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(百万円未満切捨て)
１．2020年12月期の連結業績（2020年１月１日～2020年12月31日）
（１）連結経営成績 (％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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2020年12月期 28,244 △7.4 1,192 △45.8 1,286 △43.9 912 △39.0

2019年12月期 30,485 7.5 2,200 △1.3 2,291 △0.7 1,496 △5.3
(注) 包括利益 2020年12月期 1,086百万円(△23.2％) 2019年12月期 1,414百万円( 5.1％)
　

１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり
当期純利益

自己資本
当期純利益率

総資産
経常利益率

売上高
営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

2020年12月期 181.33 － 3.7 3.7 4.2

2019年12月期 295.70 － 5.9 6.1 7.2
(参考) 持分法投資損益 2020年12月期 －百万円 2019年12月期 －百万円
　　

（２）連結財政状態

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

2020年12月期 34,103 26,103 72.6 4,915.90

2019年12月期 34,860 26,593 72.4 5,012.55
(参考) 自己資本 2020年12月期 24,743百万円 2019年12月期 25,227百万円
　　

（３）連結キャッシュ・フローの状況
営業活動による

キャッシュ・フロー
投資活動による

キャッシュ・フロー
財務活動による

キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物

期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円

2020年12月期 576 △823 △1,572 6,301

2019年12月期 △3,183 4,597 △1,881 8,121
　　　

２．配当の状況

年間配当金 配当金総額
(合計)

配当性向
(連結)

純資産
配当率
(連結)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 百万円 ％ ％

2019年12月期 － 0.00 － 300.00 300.00 1,520 101.5 6.0

2020年12月期 － 0.00 － 300.00 300.00 1,520 165.4 6.0

2021年12月期(予想) － 0.00 － 184.00 184.00 100.1
　　

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、通期は対前期、四半期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) 14,100 9.7 840 116.1 891 103.7 618 94.6 122.78

通 期 27,400 △3.0 1,263 5.9 1,356 5.4 925 1.4 183.77

　　



※ 注記事項

（１）期中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

　 新規 ―社 (社名) 、除外 ―社 (社名)

（２）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

（３）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) 2020年12月期 5,068,000株 2019年12月期 5,068,000株

② 期末自己株式数 2020年12月期 34,626株 2019年12月期 35,226株

③ 期中平均株式数 2020年12月期 5,033,166株 2019年12月期 5,060,398株

(参考) 個別業績の概要
１．2020年12月期の個別業績（2020年１月１日～2020年12月31日）
（１）個別経営成績 (％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

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2020年12月期 25,380 △7.0 1,113 △43.6 1,216 △41.6 892 △36.7

2019年12月期 27,300 8.1 1,973 △2.9 2,082 △2.6 1,410 △7.0
　

１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

円 銭 円 銭

2020年12月期 177.41 －

2019年12月期 278.80 －

（２）個別財政状態

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

2020年12月期 29,992 23,068 76.9 4,583.18

2019年12月期 30,761 23,589 76.7 4,687.12

(参考) 自己資本 2020年12月期 23,068百万円 2019年12月期 23,589百万円
　　

※ 決算短信は公認会計士又は監査法人の監査の対象外です。

※ 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。
・当社は、機関投資家向けに決算説明会を開催する予定です。この説明会で配布する決算説明資料については、開
催後速やかに当社ホームページに掲載する予定です。
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１．経営成績等の概況

（１）当期の経営成績の概況

当連結会計年度（2020年1月1日～2020年12月31日）における世界経済は、世界的に大流行している新型コロナウ

イルス感染症による影響により経済活動が停滞したことによって、極めて厳しい状況となりました。日本経済にお

いても、経済施策等により一時的に個人消費の回復の兆しが見られたものの、11月ごろから第三波の感染拡大が進

行したことにより、先行き不透明な状況となりました。

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２年が経過し、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。

当連結会計年度の当社グループの業績は、国内においてはスーパーマーケット向け売上及びコンビニエンス・ス

トア向け売上はコロナ禍の影響による施工の延期・中止などにより昨年の実績には及ばなかったものの、物流セン

ター等の大型物件向け売上は堅調に推移しました。一方で中国における売上は、経済活動がいちはやく再開したも

のの新型コロナウイルス感染拡大による影響で前年同期の実績に及ばず減収となりました。

利益については、競合他社との厳しい価格競争が続いていること、コロナ禍の影響、また「中長期経営計画N-ExT

2023」の実行による投資負担の増加などにより前年同期に比べて減益となりました。

その結果、売上高は282億44百万円(前年同期比22億41百万円、7.4％減)、経常利益は12億86百万円(前年同期比10

億５百万円、43.9％減)、親会社株主に帰属する当期純利益は９億12百万円(前年同期比５億83百万円、39.0％減)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 2019年売上高
構 成 比
（％）

2020年売上高
構 成 比
（％）

対前年
同期比
（％）

ショーケース・倉庫事業 24,249 79.5 21,934 77.7 △9.5

メンテナンス事業 3,478 11.4 3,676 13.0 5.7

海外事業 2,757 9.1 2,633 9.3 △4.5

合 計 30,485 100.0 28,244 100.0 △7.4

「ショーケース・倉庫事業」は、ショーケース事業売上が新型コロナウイルス感染症の影響により昨年の実績に

及びませんでしたが、倉庫事業売上は堅調に推移しました。その結果、対前年同期比9.5％減となりました。

「メンテナンス事業」は、新規に提案メンテナンス等を実施し、需要を掘り起こした結果、対前年同期比5.7％増

となりました。

「海外事業」は、新型コロナウイルス感染拡大による影響で、対前年同期比4.5％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。

＜日本＞

国内の売上高は、スーパーマーケット向け売上及びコンビニエンス・ストア向け売上は、新型コロナウイルス感

染症に基づく緊急事態宣言が５月に解除となりましたが、自粛期間中の引合いの延期や中止が大きく影響したこと

により昨年の実績に及びませんでした。なお、物流センター等の大型物件向け売上は堅調に推移しました。その結

果、256億11百万円(前年同期比21億18百万円、7.6％減)となり、営業利益は11億71百万円(前年同期比９億23百万

円、44.1％減)となりました。

＜中国＞

中国の売上高は、新型コロナウイルス感染拡大による影響で売上高は27億42百万円(前年同期比１億35百万円、

4.7％減)となり、営業利益は20百万円(前年同期比85百万円、80.7％減)となりました。
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（２）当期の財政状態の概況

（資産）

当連結会計年度末の総資産は341億３百万円(前連結会計年度末は348億60百万円)となりました。流動資産は252億

31百万円(前連結会計年度末は271億96百万円)となり、固定資産は88億71百万円(前連結会計年度末は76億64百万円)

となりました。流動資産が減少した主な要因は、現金及び預金が前連結会計年度末と比較して23億27百万円減少し

た一方で、電子記録債権が前連結会計年度末と比較して４億1百万円増加したことなどによります。固定資産が増加

した主な要因は、建物及び構築物が１億55百万円、機械装置及び運搬具が２億19百万円増加し、投資有価証券が時

価の上昇により１億67百万円増加したこと及び長期預金「（その他）」に４億74百万円預け入れたことにより増加

しました。

（負債）

当連結会計年度末の負債は79億99百万円(前連結会計年度末は82億66百万円)となりました。流動負債は44億76百

万円(前連結会計年度末は46億54百万円)となり、固定負債は、35億22百万円(前連結会計年度末は36億12百万円)と

なりました。流動負債が減少した主な要因は、未払法人税等が前連結会計年度末と比較して３億15百万円減少した

ことなどによります。固定負債が減少した主な要因は、退職給付に係る負債が１億22百万円減少した一方で、役員

株式給付引当金が47百万円増加したことなどによります。

（純資産）

当連結会計年度末の純資産は261億３百万円(前連結会計年度末は265億93百万円)となりました。これは主に配当

金の支払などにより利益剰余金が６億7百万円減少したことによります。

この結果、自己資本比率は、72.6％(前連結会計年度末は72.4％)となりました。

（３）当期のキャッシュ・フローの概況

当連結会計年度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、前連結会計年度末と比較して

18億20百万円減少し、63億１百万円となりました。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）

当連結会計年度において営業活動による資金は、５億76百万円の増加(前年同期は31億83百万円の減少)となりま

した。

この主な要因は、税金等調整前当期純利益12億80百万円及び減価償却費４億38百万円に対し、退職給付に係る負

債の減少が１億22百万円、売上債権の増加が１億67百万円、法人税等の支払額が７億32百万円あったことなどによ

ります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

当連結会計年度において投資活動による資金は、８億23百万円の減少(前年同期は45億97百万円の増加)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６億43百万円あったこと、無形固定資産の取得による支出が

２億10百万円あったことなどによります。
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（財務活動によるキャッシュ・フロー）

当連結会計年度において財務活動による資金は、15億72百万円の減少(前年同期は18億81百万円の減少)となりま

した。この主な要因は、配当金の支払が15億16百万円あったことによります。

なお、当社企業集団のキャッシュ・フロー指標のトレンドは次のとおりであります。

2018年12月期 2019年12月期 2020年12月期

自己資本比率(％) 62.8 72.4 72.6

時価ベースの自己資本比率(％) 84.8 101.9 87.4

＊ 自己資本比率 ：自己資本／総資産

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

１．各指標は、いずれも連結ベースの財務諸表により計算しております。

２．株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数(自己株式控除後)により算出しております。

（４）今後の見通し

新型コロナウィルス感染症の収束が見通せない中、経営環境も不透明な状況が続くと予想されます。

このような中、当社グループは、持続的かつ安定的な成長を継続するために「中長期経営計画N-ExT 2023」を策

定し、2019年１月より実行してまいりました。

しかしながら、当社主要顧客である小売業界や物流業界の市場環境は大きく変化しており、当社の事業環境や競

合環境にも大きな影響を与えています。また、環境問題や少子高齢化による人手不足など社会情勢の変化も様々な

新しい課題を生んでおり、特に昨年から続く新型コロナウィルスによる影響は今後の見通しを不明確なものにする

大きな要因となっています。

そのような結果、当期の連結業績予想を売上高27,400百万円、営業利益1,263百万円、経常利益1,356百万円、親

会社株主に帰属する当期純利益925百万円としております。

（５）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営上の重要課題の一つとして認識し、2018年12月期から2020年12月期

までの３年間は、連結配当性向について年間100％とともに年間１株当たり配当金額の下限として300円を目標とし

て掲げ、株主の皆様に利益を還元してまいりました。当期の配当につきましても期末配当300円とさせていただきま

す。

期限となる2020年12月期を迎え、2021年12月期以降の配当方針について見直しを実施しました。株主の皆様に対

する利益還元を基本とする従前の配当方針を継続し、連結配当性向年間100%を継続しますが、事業環境及び社会情

勢に大きな変化が発生している点と新型コロナウイルスの影響による業績への影響が不透明な点などを勘案し、

１株当たり配当金額の下限については設定しない配当方針に変更させていただきます。

以上のような方針の変更に基づき、次期の配当につきましては、期末配当184円を予定しております。

詳細につきましては、本日（2021年２月10日）公表いたしました「配当方針の変更に関するお知らせ」をご覧く

ださい。

２．会計基準の選択に関する基本的な考え方

当社グループは、連結財務諸表の期間比較可能性及び企業間の比較可能性を考慮し、当面は、日本基準で連結財務

諸表を作成する方針であります。

なお、国際財務報告基準(ＩＦＲＳ)の適用につきましては、国内外の諸情勢を考慮の上、適切に対応していく方針

であります。
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３．連結財務諸表及び主な注記

（１）連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(2019年12月31日)

当連結会計年度
(2020年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 19,551,132 17,223,298

受取手形及び売掛金 4,851,718 4,631,451

電子記録債権 180,100 581,719

商品及び製品 1,106,922 1,171,356

仕掛品 246,049 247,313

原材料及び貯蔵品 1,028,265 1,032,339

その他 232,004 343,861

貸倒引当金 △192 △5

流動資産合計 27,196,001 25,231,335

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 4,856,403 5,123,242

減価償却累計額 △3,614,025 △3,725,837

建物及び構築物（純額） 1,242,377 1,397,405

機械装置及び運搬具 3,540,168 3,814,447

減価償却累計額 △2,683,292 △2,738,542

機械装置及び運搬具（純額） 856,876 1,075,905

土地 1,101,748 1,101,748

建設仮勘定 51,162 18,974

その他 736,295 780,315

減価償却累計額 △665,202 △695,349

その他（純額） 71,093 84,965

有形固定資産合計 3,323,259 3,679,000

無形固定資産

土地使用権 208,722 202,400

その他 233,112 412,818

無形固定資産合計 441,835 615,219

投資その他の資産

投資有価証券 3,090,098 3,257,452

繰延税金資産 755,286 794,896

その他 63,046 553,559

貸倒引当金 △9,514 △28,425

投資その他の資産合計 3,898,917 4,577,483

固定資産合計 7,664,011 8,871,702

資産合計 34,860,013 34,103,038
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2019年12月31日)

当連結会計年度
(2020年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,906,794 1,965,855

短期借入金 250,000 250,000

未払費用 669,944 751,016

未払法人税等 451,763 136,545

未払消費税等 145,625 110,127

賞与引当金 68,012 76,053

製品保証引当金 93,423 69,050

工事損失引当金 137,363 208,114

その他 931,111 909,925

流動負債合計 4,654,037 4,476,689

固定負債

繰延税金負債 1,267 2,826

役員退職慰労未払金 154,197 146,197

役員株式給付引当金 98,483 145,995

退職給付に係る負債 2,909,478 2,787,175

資産除去債務 26,159 26,164

その他 422,889 414,528

固定負債合計 3,612,477 3,522,888

負債合計 8,266,514 7,999,577

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 23,210,467 22,602,791

自己株式 △239,736 △235,637

株主資本合計 24,315,439 23,711,863

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 675,674 778,591

為替換算調整勘定 235,911 253,115

その他の包括利益累計額合計 911,586 1,031,707

非支配株主持分 1,366,472 1,359,890

純資産合計 26,593,498 26,103,460

負債純資産合計 34,860,013 34,103,038
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書

連結損益計算書

(単位：千円)
前連結会計年度

(自 2019年１月１日
　至 2019年12月31日)

当連結会計年度
(自 2020年１月１日
　至 2020年12月31日)

売上高 30,485,654 28,244,043

売上原価 25,963,212 24,752,999

売上総利益 4,522,442 3,491,044

販売費及び一般管理費 2,321,827 2,298,453

営業利益 2,200,615 1,192,590

営業外収益

受取利息 56,245 53,235

受取配当金 34,879 36,324

保険配当金 5,337 6,375

仕入割引 3,438 －

補助金収入 － 2,000

受取地代家賃 2,174 2,261

その他 5,110 2,716

営業外収益合計 107,186 102,913

営業外費用

支払利息 6,668 6,618

売上割引 1,497 826

為替差損 7,790 1,728

営業外費用合計 15,955 9,174

経常利益 2,291,845 1,286,329

特別利益

固定資産売却益 1,925 282

特別利益合計 1,925 282

特別損失

固定資産売却損 217 －

固定資産除却損 9,639 5,471

減損損失 － 143

ゴルフ会員権評価損 5,950 －

特別損失合計 15,806 5,615

税金等調整前当期純利益 2,277,964 1,280,997

法人税、住民税及び事業税 717,508 420,172

法人税等調整額 △6,139 △90,136

法人税等合計 711,368 330,035

当期純利益 1,566,596 950,961

非支配株主に帰属する当期純利益 70,237 38,305

親会社株主に帰属する当期純利益 1,496,359 912,656
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連結包括利益計算書

(単位：千円)
前連結会計年度

(自 2019年１月１日
　至 2019年12月31日)

当連結会計年度
(自 2020年１月１日
　至 2020年12月31日)

当期純利益 1,566,596 950,961

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △59,822 102,917

為替換算調整勘定 △92,400 33,013

その他の包括利益合計 △152,222 135,931

包括利益 1,414,373 1,086,892

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 1,388,386 1,032,776

非支配株主に係る包括利益 25,986 54,115
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（３）連結株主資本等変動計算書

前連結会計年度(自 2019年１月１日 至 2019年12月31日)

(単位：千円)

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 822,650 522,058 31,151,731 △7,856,232 24,640,207

当期変動額

剰余金の配当 △1,581,184 △1,581,184

役員株式報酬 －

親会社株主に帰属する

当期純利益
1,496,359 1,496,359

自己株式の取得 △239,943 △239,943

自己株式の消却 △7,856,438 7,856,438 －

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）

当期変動額合計 － － △7,941,263 7,616,495 △324,768

当期末残高 822,650 522,058 23,210,467 △239,736 24,315,439

その他の包括利益累計額

非支配株主持分 純資産合計その他有価証券

評価差額金
為替換算調整勘定

その他の包括利益

累計額合計

当期首残高 735,497 284,061 1,019,558 1,404,767 27,064,534

当期変動額

剰余金の配当 △1,581,184

役員株式報酬 －

親会社株主に帰属する

当期純利益
1,496,359

自己株式の取得 △239,943

自己株式の消却 －

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）
△59,822 △48,149 △107,972 △38,294 △146,267

当期変動額合計 △59,822 △48,149 △107,972 △38,294 △471,035

当期末残高 675,674 235,911 911,586 1,366,472 26,593,498
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当連結会計年度(自 2020年１月１日 至 2020年12月31日)

(単位：千円)

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 822,650 522,058 23,210,467 △239,736 24,315,439

当期変動額

剰余金の配当 △1,520,332 △1,520,332

役員株式報酬 4,099 4,099

親会社株主に帰属する

当期純利益
912,656 912,656

自己株式の取得 －

自己株式の消却 －

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）

当期変動額合計 － － △607,676 4,099 △603,576

当期末残高 822,650 522,058 22,602,791 △235,637 23,711,863

その他の包括利益累計額

非支配株主持分 純資産合計その他有価証券

評価差額金
為替換算調整勘定

その他の包括利益

累計額合計

当期首残高 675,674 235,911 911,586 1,366,472 26,593,498

当期変動額

剰余金の配当 △1,520,332

役員株式報酬 4,099

親会社株主に帰属する

当期純利益
912,656

自己株式の取得 －

自己株式の消却 －

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）
102,917 17,203 120,120 △6,582 113,538

当期変動額合計 102,917 17,203 120,120 △6,582 △490,037

当期末残高 778,591 253,115 1,031,707 1,359,890 26,103,460
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)
前連結会計年度

(自 2019年１月１日
　至 2019年12月31日)

当連結会計年度
(自 2020年１月１日
　至 2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益 2,277,964 1,280,997

減価償却費 392,311 438,943

貸倒引当金の増減額（△は減少） △7,363 18,594

賞与引当金の増減額（△は減少） △1,424 8,041

製品保証引当金の増減額（△は減少） 799 △24,655

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △138,897 －

役員退職慰労未払金の増減額（△は減少） 154,197 △8,000

役員株式給付引当金の増減額（△は減少） 98,483 47,511

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △726 △122,302

工事損失引当金の増減額（△は減少） 43,273 70,751

受取利息及び受取配当金 △91,124 △89,560

支払利息 6,668 6,618

固定資産売却損益（△は益） △1,708 △282

固定資産除却損 9,639 5,471

減損損失 － 143

売上債権の増減額（△は増加） 389,870 △167,923

たな卸資産の増減額（△は増加） △58,055 △60,518

ゴルフ会員権評価損 5,950 －

その他の資産の増減額（△は増加） △103,476 △94,637

仕入債務の増減額（△は減少） △6,320,921 49,815

その他の負債の増減額（△は減少） 565,836 △67,818

その他 44,434 △65,169

小計 △2,734,267 1,226,021

利息及び配当金の受取額 91,124 89,560

利息の支払額 △6,621 △6,830

法人税等の支払額 △533,996 △732,208

営業活動によるキャッシュ・フロー △3,183,761 576,543

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 △973,241 △643,764

有形固定資産の売却による収入 2,795 503

固定資産の除却による支出 △3,066 △7,310

無形固定資産の取得による支出 △176,634 △210,808

定期預金の増減額（△は増加） 6,015,599 50,461

投資有価証券の取得による支出 △268,287 △12,024

差入保証金増減額（△は減少） △65 △131

投資活動によるキャッシュ・フロー 4,597,099 △823,072

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 △239,943 －

自己株式の売却による収入 － 4,099

配当金の支払額 △1,577,374 △1,516,104

非支配株主への配当金の支払額 △64,281 △60,697

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,881,599 △1,572,702

現金及び現金同等物に係る換算差額 △4,281 △940

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △472,542 △1,820,172

現金及び現金同等物の期首残高 8,594,099 8,121,556

現金及び現金同等物の期末残高 8,121,556 6,301,384
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（５）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。

　

(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。

(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)

新型コロナウイルス感染症の影響により、当社グループにおいても納期延長、顧客の設備投資抑制等の影響を

受けております。当社グループは、翌連結会計年度以降の一定期間にわたり当該影響が継続する仮定のもと、会

計上の見積りを行っております。

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

前連結会計年度(自2019年１月１日　至2019年12月31日)及び当連結会計年度(自2020年１月１日　至2020年12月31

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からなる

単一セグメントのため、記載を省略しております。

【関連情報】

前連結会計年度(自2019年１月１日 至2019年12月31日)

１．製品及びサービスごとの情報

(単位：千円)

ショーケース 冷凍機 工事・その他 合計

外部顧客への売上高 14,511,354 3,448,464 12,525,836 30,485,654

２．地域ごとの情報

(1) 売上高

本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。

(2) 有形固定資産

(単位：千円)

日本 中国 合計

3,025,890 297,368 3,323,259

３．主要な顧客ごとの情報

(単位：千円)

顧客の名称又は氏名 売上高 関連するセグメント名

㈱セブン－イレブン・ジャパン 13,340,280 ショーケース・冷凍機・工事・その他
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当連結会計年度(自2020年１月１日 至2020年12月31日)

１．製品及びサービスごとの情報

(単位：千円)

ショーケース 冷凍機 工事・その他 合計

外部顧客への売上高 12,975,151 2,706,069 12,562,823 28,244,043

２．地域ごとの情報

(1) 売上高

本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。

(2) 有形固定資産

(単位：千円)

日本 中国 合計

3,370,429 308,570 3,679,000

３．主要な顧客ごとの情報

(単位：千円)

顧客の名称又は氏名 売上高 関連するセグメント名

㈱セブン－イレブン・ジャパン 11,134,162 ショーケース・冷凍機・工事・その他

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

前連結会計年度(自2019年１月１日 至2019年12月31日)及び当連結会計年度(自2020年１月１日 至2020年12月31

日)

単一セグメントのため、記載を省略しております。

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

前連結会計年度(自2019年１月１日 至2019年12月31日)及び当連結会計年度(自2020年１月１日 至2020年12月31

日)

単一セグメントのため、記載を省略しております。

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

前連結会計年度(自2019年１月１日 至2019年12月31日)及び当連結会計年度(自2020年１月１日 至2020年12月31

日)

該当事項はありません。
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(１株当たり情報)

前連結会計年度
(自 2019年１月１日
　至 2019年12月31日)

当連結会計年度
(自 2020年１月１日
　至 2020年12月31日)

１株当たり純資産額 5,012円55銭

１株当たり当期純利益金額 295円70銭

１株当たり純資産額 4,915円90銭

１株当たり当期純利益金額 181円33銭

(注) １．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

２．株主資本において自己株式として計上されている信託に残存する自社の株式は、１株当たり当期純利益金額

の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めており、また、１株当たり純資産額の算

定上、期末発行済株式総数から控除する自己株式数に含めております。

１株当たり当期純利益金額の算定上、控除した当該自己株式の期中平均株式数は前連結会計年度7,408株、

当連結会計年度34,608株であり、１株当たり純資産額の算定上、控除した当該自己株式の期末株式数は、前

連結会計年度35,000株、当連結会計年度34,400株であります。

３．１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

前連結会計年度
(自 2019年１月１日
　至 2019年12月31日)

当連結会計年度
(自 2020年１月１日
　至 2020年12月31日)

親会社株主に帰属する当期純利益(千円) 1,496,359 912,656

普通株主に帰属しない金額(千円) － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純利益(千円) 1,496,359 912,656

期中平均株式数(株) 5,060,398 5,033,166

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

　


