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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73期

第１四半期
連結累計期間

第74期
第１四半期
連結累計期間

第73期

会計期間
自　2019年１月１日
至　2019年３月31日

自　2020年１月１日
至　2020年３月31日

自　2019年１月１日
至　2019年12月31日

売上高 （千円） 1,512,915 1,484,970 5,469,719

経常利益 （千円） 176,058 70,360 450,129

親会社株主に帰属する
四半期（当期）純利益

（千円） 117,354 43,580 314,063

四半期包括利益又は包括利益 （千円） 122,950 31,927 318,862

純資産額 （千円） 2,996,441 3,170,293 3,192,354

総資産額 （千円） 4,998,574 5,029,363 5,003,175

１株当たり四半期（当期）
純利益金額

（円） 66.13 24.56 176.98

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 （％） 59.0 62.1 62.8
 

(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 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

（１）財政状態及び経営成績の状況

①経営成績の状況

当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、企業収益並びに雇用・所得環境の改善が継続される一方で、

海外経済の不確実性や金融資本市場の変動、新型コロナウイルス感染症の世界的な感染拡大の影響等、先行き不透

明な状況が続いております。

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、経費の削減等諸施

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業績は、売上高14億84百万円（前年同期比1.8％減）、経

常利益70百万円（同60.0％減）、親会社株主に帰属する四半期純利益43百万円（同62.9％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）

鋼製品関連事業の売上高は３億94百万円（前年同期比1.7％増）、営業利益は41百万円（前年同期比27.3％減）

となりました。耐火性だけでなく、情報保護、防盗性強化等多様化する顧客ニーズに対応するため、操作履歴機

能付指紋認証キーボックス、指紋認証耐火金庫、データメディア耐火金庫等高付加価値製品の販売促進等積極的

な営業展開に努めました結果、販売実績は前年同期を上回りました。

（デンタル関連事業）

デンタル関連事業の売上高は４億17百万円（前年同期比9.8％減）、営業利益は５百万円（前年同期比85.9％

減）となりました。各種歯科用ユニット等の新規開発及び買替需要に対する営業活動等積極的に展開いたしまし

たが、販売実績は前年同期を下回りました。

（書庫ロッカー関連事業）

書庫ロッカー関連事業の売上高（外部顧客）は５億82百万円（前年同期比5.5％増）、営業利益は40百万円（前

年同期比48.6％減）となりました。札幌工場・川島工場の生産性向上、新規顧客の開拓推進等に努めました結

果、販売実績は前年同期を上回りました。

（ＯＡフロア関連事業）

ＯＡフロア関連事業の売上高は13百万円（前年同期比58.0％減）、営業利益は３百万円（前年同期比41.5％

増）となりました。

（不動産賃貸関連事業）

不動産賃貸関連事業の売上高は54百万円（前年同期比0.6％増）、営業利益は44百万円（前年同期比1.5％増）

となりました。
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（その他）

その他の売上高は22百万円（前年同期比3.4％減）、営業利益は６百万円（前年同期比11.4％増）となりまし

た。

 
②財政状態の状況

当第１四半期連結会計期間末の総資産は50億29百万円となり、前連結会計年度末に比べ26百万円増加しました。

（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１億47百万円、受取手形及び売掛金の増加２億17

百万円等により、１億44百万円増加しました。

（固定資産）

固定資産は、前連結会計年度末に比べ、建物及び構築物の減少７百万円、機械装置及び運搬具の増加７百万

円、投資有価証券の減少16百万円、退職給付に係る資産の減少１億３百万円等により、１億18百万円減少しまし

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増加36百万円、未払金の増加10百万円、未払法

人税等の増加22百万円、賞与引当金の増加１億５百万円等により、１億20百万円増加しました。

（固定負債）

固定負債は、前連結会計年度末に比べ、繰延税金負債の減少74百万円等により、72百万円減少しました。

（純資産）

純資産は、前連結会計年度末に比べ、利益剰余金の減少９百万円、その他有価証券評価差額金の減少12百万円

等により、22百万円減少しました。

 
（２）経営方針・経営戦略等

当第１四半期連結累計期間において、当社グループの経営方針・経営戦略等について重要な変更はありません。

 
（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、当社グループ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45百万円であります。

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。

 
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の決定又は締結等はありません。
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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 7,100,000

計 7,100,000
 

 

② 【発行済株式】

 

種類

第１四半期会計期間末

現在発行数(株)

(2020年３月31日)

提出日現在

発行数(株)

(2020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 1,776,000 1,776,000
東京証券取引所
ＪＡＳＤＡＱ

（スタンダード）

単元株式数
100株

計 1,776,000 1,776,000 － －
 

 
(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

 
② 【その他の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) 【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)

2020年３月31日 ― 1,776 ― 1,090,800 ― 64,000
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(5) 【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。

(6) 【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2019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】

2020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）
1,400 － －

  普通株式

完全議決権株式
（その他）

普通株式 1,771,800 17,718 －

単元未満株式  2,800 － －

発行済株式総数  1,776,000 － －

総株主の議決権  － 17,718 －
 

（注）　1.「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が200株(議決権(２個))

含まれております。

2.「単元未満株式」には、当社所有の自己株式10株が含まれております。

 

② 【自己株式等】

2020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）      

日本アイ・エス・
ケイ株式会社

東京都台東区
元浅草2-7-13

1,400 － 1,400 0.08

計 － 1,400 － 1,400 0.08
 

 
２ 【役員の状況】

　　　前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において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（2020年１月１日から2020年

３月31日まで）及び第１四半期連結累計期間（2020年１月１日から2020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
(2019年12月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2020年３月31日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 1,219,999 1,072,404

  受取手形及び売掛金 ※2  1,342,825 1,560,577

  電子記録債権 41,620 65,842

  商品及び製品 94,226 116,971

  仕掛品 17,978 29,767

  原材料 111,272 128,297

  その他 2,585 1,539

  流動資産合計 2,830,508 2,975,400

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物及び構築物（純額） 357,787 350,112

   機械装置及び運搬具（純額） 167,365 174,813

   土地 980,731 980,731

   その他（純額） 10,476 8,944

   有形固定資産合計 1,516,361 1,514,601

  無形固定資産   

   ソフトウエア 2,182 4,521

   無形固定資産合計 2,182 4,521

  投資その他の資産   

   投資有価証券 151,610 135,325

   退職給付に係る資産 417,994 314,949

   敷金及び保証金 84,208 84,253

   その他 310 310

   投資その他の資産合計 654,122 534,838

  固定資産合計 2,172,666 2,053,962

 資産合計 5,003,175 5,029,363
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           (単位：千円)

          
前連結会計年度
(2019年12月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2020年３月31日)

負債の部   

 流動負債   

  支払手形及び買掛金 ※2  897,384 934,097

  未払金 146,505 157,152

  未払法人税等 78,109 100,242

  未払消費税等 70,239 61,816

  賞与引当金 52,830 158,490

  その他 255,042 208,879

  流動負債合計 1,500,111 1,620,677

 固定負債   

  繰延税金負債 188,795 114,771

  役員退職慰労引当金 62,367 64,074

  その他 59,547 59,547

  固定負債合計 310,709 238,392

 負債合計 1,810,821 1,859,069

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 1,955,857 1,946,199

  自己株式 △2,438 △2,438

  株主資本合計 3,108,218 3,098,560

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 35,416 23,347

  その他の包括利益累計額合計 35,416 23,347

 非支配株主持分 48,719 48,385

 純資産合計 3,192,354 3,170,293

負債純資産合計 5,003,175 5,029,363
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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　2019年１月１日
　至　2019年３月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自　2020年１月１日
　至　2020年３月31日)

売上高 1,512,915 1,484,970

売上原価 1,056,162 1,091,014

売上総利益 456,752 393,956

販売費及び一般管理費 286,536 327,289

営業利益 170,216 66,667

営業外収益   

 受取利息 0 0

 受取配当金 316 405

 作業くず売却益 5,162 2,702

 その他 401 622

 営業外収益合計 5,880 3,730

営業外費用   

 手形売却損 38 37

 営業外費用合計 38 37

経常利益 176,058 70,360

特別損失   

 固定資産売却損 － 1,902

 特別損失合計 － 1,902

税金等調整前四半期純利益 176,058 68,457

法人税、住民税及び事業税 86,338 93,159

法人税等調整額 △29,292 △68,697

法人税等合計 57,046 24,461

四半期純利益 119,012 43,995

非支配株主に帰属する四半期純利益 1,657 415

親会社株主に帰属する四半期純利益 117,354 43,580
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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　2019年１月１日
　至　2019年３月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自　2020年１月１日
　至　2020年３月31日)

四半期純利益 119,012 43,995

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 3,937 △12,068

 その他の包括利益合計 3,937 △12,068

四半期包括利益 122,950 31,927

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 121,292 31,511

 非支配株主に係る四半期包括利益 1,657 415
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【注記事項】

(継続企業の前提に関する事項)

該当事項はありません。

 
(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
（2019年12月31日)

当第１四半期連結会計期間
（2020年３月31日)

受取手形割引高 200,072千円 118,728千円
 

 

※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については、手形交換日をもって決済処理しております。なお、

前連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が、前連結会計年度末残高に含まれて

おります。

 前連結会計年度
（2019年12月31日)

当第１四半期連結会計期間
（2020年３月31日)

受取手形 13,280千円 －千円

支払手形 120,305千円 －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　2019年１月１日

　至　2019年３月31日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2020年１月１日

　至　2020年３月31日)

減価償却費 20,354千円 18,930千円
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(株主資本等関係)

前第１四半期連結累計期間（自　2019年１月１日　至　2019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

2019年３月28日

定時株主総会
普通株式 53,237 30.00 2018年12月31日 2019年３月29日 利益剰余金

 

 
２　基準日が当第１四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１四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　2020年１月１日　至　2020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

2020年３月26日

定時株主総会
普通株式 53,237 30.00 2019年12月31日 2020年３月27日 利益剰余金

 

 
２　基準日が当第１四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１四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。

 

EDINET提出書類

日本アイ・エス・ケイ株式会社(E01656)

四半期報告書

13/18



 

(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 2019年１月１日 至 2019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

不動産賃貸

関連事業
計

売上高           

1.外部顧

客への

売上高

387,832 462,972 552,131 32,633 54,090 1,489,661 23,254 1,512,915 － 1,512,915

2.セグメ

ント間

の内部

売上高

又は振

替高

－ － 9,818 － 828 10,646 － 10,646 △10,646 －

計 387,832 462,972 561,950 32,633 54,918 1,500,307 23,254 1,523,562 △10,646 1,512,915

セグメン

ト利益
57,788 42,087 78,223 2,773 43,679 224,553 5,854 230,408 △60,191 170,216

 

(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、工具の販売等を行っております。

２ セグメント利益の調整額△60,191千円は、主に各報告セグメントに配分していない全社費用であり、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、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

 
２.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

 
３.報告セグメントの変更等に関する事項

該当事項はありません。
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Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自 2020年１月１日 至 2020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

不動産賃貸

関連事業
計

売上高           

1.外部顧

客への

売上高

394,501 417,508 582,371 13,715 54,401 1,462,499 22,471 1,484,970 － 1,484,970

2.セグメ

ント間

の内部

売上高

又は振

替高

－ － 6,941 － 828 7,769 － 7,769 △7,769 －

計 394,501 417,508 589,313 13,715 55,229 1,470,269 22,471 1,492,740 △7,769 1,484,970

セグメン

ト利益
41,984 5,931 40,173 3,923 44,319 136,332 6,522 142,854 △76,187 66,667

 

(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、工具の販売等を行っております。

２ セグメント利益の調整額△76,187千円は、主に各報告セグメントに配分していない全社費用であり、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、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

 
２.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

 
３.報告セグメントの変更等に関する事項

該当事項はありません。
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(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益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　2019年１月１日

　至　2019年３月31日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2020年１月１日

　至　2020年３月31日)

１株当たり四半期純利益（円） 66.13 24.56

  （算定上の基礎）   

 親会社株主に帰属する四半期純利益（千円） 117,354 43,580

  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
四半期純利益（千円）

117,354 43,580

  普通株式の期中平均株式数（千株） 1,774 1,774
 

（注）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。

 
(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
 

2020年５月15日

日本アイ・エス・ケイ株式会社

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 山   村　 浩　太　郎 ㊞

 

 

指定社員

業務執行社員
 公認会計士 森　　岡　　健　　二 ㊞

 

 

 

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」に掲げられている日本アイ・エ

ス・ケイ株式会社の2020年１月１日から2020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(2020年１月１日

から2020年３月31日まで)及び第１四半期連結累計期間(2020年１月１日から2020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、日本アイ・エス・ケイ株式会社及び連結子会社の2020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．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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