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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３四半期

連結累計期間

第67期

第３四半期

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９月30日

自　平成25年１月１日

至　平成25年９月30日

自　平成24年１月１日

至　平成24年12月31日

売上高 （千円） 4,113,700 3,929,160 5,385,730

経常利益 （千円） 144,862 104,960 150,587

四半期（当期）純利益 （千円） 97,154 86,041 96,510

四半期包括利益又は包括利益 （千円） 99,125 96,464 101,197

純資産額 （千円） 1,852,576 1,933,257 1,854,648

総資産額 （千円） 3,367,533 3,402,485 3,327,877

１株当たり四半期（当期）純利益
金額

（円） 5.47 4.85 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 （％） 53.9 55.7 54.6

　

　

回次

第66期

第３四半期

連結会計期間

第67期

第３四半期

連結会計期間

会計期間
自　平成24年７月１日

至　平成24年９月30日

自　平成25年７月１日

至　平成25年９月30日

１株当たり四半期純利益金額 （円） 0.73 0.44

　

(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３四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３四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３四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３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、金融緩和による円安の定着を背景に、輸出や設備投

資に回復の兆しがみられるなど緩やかな回復基調で推移いたしましたが、米国の金融政策・財政問題への

懸念や中国経済の成長鈍化、さらに国内においては消費税増税を控え、先行き不透明感が残されておりま

す。

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、全体の売上高は前年同期比4.5％減の39億29百万円、経常利益は１

億４百万円（前年同期比27.5％減）、四半期純利益は86百万円（前年同期比11.4％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10億95百万円と前

年同四半期と比べ20百万円減収（前年同期比1.9％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10億32百万円と前年同四半期と比べ１億46百万円減収（前年同期比12.4％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10億12百万円と前

年同四半期と比べ83百万円減収（前年同期比7.6％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１億55百万円と前年同四半期と比べ35百万円増収（前年

同期比29.4％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、国内市場における輸入車のシェアが増加し、売上高は５億61百万円と

前年同四半期と比べ26百万円増収（前年同期比5.0％増）になりました。

（その他）

その他の売上高は71百万円と前年同四半期と比べ４百万円増収（前年同期比6.2％増）になりました。
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（２）財政状態の分析

当第３四半期連結会計期間末の総資産は34億２百万円となり、前連結会計年度末に比べ74百万円増加し

ました。

（流動資産）

流動資産は、前連結会計年度末に比べ、現金及び預金の減少17百万円、受取手形及び売掛金の増加83百

万円、繰延税金資産の増加44百万円、商品及び製品の減少19百万円、仕掛品の減少12百万円等により、79

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、有形固定資産の減少24百万円、投資有価証券の増加19百万円等

により、５百万円減少しました。

（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減少43百万円、未払金の減少11百万円、

賞与引当金の増加１億２百万円等により、49百万円増加しました。

（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66百万円、繰延税金負債の増加10百万円

等により、53百万円減少しました。

（純資産）

純資産は、前連結会計年度末に比べ、四半期純利益86百万円等により、78百万円増加しました。

　

（３）事業上及び財務上の対処すべき問題

当第３四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３四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90百万円であります。

なお、当第３四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。

文中の将来に関する事項は、本四半期報告書提出日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）

が判断したものであります。
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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３四半期会計期間末

現在発行数(株)

(平成25年９月30日)

提出日現在

発行数(株)

(平成25年11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 17,760,000 17,760,000
東京証券取引所
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９月30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３四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３四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25年６月30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９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 9,000

完全議決権株式（その他） 普通株式 17,729,000 17,729 －

単元未満株式 普通株式 22,000 － －

発行済株式総数 　 17,760,000 － －

総株主の議決権 　 － 17,729 －

（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９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） 　 　 　 　 　

キング工業

株式会社

東京都台東区

元浅草2-7-13
9,000 － 9,000 0.05

計 － 9,000 － 9,000 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、当第３四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりで

あります。

　役職の異動

新役名及び職名 旧役名及び職名 氏名 異動年月日

常務取締役

（鋼製品事業部長）

取締役

（鋼製品事業部長）

三木　隆信 平成25年８月１日
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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３四半期連結会計期間（平成25年７月

１日から平成25年９月30日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成25年１月１日から平成25年９月30日

まで）に係る四半期連結財務諸表について、監査法人日本橋事務所により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３四半期連結会計期間
(平成25年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 734,951 717,678

受取手形及び売掛金
※2 773,486 857,035

商品及び製品 157,836 138,268

原材料 119,743 121,560

仕掛品 33,053 20,195

繰延税金資産 27,271 71,941

その他 888 457

貸倒引当金 △737 △815

流動資産合計 1,846,493 1,926,321

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 320,166 301,502

機械装置及び運搬具（純額） 103,213 96,819

土地 901,928 901,928

その他（純額） 4,969 5,424

有形固定資産合計 1,330,278 1,305,674

無形固定資産

ソフトウエア 1,993 1,648

電話加入権 7,084 7,084

無形固定資産合計 9,077 8,732

投資その他の資産

投資有価証券 66,508 86,141

敷金及び保証金 74,605 75,058

繰延税金資産 614 257

その他 300 300

投資その他の資産合計 142,028 161,757

固定資産合計 1,481,384 1,476,164

資産合計 3,327,877 3,402,485
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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３四半期連結会計期間
(平成25年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金
※2 838,842 795,729

未払金 162,998 151,296

未払法人税等 45,705 39,123

賞与引当金 52,991 155,580

その他 116,806 124,863

流動負債合計 1,217,344 1,266,594

固定負債

退職給付引当金 109,790 43,446

役員退職慰労引当金 22,105 24,915

繰延税金負債 47,743 58,476

その他 76,244 75,797

固定負債合計 255,883 202,634

負債合計 1,473,228 1,469,228

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 659,883 728,173

自己株式 △1,426 △1,530

株主資本合計 1,813,257 1,881,443

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 12,693

その他の包括利益累計額合計 2,458 12,693

少数株主持分 38,933 39,120

純資産合計 1,854,648 1,933,257

負債純資産合計 3,327,877 3,402,485
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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 平成24年１月１日
　至 平成24年９月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成25年１月１日
　至 平成25年９月30日)

売上高 4,113,700 3,929,160

売上原価 3,098,800 2,967,883

売上総利益 1,014,899 961,277

販売費及び一般管理費

販売費 84,596 75,409

一般管理費 799,125 797,086

販売費及び一般管理費合計 883,722 872,495

営業利益 131,177 88,781

営業外収益

受取利息 3 2

受取配当金 1,192 1,588

作業くず売却益 10,285 11,451

助成金収入 941 －

その他 6,197 8,161

営業外収益合計 18,620 21,204

営業外費用

支払利息 4,567 4,451

手形売却損 － 558

その他 368 15

営業外費用合計 4,936 5,025

経常利益 144,862 104,960

特別損失

固定資産除却損 8 161

特別損失合計 8 161

税金等調整前四半期純利益 144,854 104,799

法人税、住民税及び事業税 60,314 57,759

法人税等調整額 △13,372 △39,189

法人税等合計 46,942 18,569

少数株主損益調整前四半期純利益 97,912 86,229

少数株主利益 757 187

四半期純利益 97,154 86,041
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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 平成24年１月１日
　至 平成24年９月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成25年１月１日
　至 平成25年９月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 97,912 86,229

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 1,212 10,235

その他の包括利益合計 1,212 10,235

四半期包括利益 99,125 96,464

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 98,367 96,276

少数株主に係る四半期包括利益 757 187
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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３四半期連結累計期間
(自  平成25年１月１日  至  平成25年９月30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、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軽微であります。

　

【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３四半期連結会計期間
（平成25年９月30日)

受取手形割引高 280,009千円 162,531千円
　
※２　四半期連結会計期間末日満期手形
　
　四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理は、交換日に決済が行われるものとして処理しておりま
す。なお、前連結会計年度末日が金融機関の休日でしたので、次の四半期連結会計期間末日満期手形
が、四半期連結会計期間末残高に含まれております。

　

　 前連結会計年度

（平成24年12月31日)

当第３四半期連結会計期間

（平成25年９月30日)

受取手形 17,336千円 －千円

支払手形 14,848千円 －千円

　
　

　

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第３四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３四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３四半期連結累計期間

(自　平成24年１月１日

　至　平成24年９月30日)

当第３四半期連結累計期間

(自　平成25年１月１日

　至　平成25年９月30日)

減価償却費 53,243千円 40,535千円
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(株主資本等関係)

前第３四半期連結累計期間（自　平成24年１月１日　至　平成24年９月30日）

　

１　配当金支払額

該当事項はありません。

　

２　基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計

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３四半期連結累計期間（自　平成25年１月１日　至　平成25年９月30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　基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計

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３四半期連結累計期間（自  平成24年１月１日  至  平成24年９月30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

損益計算書

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

1,116,367 1,178,523 1,096,242 120,256 535,203 4,046,593 67,106 4,113,700 － 4,113,700

2.セグメ

ント間

の内部

売上高

又は振

替高

－ － 33,588 － － 33,588 － 33,588 △33,588 －

計 1,116,367 1,178,523 1,129,830 120,256 535,203 4,080,181 67,106 4,147,288 △33,588 4,113,700

セグメン

ト利益
106,158 55,300 73,749 18,839 3,019 257,067 31,729 288,796 △157,618 131,177

(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△157,618千円は、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３四半期連結累計期間（自  平成25年１月１日  至  平成25年９月30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

1,095,405 1,032,459 1,012,679 155,585 561,738 3,857,867 71,292 3,929,160 － 3,929,160

2.セグメ

ント間

の内部

売上高

又は振

替高

－ － 22,083 － － 22,083 － 22,083 △22,083 －

計 1,095,405 1,032,459 1,034,762 155,585 561,738 3,879,950 71,292 3,951,243 △22,083 3,929,160

セグメン

ト利益
128,487 19,819 69,430 13,548 3,147 234,433 16,487 250,920 △162,139 88,781

(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△162,139千円は、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。

　

　

　

　

　

　

EDINET提出書類

キング工業株式会社(E01656)

四半期報告書

16/19



　

(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３四半期連結累計期間

(自　平成24年１月１日

　至　平成24年９月30日)

当第３四半期連結累計期間

(自　平成25年１月１日

　至　平成25年９月30日)

１株当たり四半期純利益（円） 5.47 4.85

　（算定上の基礎） 　 　

　四半期純利益（千円） 97,154 86,041

　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） 97,154 86,041

　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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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　　㊞

独立監査人の四半期レビュー報告書

　
平成25年11月14日

キング工業株式会社

取締役会  御中

　

　

　

　

　
　
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３四半期連結会計期間
(平成25年７月１日から平成25年９月30日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成25年１月１日から平成25
年９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、
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９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する第３四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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