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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】

回次

第66期

第１四半期

連結累計期間

第67期

第１四半期

連結累計期間

第66期

会計期間
自　平成24年１月１日

至　平成24年３月31日

自　平成25年１月１日

至　平成25年３月31日

自　平成24年１月１日

至　平成24年12月31日

売上高 （千円） 1,522,987 1,410,479 5,385,730

経常利益 （千円） 146,035 100,281 150,587

四半期（当期）純利益 （千円） 97,623 83,678 96,510

四半期包括利益又は包括利益 （千円） 103,362 92,687 101,197

純資産額 （千円） 1,856,903 1,929,584 1,854,648

総資産額 （千円） 3,570,322 3,646,233 3,327,877

１株当たり四半期（当期）純
利益金額

（円） 5.50 4.71 5.44

潜在株式調整後１株当たり四
半期（当期）純利益金額

（円） － － －

自己資本比率 （％） 50.9 51.8 54.6

(注) １　当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載して

おりません。

２　売上高には、消費税等は含まれておりません。

３　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、潜在株式がないため記載しておりません。

　
２ 【事業の内容】

当第１四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要

な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
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第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

　当第１四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。また、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。

　

２ 【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の決定又は締結等はありません。

　

３ 【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）業績の状況

当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、震災からの復興需要による緩やかな回復に加え、政権

交代による経済・金融政策への期待感から円高の是正や株価の回復がみられたものの、実体経済は未だ回

復途上にあり、ユーロ圏の債務問題や日中関係の悪化、新興国の成長鈍化など懸念材料も多く、依然として

先行き不透明な状況で推移いたしました。

このような状況のもと、当社グループは、積極的な営業活動に取り組み、技術開発力の強化、経費の節減等

諸施策を展開いたしました結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は14億10百万円と前年同四半期と比

べ１億12百万円減収（前年同期比7.4％減）、経常利益は１億円と前年同四半期と比べ45百万円減益（前年

同期比31.3％減）、四半期純利益は83百万円と前年同四半期と比べ13百万円減益（前年同期比14.3％減）

となりました。

　

セグメントの業績を示すと次のとおりです。

（鋼製品関連事業）

鋼製品関連事業につきましては、積極的な営業活動を展開いたしましたが、売上高は４億17百万円と前

年同四半期と比べ９百万円減収（前年同期比2.2％減）になりました。

（デンタル関連事業）

デンタル関連事業につきましては、競争激化の中で新規開拓及び買替需要発掘に努めましたが、売上高

は３億60百万円と前年同四半期と比べ29百万円減収（前年同期比7.6％減）になりました。

（書庫ロッカー関連事業）

書庫ロッカー関連事業につきましては、工場の生産力向上に努めましたが、売上高は４億11百万円と前

年同四半期と比べ68百万円減収（前年同期比14.4％減）になりました。

（ＯＡフロア関連事業）

ＯＡフロア関連事業につきましては、売上高は53百万円と前年同四半期と比べ10百万円増収（前年同

期比25.2％増）になりました。

（自動車関連事業）

自動車関連事業につきましては、売上高は１億44百万円と前年同四半期と比べ16百万円減収（前年同

期比10.3％減）になりました。

（その他）

その他の売上高は23百万円と前年同四半期と比べ１百万円増収（前年同期比5.5％増）になりました。

　

（２）財政状態の分析
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当第１四半期連結会計期間末の総資産は36億46百万円となり、前連結会計年度末に比べ３億18百万円増

加しました。

（流動資産）

流動資産は、前連結会計年度末に比べ、受取手形及び売掛金の増加２億64百万円、繰延税金資産の増加

48百万円等により、３億17百万円増加しました。

（固定資産）

固定資産は、前連結会計年度末に比べ、投資有価証券の増加13百万円、建物及び構築物の減少６百万円、

機械装置及び運搬具の減少６百万円等により、０百万円増加しました。

（流動負債）

流動負債は、前連結会計年度末に比べ、支払手形及び買掛金の増加１億69百万円、賞与引当金の増加１

億５百万円等により、２億69百万円増加しました。

（固定負債）

固定負債は、前連結会計年度末に比べ、退職給付引当金の減少35百万円、繰延税金負債の増加７百万円

等により、26百万円減少しました。

（純資産）

純資産は、前連結会計年度末に比べ、利益剰余金の増加65百万円、その他有価証券評価差額金８百万円

等により、74百万円増加しました。

　

（３）事業上及び財務上の対処すべき問題

当第１四半期連結累計期間において、当社の事業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。

　

（４）研究開発活動

当第１四半期連結累計期間において支出した研究開発費の総額は29百万円であります。

なお、当第１四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありませ

ん。
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第３ 【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 71,000,000

計 71,000,000

　

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25年３月31日)

提出日現在

発行数(株)

(平成25年５月15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 17,760,000 17,760,000
大阪証券取引所
ＪＡＳＤＡＱ
（スタンダード）

単元株式数
1,000株

計 17,760,000 17,760,000 － －

　

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

　

　

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

　

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　

(5) 【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

(千株)

発行済株式

総数残高

(千株)

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25年１月１日

～平成25年３月31日
― 17,760 ― 1,090,800 ― 64,000
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(6) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

　

(7) 【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の議決権の状況については、株主名簿の記載内容が確認できず、記載す

ることができませんので、直前の基準日である平成24年12月31日の株主名簿により記載しております。

①　【発行済株式】

平成25年３月31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 8,000

完全議決権株式（その他） 普通株式 17,731,00017,731－

単元未満株式 普通株式 21,000 － －

発行済株式総数 　 17,760,000 － －

総株主の議決権 　 － 17,731－

（注）「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には、証券振替機構名義の株式が2,000株（議決権２個）含まれて

おります。

　

②　【自己株式等】

平成25年３月31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） 　 　 　 　 　

キング工業

株式会社

東京都台東区

元浅草2-7-13
8,000 － 8,000 0.05

計 － 8,000 － 8,000 0.05

　

２ 【役員の状況】

　　　前事業年度の有価証券報告書提出日後、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４ 【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。）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、第１四半期連結会計期間（平成25年１月１

日から平成25年３月31日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成25年１月１日から平成25年３月31日ま

で）の四半期連結財務諸表について、監査法人日本橋事務所による四半期レビューを受けております。
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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)

前連結会計年度
(平成24年12月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成25年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 734,951 716,468

受取手形及び売掛金 ※2
 773,486

※2
 1,037,854

商品及び製品 157,836 158,577

原材料 119,743 141,576

仕掛品 33,053 34,026

繰延税金資産 27,271 75,584

その他 888 846

貸倒引当金 △737 △955

流動資産合計 1,846,493 2,163,979

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 320,166 313,944

機械装置及び運搬具（純額） 103,213 96,919

土地 901,928 901,928

その他（純額） 4,969 4,763

有形固定資産合計 1,330,278 1,317,556

無形固定資産

ソフトウエア 1,993 1,878

電話加入権 7,084 7,084

無形固定資産合計 9,077 8,962

投資その他の資産

投資有価証券 66,508 80,387

敷金及び保証金 74,605 74,622

繰延税金資産 614 426

その他 300 300

投資その他の資産合計 142,028 155,735

固定資産合計 1,481,384 1,482,254

資産合計 3,327,877 3,646,233
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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１四半期連結会計期間
(平成25年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 ※2
 838,842

※2
 1,007,901

未払金 162,998 159,289

未払法人税等 45,705 63,442

賞与引当金 52,991 158,974

その他 116,806 97,487

流動負債合計 1,217,344 1,487,095

固定負債

退職給付引当金 109,790 73,927

役員退職慰労引当金 22,105 23,030

繰延税金負債 47,743 55,201

その他 76,244 77,395

固定負債合計 255,883 229,553

負債合計 1,473,228 1,716,649

純資産の部

株主資本

資本金 1,090,800 1,090,800

資本剰余金 64,000 64,000

利益剰余金 659,883 725,810

自己株式 △1,426 △1,426

株主資本合計 1,813,257 1,879,184

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 2,458 10,707

その他の包括利益累計額合計 2,458 10,707

少数株主持分 38,933 39,691

純資産合計 1,854,648 1,929,584

負債純資産合計 3,327,877 3,646,233
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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24年１月１日
　至 平成24年３月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成25年１月１日
　至 平成25年３月31日)

売上高 1,522,987 1,410,479

売上原価 1,103,533 1,020,129

売上総利益 419,453 390,350

販売費及び一般管理費

販売費 32,646 25,635

一般管理費 245,537 267,156

販売費及び一般管理費合計 278,183 292,792

営業利益 141,270 97,557

営業外収益

受取利息 1 0

受取配当金 148 324

作業くず売却益 3,765 3,720

助成金収入 941 －

その他 1,546 376

営業外収益合計 6,402 4,422

営業外費用

支払利息 1,486 1,567

手形売却損 － 130

その他 150 －

営業外費用合計 1,637 1,697

経常利益 146,035 100,281

特別損失

固定資産除却損 － 39

特別損失合計 － 39

税金等調整前四半期純利益 146,035 100,242

法人税、住民税及び事業税 57,023 60,993

法人税等調整額 △9,321 △45,188

法人税等合計 47,702 15,805

少数株主損益調整前四半期純利益 98,332 84,437

少数株主利益 709 758

四半期純利益 97,623 83,678
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【四半期連結包括利益計算書】
【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24年１月１日
　至 平成24年３月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成25年１月１日
　至 平成25年３月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 98,332 84,437

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 5,029 8,249

その他の包括利益合計 5,029 8,249

四半期包括利益 103,362 92,687

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 102,652 91,928

少数株主に係る四半期包括利益 709 758
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【継続企業の前提に関する事項】

該当事項はありません。

　

【連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更】

該当事項はありません。

　

【会計方針の変更等】

当第１四半期連結累計期間
(自  平成25年１月１日  至  平成25年３月31日)

（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）
　当社および国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第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ありません。

　

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

該当事項はありません。

　

【追加情報】

該当事項はありません。
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【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

１　受取手形割引高
　

　 前連結会計年度
（平成24年12月31日)

当第１四半期連結会計期間
（平成25年３月31日)

受取手形割引高 280,009千円 156,046千円
　

※２　四半期連結会計期間末日満期手形

　当四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理は、当四半期連結会計期間末日が金融機関の休日でし

たので、交換日に決済が行われるものとして処理しております。当四半期連結会計期間末日手形は次の

とおりであります。
　

　 前連結会計年度
（平成24年12月31日)

当第１四半期連結会計期間
（平成25年３月31日)

受取手形 17,336千円 6,772千円

支払手形 14,848千円 14,911千円

　
　
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。な
お、第１四半期連結累計期間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおり
であります。

　

前第１四半期連結累計期間

(自　平成24年１月１日

　至　平成24年３月31日)

当第１四半期連結累計期間

(自　平成25年１月１日

　至　平成25年３月31日)

減価償却費 17,489千円 13,017千円
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(株主資本等関係)

前第１四半期連結累計期間（自　平成24年１月１日　至　平成24年３月31日）

１　配当金支払額

該当事項はありません。

　
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。

　

３　株主資本の著しい変動に関する事項

該当事項はありません。

　

　

　

当第１四半期連結累計期間（自　平成25年１月１日　至　平成25年３月31日）

１　配当金支払額

決議 株式の種類
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 配当の原資

平成25年３月27日
定時株主総会

普通株式 17,751 1.00平成24年12月31日平成25年３月28日利益剰余金

　

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。

　

３　株主資本の著しい変動に関する事項

該当事項はありません。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自  平成24年１月１日  至  平成24年３月31日）

　

１.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

（単位：千円）

　

報告セグメント

その他

（注）1
合計

調整額

（注）2

四半期連結

損益計算計

上額

（注）3

鋼製品

関連事業

デンタル

関連事業

書庫ロッカー

関連事業

ＯＡフロア

関連事業

自動車

関連事業
計

売上高 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

1.外部顧

客への

売上高

426,790389,760480,45942,939161,0891,501,03921,9471,522,987－ 1,522,987

2.セグメ

ント間

の内部

売上高

又は振

替高

－ － 12,442 － － 12,442 － 12,442△12,442 －

計 426,790389,760492,90242,939161,0891,513,48221,9471,535,429△12,4421,522,987

セグメン

ト利益
70,84854,617 44,616 9,160 905 180,1469,778189,926△48,656141,270

(注) １  「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、建物等の賃貸を行っております。

２  セグメント利益の調整額△48,656千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であり、主に報告セグ

メントに帰属しない一般管理費であります。

３  セグメント利益は、四半期損益計算書の営業利益と調整を行っております。
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Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自  平成25年１月１日  至  平成25年３月31日）

　

１.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

（単位：千円）

　

報告セグメント

その他

（注）1
合計

調整額

（注）2

四半期連結

損益計算計

上額

（注）3

鋼製品

関連事業

デンタル

関連事業

書庫ロッカー

関連事業

ＯＡフロア

関連事業

自動車

関連事業
計

売上高 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

1.外部顧

客への

売上高

417,316360,332411,50153,745144,4291,387,32423,1551,410,479　 1,410,479

2.セグメ

ント間

の内部

売上高

又は振

替高

－ － 11,101 － － 11,101 － 11,101△11,101 －

計 417,316360,332422,60353,745144,4291,398,42623,1551,421,581△11,1011,410,479

セグメン

ト利益
73,13813,07834,350 8,859 823 130,2508,899139,150△41,59397,557

(注) １  「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、建物等の賃貸を行っております。

２  セグメント利益の調整額△41,593千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であり、主に報告セグ

メントに帰属しない一般管理費であります。

３  セグメント利益は、四半期損益計算書の営業利益と調整を行っております。
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(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　

前第１四半期連結累計期間

(自　平成24年１月１日

　至　平成24年３月31日)

当第１四半期連結累計期間

(自　平成25年１月１日

　至　平成25年３月31日)

１株当たり四半期純利益（円） 5.50 4.71

　（算定上の基礎） 　 　

　四半期純利益（千円） 97,623 83,678

　普通株主に帰属しない金額（千円） － －

　普通株式に係る四半期純利益（千円） 97,623 83,678

　普通株式の期中平均株式数（千株） 17,751 17,751

（注）潜在株式調整後１株当たり四半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。

　

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

　

２ 【その他】

該当事項はありません。
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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25年５月15日

キング工業株式会社

取締役会  御中

　

監査法人日本橋事務所

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士    梅    林    邦    彦    ㊞

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士　  山   村   浩　太　郎  　㊞

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士    千    保    有    之    ㊞

　
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」に掲げられているキン
グ工業株式会社の平成25年１月１日から平成25年12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25年１月１日から平成25年３月31日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成25年１月１日から平成25
年３月31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、四半
期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。
　
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、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
四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のな
い四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用する
ことが含まれる。
　
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、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。
四半期レビューにおいては、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が実施される。四半期レビュー手続は、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て限定された手
続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
　
監査人の結論
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、キング工業株式会社及び連結子会社の平成25
年３月31日現在の財政状態及び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。
　
利害関係
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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