費の低迷や中食市場の拡大、既存店の競争激化

等により市場規模の縮小が続き、厳しい状況が続いております。また、流通産業では個人消費の

低迷により、各社生き残りを掛けた競争が激しさを増すとともに、再編・統合も活発化しており

ます。
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そのような中、当社は、省エネと高鮮度管理を実現した次世代ショーケースやインバーター冷

蔵庫を市場投入し競争力を高めるとともに、ブラストチラーやＲＯ水機器など当社独自商品で

他社との差別化を図ってまいります。また、財務体質の強化、地球環境に配慮した環境問題への

取組みを通して、社会の一員として企業の発展に取組むとともに、株主の皆様をはじめステーク

ホルダーとの信頼関係をより強固なものにし、中長期にわたる企業価値の安定的な向上を目指

してまいります。

ⅲ　会社の支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決

定が支配されることを防止するための取組み

当社の株式は株主、投資家の皆様による自由な取引が認められており、当社の株式に対する大規

模買付提案またはこれに類似する行為があった場合においても、一概に否定するものではござい

ませんが、株主の皆様に充分な情報が提供されたうえで、最終的には株主の皆様の判断に委ねられ

るべきものであると考えております。

そこで当社は、平成20年６月27日開催の第57期定時株主総会において、当社株式の大規模買付行

為に関する対応策(以下、「本プラン」といいます。)の導入を株主の皆様にご承認いただきまし

た。

本プランは、当社株式等に対する買付等がなされた際に、当該買付等に応じるか否かを株主の皆

様が判断し、代替案の提示を受ける機会を確保すること、あるいは当社取締役会が代替案を提示す

るために必要な情報や時間を確保すること等を可能とすることにより、当社の企業価値ひいては

株主共同の利益を確保し、向上させるという目的をもって導入されたものです。

また、本プランは、大規模買付行為が大規模買付ルールを遵守していない、あるいは大規模買付

ルールを遵守していても株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらす買収である場合や株主の

株式の売却を事実強要するおそれがある買収である場合など、予め定められた合理的かつ詳細な

客観的要素が充足されなければ対抗措置が発動されないように設定されており、当社取締役会に

よる恣意的な発動を防止するための仕組みを確保しているものといえます。

ⅳ　具体的取組みに対する当社取締役会の判断およびその理由

上記ⅱに記載した会社の支配に関する基本方針の実現に資する取組みは、当社の企業価値・株

主共同の利益を向上させるための具体的方策であり、当社の基本方針に沿うものです。

また、上記ⅲに記載の本プランは、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上させ

るという目的をもって導入されたものであり、当社の基本方針に沿うものであります。特に、本プ

ランは株主総会において株主の承認を得た上で導入されるものであること、その内容として独立

性の高い者のみから構成される独立委員会が設置されており、本プランの発動に際しては必ず独

立委員会の判断を得ることが必要とされていること、有効期間が３年と定められた上、取締役会に

よりいつでも廃止できるとされていることなどにより、その公正性・客観性が担保されており、高

度の合理性を有し、企業価値ひいては株主共同の利益に資するものであって、当社の会社役員の地

位の維持を目的とするものではありません。
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第３ 【設備の状況】

(1) 主要な設備の状況

当第１四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

　

(2) 設備の新設、除却等の計画

前連結会計年度末において、重要な設備の新設、除却等の計画はありません。また、当第１四半期連結会

計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、除去等はありません。
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第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 31,842,500

計 31,842,500

　

② 【発行済株式】

　

種類
第１四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成21年６月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成21年８月14日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 11,033,08011,033,080

東京証券取引所
市場第一部
大阪証券取引所
市場第一部

１単元の株式数　100株

計 11,033,08011,033,080― ―

　

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

　

(3) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日
発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成21年６月30日 ― 11,033,080 ― 2,760,192 ― 2,875,004

　

(5) 【大株主の状況】

当第１四半期会計期間において、大株主の異動はありません。
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(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成21年６月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
普通株式 　35,300

― １単元の株式数　100株

完全議決権株式(その他)
普通株式

10,991,500
109,915 同上

単元未満株式
普通株式

6,280
― ―

発行済株式総数 11,033,080― ―

総株主の議決権 ― 109,915 ―

(注)　１　「完全議決権株式(その他)」及び「単元未満株式」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式がそれぞ

れ300株(議決権３個)及び１株含まれております。

２　「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の株式46株が含まれております。

　

② 【自己株式等】

平成21年６月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

(自己保有株式)
福島工業株式会社

大阪市西淀川区御幣島
３丁目16番11号

35,300 ― 35,300 0.32

計 ― 35,300 ― 35,300 0.32

　

２ 【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

　

月別
平成21年
　４月 　５月 　６月

最高(円) 603 660 690

最低(円) 570 583 627

(注)　株価は東京証券取引所市場第一部におけるものであります。

　

３ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期報告書提出日までの役員の異動はありません。
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第５ 【経理の状況】

１　四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「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」(平成19

年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。

なお、前第１四半期連結累計期間(平成20年４月１日から平成20年６月30日まで)は、改正前の四半期連結

財務諸表規則に基づき、当第１四半期連結会計期間(平成21年４月１日から平成21年６月30日まで)及び当

第１四半期連結累計期間(平成21年４月１日から平成21年６月30日まで)は、改正後の四半期連結財務諸表

規則に基づいて作成しております。

　

２　監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第１四半期連結累計期間(平成20年４月１

日から平成20年６月30日まで)に係る四半期連結財務諸表について、監査法人トーマツにより、当第１四半

期連結会計期間(平成21年４月１日から平成21年６月30日まで)及び当第１四半期連結累計期間(平成21年

４月１日から平成21年６月30日まで)に係る四半期連結財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによ

り四半期レビューを受けております。

なお、監査法人トーマツは、監査法人の種類の変更により、平成21年７月１日をもって有限責任監査法人

トーマツとなりました。
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１【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１四半期連結会計期間末
(平成21年6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3月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 7,463,559 7,335,055

受取手形及び売掛金 7,305,806 8,125,755

商品及び製品 843,564 880,236

仕掛品 184,250 116,895

原材料及び貯蔵品 967,191 923,974

その他 850,904 619,388

貸倒引当金 △352,744 △361,613

流動資産合計 17,262,533 17,639,692

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） ※1
 2,801,612

※1
 2,714,492

土地 3,142,316 3,142,316

その他（純額） ※1
 1,175,287

※1
 1,286,242

有形固定資産合計 7,119,216 7,143,051

無形固定資産 129,062 132,293

投資その他の資産

その他 2,953,669 2,910,664

貸倒引当金 △76,626 △81,234

投資その他の資産合計 2,877,042 2,829,430

固定資産合計 10,125,321 10,104,775

資産合計 27,387,854 27,744,467

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 5,951,513 6,710,486

短期借入金 276,749 292,756

未払法人税等 265,458 101,681

賞与引当金 712,726 471,986

製品保証引当金 173,613 179,094

その他 1,095,421 1,162,128

流動負債合計 8,475,481 8,918,132

固定負債

退職給付引当金 532,416 495,256

役員退職慰労引当金 124,045 140,871

その他 591 661

固定負債合計 657,052 636,789

負債合計 9,132,534 9,554,921
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年6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3月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 2,760,192 2,760,192

資本剰余金 2,886,073 2,886,073

利益剰余金 12,613,414 12,659,382

自己株式 △22,331 △22,306

株主資本合計 18,237,348 18,283,341

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 38,753 △21,343

為替換算調整勘定 △129,572 △175,186

評価・換算差額等合計 △90,819 △196,529

少数株主持分 108,791 102,733

純資産合計 18,255,320 18,189,545

負債純資産合計 27,387,854 27,744,467
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(2)【四半期連結損益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間
(自 平成20年4月 1日
  至 平成20年6月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成21年4月 1日
  至 平成21年6月30日)

売上高 7,757,081 6,592,642

売上原価 5,828,386 4,956,082

売上総利益 1,928,695 1,636,559

販売費及び一般管理費 ※1
 1,511,774

※1
 1,364,920

営業利益 416,920 271,639

営業外収益

受取利息 872 689

受取配当金 11,545 12,255

持分法による投資利益 180 －

受取家賃 － 12,681

為替差益 17,744 －

その他 47,795 23,316

営業外収益合計 78,138 48,943

営業外費用

支払利息 6,025 4,244

持分法による投資損失 － 772

為替差損 － 20,182

その他 2,405 8,451

営業外費用合計 8,431 33,651

経常利益 486,627 286,931

特別利益

貸倒引当金戻入額 6,989 18,443

特別利益合計 6,989 18,443

特別損失

投資有価証券評価損 9,912 －

貸倒引当金繰入額 － 15,900

特別損失合計 9,912 15,900

税金等調整前四半期純利益 483,705 289,475

法人税、住民税及び事業税 326,084 243,709

法人税等調整額 △111,042 △102,720

法人税等合計 215,041 140,989

少数株主損失（△） △6,701 △3,506

四半期純利益 275,365 151,992
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間
(自 平成20年4月 1日
  至 平成20年6月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成21年4月 1日
  至 平成21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 483,705 289,475

減価償却費 169,087 150,096

貸倒引当金の増減額（△は減少） △8,267 △23,345

賞与引当金の増減額（△は減少） 283,538 240,740

製品保証引当金の増減額（△は減少） 17,167 △5,481

退職給付引当金の増減額（△は減少） 18,683 37,159

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 765 △16,826

受取利息及び受取配当金 △12,417 △12,945

支払利息 6,025 4,244

為替差損益（△は益） △12,294 21,517

投資有価証券評価損益（△は益） 9,912 －

持分法による投資損益（△は益） △180 772

有形固定資産除却損 － 149

売上債権の増減額（△は増加） △501,312 1,035,935

たな卸資産の増減額（△は増加） △5,357 △49,663

その他の流動資産の増減額（△は増加） 3,101 △93,641

その他の固定資産の増減額（△は増加） △9,207 12,542

仕入債務の増減額（△は減少） △462,343 △892,608

その他の流動負債の増減額（△は減少） △169,708 △49,579

小計 △189,105 648,541

利息及び配当金の受取額 12,424 12,951

利息の支払額 △5,956 △4,302

法人税等の支払額 △590,635 △73,523

営業活動によるキャッシュ・フロー △773,272 583,667

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 △208,381 △266,624

無形固定資産の取得による支出 △4,400 －

投資有価証券の取得による支出 △118,086 △8,752

貸付金の回収による収入 750 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △330,117 △275,376

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） 143,000 △9,347

長期借入金の返済による支出 △30,340 △26,820

自己株式の取得による支出 － △25

配当金の支払額 △242,096 △148,045

財務活動によるキャッシュ・フロー △129,436 △184,237

現金及び現金同等物に係る換算差額 △15,335 4,451

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,248,161 128,504

現金及び現金同等物の期首残高 7,724,594 7,335,055

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1
 6,476,433

※1
 7,463,559
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【継続企業の前提に関する注記】

当第１四半期連結会計期間(自　平成21年４月１日　至　平成21年６月30日)

該当事項はありません。

　

【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】

　
当第１四半期連結会計期間
(自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日)

１　会計処理基準に関する事項の変更

(1) 完成工事高及び完成工事原価の計上基準の変更

請負工事に係る収益の計上基準については、従来、

工事完成基準を適用しておりましたが、「工事契約に

関する会計基準」(企業会計基準第15号　平成19年12

月27日)及び「工事契約に関する会計基準の適用指

針」(企業会計基準適用指針第18号　平成19年12月27

日)を当第１四半期連結会計期間より適用し、当第１

四半期連結会計期間に着手した工事契約から、当第１

四半期連結会計期間末までの進捗部分について成果

の確実性が認められる工事については工事進行基準

(工事の進捗率の見積りは原価比例法)を、その他の工

事については工事完成基準を適用しております。

当第１四半期連結会計期間において、工事進行基準

を適用する請負工事について該当事項はありません。

　

【表示方法の変更】

　
当第１四半期連結会計期間

(自　平成21年４月１日　至　平成21年６月30日)

(四半期連結貸借対照表)

前第１四半期連結会計期間において、有形固定資産

の「その他(純額)」に含めていた「建物及び構築物

(純額)」は、資産総額の100分の10を超えたため、当第

１四半期連結会計期問より区分掲記しております。な

お、前第１四半期連結会計期間の有形固定資産の「そ

の他(純額)」に含まれる「建物及び構築物(純額)」は

2,656,343千円であります。

(四半期連結損益計算書)

前第１四半期連結累計期間において、営業外収益の

「その他」に含めていた「受取家賃」は、営業外収益

総額の100分の20を超えたため、当第１四半期連結累計

期問より区分掲記しております。なお、前第１四半期連

結累計期間の営業外収益の「その他」に含まれる「受

取家賃」は12,078千円であります。
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【簡便な会計処理】

当第１四半期連結会計期間(自　平成21年４月１日　至　平成21年６月30日)

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】

当第１四半期連結会計期間(自　平成21年４月１日　至　平成21年６月30日)

該当事項はありません。

　

【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

　
当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日)

前連結会計年度末
(平成21年３月31日)

※１　有形固定資産の減価償却累計額は6,959,031千円

であります。

※１　有形固定資産の減価償却累計額は6,831,585千円で

あります。

　

(四半期連結損益計算書関係)

第１四半期連結累計期間

　
前第１四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日)

※１　販売費及び一般管理費のうち主な費目及びその金

額は次のとおりであります。

　報酬給料及び諸手当 394,600千円

　賞与引当金繰入額 128,920千円

　退職給付引当金繰入額 22,699千円

　役員退職慰労引当金繰入額 1,485千円

　製品保証引当金繰入額 46,829千円

※１　販売費及び一般管理費のうち主な費目及びその金

額は次のとおりであります。

　報酬給料及び諸手当 401,808千円

　賞与引当金繰入額 106,074千円

　退職給付引当金繰入額 30,766千円

　役員退職慰労引当金繰入額 1,559千円

　製品保証引当金繰入額 26,578千円

　

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

　
前第１四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日)

※１　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結

貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金 6,476,433千円

現金及び現金同等物 6,476,433千円

※１　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結

貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金 7,463,559千円

現金及び現金同等物 7,463,559千円
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(株主資本等関係)

当第１四半期連結会計期間末(平成21年６月30日)及び当第１四半期連結累計期間

(自　平成21年４月１日　至　平成21年６月30日)

１　発行済株式に関する事項

株式の種類
当第１四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 11,033,080

　

２　自己株式に関する事項

株式の種類
当第１四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 35,346

　

３　新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

　

４　配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
(千円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成21年６月29日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 197,959 18平成21年３月31日 平成21年６月30日

　

(2) 基準日が当連結会計年度の開始の日から当四半期連結会計期間末までに属する配当のうち、配当の

効力発生日が当四半期連結会計期間の末日後となるもの

該当事項はありません。
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(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

前第１四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日)

当企業集団の主たる事業は、業務用冷凍冷蔵庫及び業務用冷凍冷蔵ショーケースの製造、販売及び施工で

あり、製品の種類・性質、販売市場等の類似性から判断して、事業の種類別セグメント情報を記載しており

ません。

　

当第１四半期連結累計期間(自　平成21年４月１日　至　平成21年６月30日)

当企業集団の主たる事業は、業務用冷凍冷蔵庫及び業務用冷凍冷蔵ショーケースの製造、販売及び施工で

あり、製品の種類・性質、販売市場等の類似性から判断して、事業の種類別セグメント情報を記載しており

ません。

　

【所在地別セグメント情報】

前第１四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日)

全セグメントの売上高の合計に占める本邦の売上高の割合が90％を超えるため、所在地別セグメント情

報の記載を省略しております。

　

当第１四半期連結累計期間(自　平成21年４月１日　至　平成21年６月30日)

全セグメントの売上高の合計に占める本邦の売上高の割合が90％を超えるため、所在地別セグメント情

報の記載を省略しております。

　

【海外売上高】

前第１四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日)

海外売上高が連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。

　

当第１四半期連結累計期間(自　平成21年４月１日　至　平成21年６月30日)

海外売上高が連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。

　

(有価証券関係)

当第１四半期連結会計期間末(平成21年６月30日)

有価証券の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい

変動が認められないため、記載しておりません。

　

(デリバティブ取引関係)

当第１四半期連結会計期間末(平成21年６月30日)

当企業集団の利用しているデリバティブ取引はすべてヘッジ会計を適用しているため、デリバティ

ブ取引に関する注記を省略しております。

　

(ストック・オプション等関係)

当第１四半期連結会計期間(自　平成21年４月１日　至　平成21年６月30日)

該当事項はありません。
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(企業結合等関係)

当第１四半期連結会計期間(自　平成21年４月１日　至　平成21年６月30日)

該当事項はありません。

　

(１株当たり情報)

１　１株当たり純資産額

　
当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日)

前連結会計年度末
(平成21年３月31日)

1,650円02銭 1,644円59銭

(注)　　１株当たり純資産額の算定上の基礎

項目
当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日)

前連結会計年度末
(平成21年３月31日)

四半期連結貸借対照表の純資産
の部の合計額(千円)

18,255,320 18,189,545

普通株式に係る純資産額(千円) 18,146,529 18,086,812

差額の主な内訳(千円)

　少数株主持分 108,791 102,733

普通株式の発行済株式数(株) 11,033,080 11,033,080

普通株式の自己株式数(株) 35,346 35,303

１株当たり純資産額の算定に
用いられた普通株式の数(株)

10,997,734 10,997,777

　

２　１株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益

第１四半期連結累計期間

　
前第１四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日)

１株当たり四半期純利益 25円04銭１株当たり四半期純利益 13円82銭

(注)１　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

２　１株当たり四半期純利益の算定上の基礎

　

項目
前第１四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日)

四半期連結損益計算書上の四半期純利益(千円) 275,365 151,992

普通株式に係る四半期純利益(千円) 275,365 151,992

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式の期中平均株式数(株) 10,998,012 10,997,734
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(重要な後発事象)

当第１四半期連結会計期間(自　平成21年４月１日　至　平成21年６月30日)

該当事項はありません。

　

(リース取引関係)

当第１四半期連結会計(累計)期間(自　平成21年４月１日　至　平成21年６月30日)

所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成20年３月31日以前のもの

については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて処理を行っておりますが、当四半期連結会計期間に

おけるリース取引残高は前連結会計年度の末日と比較して著しい変動が認められないため、記載して

おりません。

　

２ 【その他】

重要な訴訟事件等

前事業年度の有価証券報告書に記載した「重要な訴訟事件等」について重要な進展はございません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　

平成20年８月８日

福島工業株式会社

取締役会　御中

監査法人トーマツ

　

指定社員
業務執行社員

公認会計士　　芝　　池　　　　　勉　　印

　

指定社員
業務執行社員

公認会計士　　秦　　一　　二　　三　　印

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている福島

工業株式会社の平成20年４月１日から平成21年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結累計期間(平

成20年４月１日から平成20年６月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四

半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半

期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対す

る結論を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正

妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、福島工業株式会社及び連結子会社の平成20年

６月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・

フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　上

　
 
(注) １　上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告

書提出会社)が別途保管しております。

２　四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　

平成21年８月４日

福島工業株式会社

　取締役会　御中

有限責任監査法人トーマツ　　

　

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士　　芝　　池　　　　　勉　　印

　

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士　　秦　　一　　二　　三　　印

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている福島

工業株式会社の平成21年４月１日から平成22年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間(平

成21年４月１日から平成21年６月30日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成21年４月１日から平成21年６

月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期

連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経

営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正

妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、福島工業株式会社及び連結子会社の平成21年

６月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・

フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　上

　
 
(注) １　上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告

書提出会社)が別途保管しております。

２　四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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