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1.  21年12月期の連結業績（平成21年1月1日～平成21年12月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(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 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年12月期 4,491 △15.4 △148 ― △112 ― △128 ―

20年12月期 5,308 △13.9 △351 ― △310 ― △429 ―

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 ％ ％ ％

21年12月期 △7.23 ― △8.9 △3.7 △3.3

20年12月期 △24.21 ― △24.8 △8.5 △6.6

（参考） 持分法投資損益 21年12月期  ―百万円 20年12月期  ―百万円

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

21年12月期 2,753 1,412 50.0 77.54
20年12月期 3,304 1,538 45.5 84.76

（参考） 自己資本   21年12月期  1,376百万円 20年12月期  1,504百万円

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

21年12月期 103 △180 △0 132
20年12月期 △193 △182 △26 208

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 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 ％ ％

20年12月期 ― ― ― 0.00 0.00 ― ― ―

21年12月期 ― ― ― 0.00 0.00 ― ― ―

22年12月期 
（予想）

― ― ― 0.00 0.00 ―

3.  22年12月期の連結業績予想（平成22年1月1日～平成22年12月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

 

売上高 営業利益 経常利益 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 
連結累計期間

2,500 3.3 △30 ― △20 ― △10 ― △0.56

通期 4,800 6.9 △60 ― △50 ― △30 ― △1.68
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4.  その他 

(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  

(2) 連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

（注）詳細は、14ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」及び「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧
ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注）１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、30ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年12月期 17,760,000株 20年12月期 17,760,000株

② 期末自己株式数 21年12月期  5,370株 20年12月期  4,920株

（参考）個別業績の概要 

1.  21年12月期の個別業績（平成21年1月1日～平成21年12月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(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 ％

21年12月期 4,491 △15.4 △156 ― △119 ― △130 ―

20年12月期 5,308 △13.9 △351 ― △308 ― △428 ―

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

21年12月期 △7.38 ―

20年12月期 △24.13 ―

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

21年12月期 2,729 1,355 49.7 76.36
20年12月期 3,245 1,486 45.8 83.73

（参考） 自己資本 21年12月期  1,355百万円 20年12月期  1,486百万円

2.  22年12月期の個別業績予想（平成22年1月1日～平成22年12月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

（将来に関する記述等についてのご注意） 
 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断される一定の前提に基づいてお
り、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用に当たっての注意事項は３ペー
ジの「１経営成績（1）経営成績に関する分析」をご覧ください。 
（その他の特記事項） 
 該当ありません。 

売上高 営業利益 経常利益 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 
累計期間

2,500 3.3 △30 ― △20 ― △10 ― △0.56

通期 4,800 6.9 △60 ― △50 ― △30 ― △1.68
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１ 経営成績 

(1) 経営成績に関する分析 

① 当期の経営成績 

当連結会計年度におけるわが国経済は、製造業での在庫調整の進展、政府の経済政策の効果、中国向

け輸出の回復等から、一部業種に景気の持ち直し感が見え始め、先行きにやや明るい兆しが見え始めた

感はあるものの、まだ不透明感が強く、今後も予断を許さない状態が続くと思われます。 

このような環境のもとではありますが、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積極的に展開いたしました結果、当連結会計年度の業績は、売上高44億

91百万円（前年同期比15.4％減）、経常損失１億12百万円（前年は経常損失３億10百万円）、当期純損

失１億28百万円（前年は純損失４億29百万円）となりました。 

 

セグメント別の概況は、次のとおりであります。 

（鋼製品関連事業） 

鋼製品関連事業部門の売上高は14億12百万円（前年同期比16.2％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

展開に努めましたが前年実績を下回りました。 

 

（デンタル関連事業） 

デンタル関連事業部門の売上高は15億24百万円（前年同期比8.8％増）となりました。各種歯科用ユ

ニット等の新規開拓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結果、前年実績を上

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部門の売上高は10億14百万円（前年同期比3.5％減）となりました。川島工場

の設備増強・生産性向上、新規開拓推進等に努めましたが、前年実績を下回りました。 

 

（ＯＡフロア関連事業） 

ＯＡフロア関連事業は、建設業界の業況低迷の影響が大きく、当連結会計年度の売上高は２億99百

万円（前年同期比49.8％減）とほぼ半減しました。 

 

（自動車関連事業） 

自動車関連事業部門の売上高は1億45百万円（前年同期比67.0％減）となりました。 

 

（その他の事業） 

その他の事業の売上高は、95百万円（前年同期比27.3％減）となりました。 

 

所在地別セグメントの業績については、全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産額の

合計額に占める日本の割合が、いずれも90％を超えているため、記載を省略しております。 

 

② 次期の見通し 

次期におけるわが国経済の見通しにつきましては、引き続き先行き見通し不透明感が強く、厳しい

状況で推移するものと思われます。。 

このような状況下、当社グループとしては、引き続き高品質・低コストの生産体制の確立、営業活

動の強化、新製品の開発、管理部門の効率化に取り組み、業績の向上に努める所存であります。また、

平成20年に設備増強した川島工場での本格稼動並びに受注増加に努めていきたいと考えております。 

次期の連結業績見通しにつきましては、売上高は今期比6.9％増の48億円を見込みますが、減価償却

負担が大きいことから、経常損失50百万円、当期純損失30百万円を見込んでおります。 
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(2) 財政状態に関する分析 

①資産、負債及び純資産の状況 

イ 資産 

流動資産は、前年同期比４億13百万円減少の10億48百万円となりました。この主な要因は、現金及

び預金の減少76百万円、受取手形及び売掛金の減少３億16百万円等によるものであります。 

固定資産は、前年同期比１億37百万円減少の17億５百万円となりました。この主な要因は、設備投

資23百万円、減価償却費１億65百万円等によるものであります。 

 

ロ 負債 

流動負債は、前年同期比４億12百万円減少の10億21百万円となりました。この主な要因は、支払手

形及び買掛金の減少２億63百万円、設備支払手形の減少１億53百万円等によるものであります。 

固定負債は、前年同期比12百万円減少の３億20百万円となりました。この主な要因は、退職給付引

当金の減少10百万円等によるものであります。 

 

ハ 純資産 

純資産合計は、前年同期比１億25百万円減少の14億12百万円となりました。この主な要因は、当期

純損失１億28百万円等によるものであります。 

 

 

②キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物は、１億32百万円と前年同期に比べ76百

万円の減少（36.6％減）となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純損失１億10百万円、減価償却費１億65

百万円となり、売上債権の減少３億16百万円、仕入債務の減少２億63百万円等により、１億３百万円

の収入（前年同期は１億93百万円の支出）となりました。 

（投資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・フローは、有形固定資産の取得による支出１億76百万円等により、１

億80百万円の支出（前年同期は１億82百万円の支出）となりました。 

（財務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・フローは、自己株式の取得15千円の支出となりました。 

 

（参考）キャッシュ･フロー関連指標の推移 

 平成20年12月期 平成21年12月期 

自己資本比率（％） 45.5 50.0

時価ベースの自己資本比率（％） 19.9 40.0

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（％） － －

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） △57.6 19.2

(注) 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 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 

（注 1）いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

（注 2）株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しています。 

（注 3）キャッシュ･フローは、営業キャッシュ･フローを使用しております。 
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（注 4）有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利息を支払っている全ての負債を対象とし 

ております。 

 

(3) 利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

当社は、株主に対する利益還元を経営の重要課題の一つとして認識し、配当金につきましては、将

来の事業展開と経営体質の強化のために必要な内部留保を確保しつつ、安定した配当を継続して実施

することを基本方針としております。 

内部留保金につきましては、経営体質の一層の充実ならびに市場ニーズに応える製品開発体制の強

化を図るために、有効投資してまいりたいと考えております。 

このような方針の下、従来は１株当たり１円50銭の配当を継続して行なってきましたが、前期より

無配となっております。当期につきましても、平成20年後半からの世界同時不況の影響等で、平成20

年度に続き赤字計上となり、遺憾ながら配当を見送らさせていただきます。 

次期の配当につきましては、経営環境悪化の中で、現段階では無配を検討しておりますが、収支改

善状況を見ながら、配当の有無を検討していきたいと考えております。 

 

 

(4) 事業等のリスク 

当社グループの財政状態及び経営成績に重要な影響を及ぼす可能性のある主なリスクには、以下の

ようなものがあります。 

① 鋼製品関連事業、書庫ロッカー関連事業、ＯＡフロア関連事業について 

当社グループの主要な事業である、鋼製品関連事業、書庫ロッカー関連事業、ＯＡフロア関連

事業におきましては、いずれも鋼材を主要材料としておりますが、鋼材価格は今後の動向により

ましては、収益圧迫要因となる可能性があります。 

② 固定資産の減損について 

川島工場では平成20年度に需要増加を見込んで、ロッカー製造設備を増強しましたが、その後

の世界同時不況の影響等から受注が低迷し、平成20年度から21年度にかけては川島工場単独の業

績も低迷が続きました。平成21年後半からは主要受注先からの需要が復活し、当面の業績面での

明るい兆しが見え始めましたが、川島工場における主要受注先のウエイトが高く、主要受注先か

らの受注如何によっては業績悪化にもなりかねない可能性があり、業績悪化が続く場合には、固

定資産の減損処理の可能性があります。 
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２ 企業集団の状況 

当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、当社及び連結子会社１社（㈱ビアンエアージャパン）で

構成され、鋼製品関連、書庫ロッカー関連、歯科医療機器関連の製造販売を主な内容とし、自動車関連の

仕入販売、さらに保守サービス等の事業活動を行っております。 

当社グループの事業における位置づけ及び事業の種類別セグメントとの関連は、次の通りであります。

なお、事業の種類別セグメントと同一の区分であります。 

鋼製品関連 ·············耐火金庫の製造販売及び手提金庫の仕入販売 

当社が製造及び仕入販売しております。 

デンタル関連 ··········歯科医療機器の製造及び仕入販売 

当社が製造及び仕入販売しております。 

歯科部品の一部は、連結子会社㈱ビアンエアージャパンから仕入れております。 

書庫ロッカー関連 ····書庫ロッカーの製造販売 

当社が製造販売しております。 

ＯＡフロア関連 ·······ＯＡフロアの製造販売 

当社が製造販売しております。 

自動車関連 ·············自動車の仕入販売 

当社が仕入し、販売は㈱カーズ・ヒロサワに対し行っております。 

その他関連 ·············建物賃貸等 
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３. 経営方針 

(1) 会社の経営の基本方針 

(2) 目標とする経営指標 

(3) 中長期的な会社の経営戦略 

(4) 会社の対処すべき課題 

上記につきましては、平成18年12月期決算短信（平成19年２月27日開示）により開示を行った内容か

ら重要な変更がないため開示を省略しております。 

当該決算短信は、次のURLからご覧いただくことができます。 

（ジャスダック証券取引所ホームページ（「JDS」検索ページ）） 

  http://jds.jasdaq.co.jp/tekiji/ 

(5) その他、会社の経営上の重要な事項 

該当事項はありません。 
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４．連結財務諸表 

(1) 連結貸借対照表 

  (単位：千円)

 
前連結会計年度 

(平成20年12月31日) 

当連結会計年度 

(平成21年12月31日) 

（資産の部）  

 流動資産  

  現金及び預金 213,952  137,480

  受取手形及び売掛金 ※3 955,165 ※3 638,395

  たな卸資産 278,451  －

  商品及び製品 －  129,486

  仕掛品 －  35,385

  原材料 －  107,317

  その他 16,064  831

  貸倒引当金 △2,468  △766

  流動資産合計 1,461,164  1,048,129

 固定資産  

  有形固定資産  

   建物及び構築物 1,282,747  1,285,657

   減価償却累計額 △846,050  △879,599

   建物及び構築物帳簿価額 436,697  406,058

   機械装置及び運搬具 1,168,793  1,171,105

   減価償却累計額 △815,373  △925,252

   機械装置及び運搬具帳簿価額 353,420  245,853

   土地 901,928  901,928

   その他 132,749  151,148

   減価償却累計額 △117,847  △138,270

   その他帳簿価額 14,902  12,877

   有形固定資産合計 1,706,949  1,566,718

  無形固定資産  

   ソフトウェア 4,447  3,261

   電話加入権 7,084  7,084

   無形固定資産合計 11,531  10,345

  投資その他の資産  

   投資有価証券 43,947  48,642

   敷金・保証金 80,842  79,764

   その他 300  300

   投資その他の資産合計 125,089  128,707

  固定資産合計 1,843,570  1,705,771

 資産合計 3,304,735  2,753,901
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  (単位：千円)

 
前連結会計年度 

(平成20年12月31日) 

当連結会計年度 

(平成21年12月31日) 

（負債の部）  

 流動負債  

  支払手形及び買掛金 ※３ 990,378 ※３ 727,055

  未払金 123,462  132,759

  未払法人税等 10,515  20,310

  賞与引当金 38,053  25,143

  その他 271,296  115,809

  流動負債合計 1,433,706  1,021,077

 固定負債  

  繰延税金負債 76,962  74,925

  退職給付引当金 145,464  134,788

  役員退職慰労引当金 22,324  25,154

  その他 87,982  85,186

  固定負債合計 332,733  320,055

 負債合計 1,766,440  1,341,133

（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 351,410  223,093

  自己株式 △1,213  △1,229

  株主資本合計 1,504,996  1,376,664

 評価・換算差額等  

  その他有価証券評価差額金 △53  97

  評価・換算差額等合計 △53  97

 少数株主持分 33,351  36,005

 純資産合計 1,538,295  1,412,767

負債純資産合計 3,304,735  2,753,901
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(2) 連結損益計算書 

  (単位：千円)

 

前連結会計年度 

(自 平成20年１月１日 

 至 平成20年12月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成21年１月１日 

 至 平成21年12月31日) 

売上高 5,308,618  4,491,618

売上原価 ※３ 4,291,311 ※３ 3,434,071

売上総利益 1,017,307  1,057,546

販売費及び一般管理費 ※１、※３ ※１、※３ 

 販売費 104,024  111,584

 一般管理費 1,265,142  1,094,549

 販売費及び一般管理費合計 1,369,166  1,206,133

営業損失（△） △351,859  △148,587

営業外収益  

 受取利息 74  49

 受取配当金 1,000  1,113

 受取手数料 308  －

 作業屑売却収入 39,423  11,322

 助成金収入 －  21,505

 その他 6,180  8,673

 営業外収益合計 46,987  42,664

営業外費用  

 支払利息 2,337  2,793

 手形売却損 1,022  2,628

 たな卸資産廃棄損 135  68

 その他 1,918  870

 営業外費用合計 5,414  6,359

経常損失（△） △310,285  △112,282

特別利益  

 貸倒引当金戻入益 －  1,702

 特別利益合計 －  1,702

特別損失  

 固定資産除却損 ※２ 10,579 ※２ －

 過年度役員退職慰労引当金繰入額 29,003  －

 投資有価証券評価損 14,901  －

 特別損失合計 54,484  －

税金等調整前当期純損失（△） △364,770  △110,580

法人税、住民税及び事業税 15,840  17,184

法人税等調整額 50,899  △2,071

法人税等合計 66,740  15,113

少数株主利益又は少数株主損失（△） △1,582  2,622

当期純損失（△） △429,928  △128,316
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(3) 連結株主資本等変動計算書 

  (単位：千円)

 
前連結会計年度 

(自 平成20年１月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年12月31日) 

株主資本  

 資本金  

  前期末残高 1,090,800  1,090,800

  当期末残高 1,090,800  1,090,800

 資本剰余金  

  前期末残高 64,000  64,000

  当期末残高 64,000  64,000

 利益剰余金  

  前期末残高 807,972  351,410

  連結会計年度中の変動額  

   剰余金の配当 △26,632  －

   当期純損失（△） △429,928  △128,316

   連結会計年度中の変動額合計 △456,561  △128,316

  当期末残高 351,410  223,093

 自己株式  

  前期末残高 △1,196  △1,213

  連結会計年度中の変動額  

   自己株式の取得 △17  △15

   連結会計年度中の変動額合計 △17  △15

  当期末残高 △1,213  △1,229

 株主資本合計  

  前期末残高 1,961,575  1,504,996

  連結会計年度中の変動額  

   剰余金の配当 △26,632  －

   当期純損失（△） △429,928  △128,316

   自己株式の取得 △17  △15

   連結会計年度中の変動額合計 △456,579  △128,332

  当期末残高 1,504,996  1,376,664

評価・換算差額等  

 その他有価証券評価差額金  

  前期末残高 2,984  △53

  連結会計年度中の変動額  

   株主資本以外の項目の連結会計年度中の変動
額（純額） 

△3,038  150

   連結会計年度中の変動額合計 △3,038  150

  当期末残高 △53  97

 評価・換算差額等合計  

  前期末残高 2,984  △53

  連結会計年度中の変動額  

   株主資本以外の項目の連結会計年度中の変動
額（純額） 

△3,038  150

   連結会計年度中の変動額合計 △3,038  150

  当期末残高 △53  97

少数株主持分  

 前期末残高 34,906  33,351

 連結会計年度中の変動額  
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  (単位：千円)

 
前連結会計年度 

(自 平成20年１月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年12月31日) 

  株主資本以外の項目の連結会計年度中の変動額
（純額） 

△1,554  2,653

  連結会計年度中の変動額合計 △1,554  2,653

 当期末残高 33,351  36,005

純資産合計  

 前期末残高 1,999,466  1,538,295

 連結会計年度中の変動額  

  剰余金の配当 △26,632  －

  当期純損失（△） △429,928  △128,316

  自己株式の取得 △17  △15

  株主資本以外の項目の連結会計年度中の変動額
（純額） 

△4,592  2,804

  連結会計年度中の変動額合計 △461,171  △125,527

 当期末残高 1,538,295  1,412,767
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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 平成20年１月１日 

 至 平成20年12月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成21年１月１日 

 至 平成21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損失（△） △364,770  △110,580

 減価償却費 110,933  165,038

 賞与引当金の増減額（△は減少） 600  △12,910

 貸倒引当金の増減額 △1,293  △1,702

 退職給付引当金（△は減少） 63,828  △10,675

 役員退職慰労引当金の増減額 22,324  2,830

 受取利息及び受取配当金 △1,075  △1,163

 支払利息及び手形売却損 3,359  5,421

 租税公課 △1,983  1,091

 有形固定資産除却損 10,579  －

 投資有価証券評価損 14,901  94

 売上債権の増減額 336,112  316,770

 たな卸資産の増減額 70,877  6,261

 前払費用の増減額 54,563  －

 その他流動資産の増減額（△は増加） △13,934  15,197

 仕入債務の増減額 △388,825  △263,322

 その他流動負債の増減額（△は減少） △53,107  7,173

 その他固定負債の増減額 △3,446  △2,796

 小計 △140,354  116,728

 利息及び配当金の受取額 1,075  1,163

 利息及び手形売却損の支払額 △3,359  △5,421

 法人税等の支払額 △50,889  △8,481

 営業活動によるキャッシュ・フロー △193,529  103,988

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 △179,074  △176,985

 投資有価証券の取得による支出 △4,595  △4,536

 その他の投資増減額 1,569  1,077

 投資活動によるキャッシュ・フロー △182,101  △180,444

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 △17  △15

 配当金の支払額 △26,632  －

 財務活動によるキャッシュ・フロー △26,650  △15

現金及び現金同等物に係る換算差額 －  －

現金及び現金同等物の増減額 △402,280  △76,471

現金及び現金同等物の期首残高 611,233  208,952

現金及び現金同等物の期末残高 208,952  132,480
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（継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況） 

  該当事項はありません。 

 

(5) 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

 

前連結会計年度 
（自 平成20年１月１日 

  至 平成20年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年１月１日 

  至 平成21年12月31日） 

１ 連結の範囲に関する事項 

連結子会社数１社 

連結子会社の名称 ㈱ビアンエアージャパン 

１ 連結の範囲に関する事項 

同左 

 

２ 持分法の適用に関する事項 

該当事項はありません。 

２ 持分法の適用に関する事項 

該当事項はありません。 

３ 連結子会社の事業年度等に関する事項 

連結子会社の決算日は連結決算日と一致しておりま

す。 

３ 連結子会社の事業年度等に関する事項 

  同左 

４ 会計処理基準に関する事項 

(イ)重要な資産の評価基準及び評価方法 

たな卸資産 

主として総平均法による原価法 

 

 

 

――――――― 

 

 

有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差

額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価

は、総平均法により算定) 

時価のないもの 

総平均法による原価法 

４ 会計処理基準に関する事項 

(イ)重要な資産の評価基準及び評価方法 

たな卸資産 

主として総平均法による原価法（貸借対照表価額は

収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

（会計方針の変更） 

当連結会計年度より「棚卸資産の評価に関する会計

基準」（企業会計基準第９号平成 18年７月５日公表分）

を適用しております。 

これによる損益に与える影響は軽微です。 

有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

 

 

時価のないもの 

 同左 

(ロ)重要な減価償却資産の減価償却の方法 

① 有形固定資産 

建物（建物附属設備は除く） 

ａ 平成 10年３月 31日以前に取得したもの 

旧定率法によっております。 

ｂ 平成10年４月１日から平成19年３月31日まで

に取得したもの 

旧定額法によっております。 

ｃ 平成 19年４月１日以降に取得したもの 

定額法によっております。 

建物以外 

ａ 平成 19年３月 31日以前に取得したもの 

旧定率法によっております。 

ｂ 平成 19年４月１日以降に取得したもの 

定率法によっております。 

主な耐用年数 

  建物      20 年～38 年 

  機械及び装置  11 年～12 年 

(ロ)重要な減価償却資産の減価償却の方法 

① 有形固定資産 

建物（建物附属設備は除く） 

同左 

 

 

 

 

 

 

建物以外 

同左 

 

 

 

主な耐用年数 

  建物      同左 

  機械及び装置  10 年 
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前連結会計年度 
（自 平成20年１月１日 

  至 平成20年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年１月１日 

  至 平成21年12月31日） 
（追加情報） 

法人税法の改正に伴い、平成 19 年３月 31 日以前に取得

した資産については、改正前の法人税法に基づく減価償

却の方法の適用により取得価額の５％に到達した連結会

計年度の翌連結会計年度より、取得価額の５％相当額と

備忘価額との差額を５年間にわたり均等償却し、減価償

却費に含めて計上しております。なお、この変更による

影響は軽微であります。 

（追加情報） 

法人税法の改正（所得税法等の一部を改正する法律 平

成 20年４月 30日 法律第 23号）に伴い、法定耐用年数

及び資産区分が見直されました。これにより、当社の機

械装置については、従来耐用年数を 11～12 年としており

ましたが、当連結会計年度より10年に変更しております。

これによる損益に与える影響は軽微であります。 

② 無形固定資産 

定額法によっております。 

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内

における利用可能期間(５年)に基づく定額法を採

用しております。 

(ハ)重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権

については、貸倒実績率法により、貸倒懸念債権

および破産更生債権等については、財務内容評価

法によっております。 

② 賞与引当金 

従業員に対して支給する賞与の支出に充てるた

め、支給見込額に基づき計上しております。 

③ 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、連結会計年度末

における退職給付債務及び年金資産の額に基づ

き、計上しております。 

なお、退職給付引当金の対象従業員が 300 名未満

であるため、簡便法によっており、退職給付債務

の金額は連結会計年度末自己都合要支給額として

おります。 

④ 役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基

づき連結会計年度末要支給額を計上しておりま

す。 

（会計処理の変更） 

当社グループの役員退職慰労金は、従来、支出時

の費用として処理しておりましたが、当連結会計

年度より「租税特別措置法上の準備金及び特別法

上の引当金又は準備金並びに役員退職慰労引当金

等に関する監査上の取扱い」（日本公認会計協会

平成 19 年４月 13 日 監査・保証実務委員会報告

第 42号）を適用し、連結会計年度末要支給額を役

員退職慰労引当金として計上する方法に変更して

おります。 

この結果、従来と同一の方法を採用した場合と比

べ、営業損失及び経常損失は 2,321 千円、税金等

調整前当期純損失は 22,324 千円増加しておりま

す。 

(ニ)その他連結財務諸表作成のための重要な事項 

消費税等の会計処理 

消費税等の会計処理は、税抜方式によっておりま

す。 

② 無形固定資産 

 同左 

 

 

 

(ハ)重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

 同左 

 

 

 

② 賞与引当金 

 同左 

 

③ 退職給付引当金 

  同左 

 

 

 

 

 

 

④ 役員退職慰労引当金 

  同左 

 

 

 

 

 

 

――――― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ニ)その他連結財務諸表作成のための重要な事項 

消費税等の会計処理 

  同左 
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前連結会計年度 
（自 平成20年１月１日 

  至 平成20年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年１月１日 

  至 平成21年12月31日） 

５ 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 

連結子会社の資産及び負債の評価については、全面時

価評価法を採用しております。 

５ 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 

同左 

６ 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

連結キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び

現金同等物)は、手許現金及び随時引き出し可能な預金

からなっております。 

６ 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

同左 

 

(6)連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

前連結会計年度 

（自 平成20年１月１日 
至 平成20年12月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31日） 

（減価償却方法の変更） 

 平成 19 年度の法人税法の改正（（所得税法等の一部を改

正する法律 平成 19 年３月 30 日 法律第６号）及び（法

人税法施行令の一部を改正する政令 平成 19 年３月 30 日

政令第 83号））に伴い、平成 19年４月１日以降に取得した

ものについては、改正後の法人税法に基づく方法に変更し

ております。これに伴う損益への影響は軽微であります。

 

―――――― 

 

(表示方法の変更) 

前連結会計年度 

（自 平成20年１月１日  
 至 平成20年12月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成21年１月１日  
 至 平成21年12月31日） 

 

―――――――――― 

 

（連結貸借対照表） 

「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一
部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日内閣府令第50号）
が適用となることに伴い、前連結会計年度において、「たな卸
資産」として掲載されたものは、当連結会計年度から「商品及
び製品」「仕掛品」「原材料」に区分掲記しております。 

なお、前連結会計年度の「たな卸資産」に含まれている「商
品及び製品」「仕掛品」「原材料」はそれぞれ 

116,197千円、40,682千円、121,572千円であります。 

―――――――――― 

（連結損益計算書） 

１． 前連結会計年度まで営業外収益の「その他」に含めて表
示しておりました「助成金収入」は、営業外収入の総額の
100分の10を超えたため区分掲記しております。 

なお、前連結会計年度における「助成金収入」は、 

240千円であります。 

 

２． 前連結会計年度まで区分掲記しておりました「受取手数
料」は、営業外収益の総額に占める割合が重要でなくなっ
たため営業外収益の「その他」に含めて表示しております
。なお、当連結会計年度における「受取手数料」は、 

82千円であります。   
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(7) 連結財務諸表に関する注記事項 

(連結貸借対照表関係) 

前連結会計年度 
（平成 20年 12 月 31 日) 

当連結会計年度 
（平成 21年 12 月 31 日) 

 １ 受取手形割引高は、166,501 千円であります。  １ 受取手形割引高は、319,043 千円であります。 

 ２       ―――――― 
 

 ２ 遡及義務を伴うファクタリングによる売上債権の

売却残高             44,991 千円 

※３ 当期末日満期手形の会計処理は、当期末日が金融機

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。当期末日満期手形は次の

とおりであります。 

受取手形 23,079 千円

支払手形 21,464 千円 

※３ 当期末日満期手形の会計処理は、当期末日が金融機

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。当期末日満期手形は次の

とおりであります。 

受取手形 19,259 千円

支払手形 11,103 千円 
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（連結損益計算書関係） 

 
前連結会計年度 

（自 平成20年１月１日 
  至 平成20年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年１月１日 

  至 平成21年12月31日） 

※１ 販売費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであ

ります。 

荷造運賃 63,289千円

貸倒引当金繰入額 2,021 

 

   一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおり

であります。 

給料手当 570,232千円

法定福利費 82,695 

賞与引当金繰入額 15,467 

旅費交通費 104,833 

賃借料 127,543 

支払手数料 61,991 

減価償却費 10,665 

退職給付費用 40,652 

役員退職慰労引当金
繰入額 

2,321 

 

※１ 販売費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであ

ります。 

荷造運賃 72,220千円
 

 

   一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおり

であります。 

給料手当 505,357千円

法定福利費 70,854 

賞与引当金繰入額 13,501 

旅費交通費 84,825 

賃借料 118,747 

支払手数料 68,720 

減価償却費 10,356 

退職給付費用 9,992 

役員退職慰労引当金
繰入額 

2,830 

 

※２ 固定資産除却損の内訳は、次のとおりであります。 

機械装置 3,904 千円

工具・器具及び備品 2,170  

構築物他 4,504  

  計 10,579   

※２ 固定資産除却損の内訳は、次のとおりであります。 

―――――  

  

  

   

※３ 一般管理費及び当期総製造費用に含まれる研究開発費

一般管理費 23,296千円

当期総製造費用 131,089 

  計 154,385  

※３ 一般管理費及び当期総製造費用に含まれる研究開発費

一般管理費 19,872千円

当期総製造費用 102,907 

  計 122,780  
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（連結株主資本等変動計算書関係） 

前連結会計年度（自 平成 20 年１月１日 至 平成 20 年 12 月 31 日） 

１ 発行済株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末 

普通株式(株) 17,760,000 － － 17,760,000

 

２ 自己株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末 

普通株式(株) 4,720 200 － 4,920

（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

単元未満株式の買取りによる増加  200 株 

 

３ 配当に関する事項 

(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 

平成20年３月28日 
定時株主総会 

普通株式 26,632 1.50 平成19年12月31日 平成20年３月31日

 

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

該当事項はありません。 
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当連結会計年度（自 平成 21 年１月１日 至 平成 21 年 12 月 31 日） 

１ 発行済株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 17,760,000 － － 17,760,000

 

２ 自己株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 4,920 450 － 5,370

（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

単元未満株式の買取りによる増加  450 株 

 

３ 配当に関する事項 

 該当ありません。 

 

 

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）   

前連結会計年度 
（自 平成20年１月１日 

  至 平成20年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年１月１日 

  至 平成21年12月31日） 

現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係 

 

現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係 

 

現金及び預金勘定 213,952 千円

預入期間が3か月を超える定期預金 △   5,000 千円

現金及び現金同等物 208,952 千円
 

現金及び預金勘定 137,480 千円

預入期間が 3か月を超える定期預金 △ 5,000 千円

現金及び現金同等物 132,480 千円

  

 

 

（リース取引関係） 

該当事項はありません。 
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（有価証券関係） 

前連結会計年度(平成 20 年 12 月 31 日) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

 

種類 
取得原価 

（千円） 

連結貸借対照表計上額 

（千円） 

差額 

（千円） 

連結貸借対照表計上額が取得

原価を超えるもの 

   

 ① 株式 10,725 14,456 3,730

 ② 債券 － － －

 ③ その他 － － －

小計 10,725 14,456 3,730

連結貸借対照表計上額が取得

原価を超えないもの 

 

 ① 株式 29,275 25,491 △3,784

 ② 債券 － － －

 ③ その他 － － －

小計 29,275 25,491 △3,784

合計 40,000 39,947 △53

(注)表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。なお、当連結会計年度においては、下落率が50％以上の株式について

減損処理を行い、投資有価証券評価損14,901千円を計上しております。 

 

 

 

２ 時価評価されていない有価証券の内容 
 

種類 
連結貸借対照表計上額 

(千円) 

その他有価証券  

 非上場株式 4,000

計 4,000
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当連結会計年度（平成21年12月31日） 

１ その他有価証券で時価のあるもの 
 

種類 
取得原価 

（千円） 

連結貸借対照表計上額 

（千円） 

差額 

（千円） 

連結貸借対照表計上額が取

得原価を超えるもの 

   

 ① 株式 28,192 33,642 5,450

 ② 債券 － － －

 ③ その他 － － －

小計 28,192 33,642 5,450

連結貸借対照表計上額が取

得原価を超えないもの 

 ① 株式 16,286 11,000 △5,286

 ② 債券 － － －

 ③ その他 － － －

小計 16,286 11,000 △5,286

合計 44,479 44,642 163

（注）表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。なお、当連結会計年度においては、下落率が50％以上の株式につい

て減損処理を行い、投資有価証券評価損94千円を計上しております。 

 

２ 時価評価されていない有価証券 
 

 
連結貸借対照表計上額 

(千円) 

その他有価証券  

 非上場株式 4,000

計 4,000
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(デリバティブ取引関係) 

当会社及び連結子会社は、デリバティブ取引を全く利用しておりませんので該当事項はありません。 

 

(退職給付関係) 
 

前連結会計年度 
（自 平成20年１月１日 

  至 平成20年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年１月１日 

  至 平成21年12月31日） 

１ 採用している退職給付制度の概要 

退職金制度の 100％相当額について適格退職年金制

度を採用し、退職給付債務の計算は簡便法で行ってお

ります。 

１ 採用している退職給付制度の概要 

同左 

２ 退職給付債務に関する事項 

退職給付債務 348,394 千円

（内訳）  

年金資産 202,930 千円

退職給付引当金 145,464 千円 

２ 退職給付債務に関する事項 

退職給付債務 385,182 千円

（内訳） 

年金資産 250,393 千円

退職給付引当金 134,788 千円 

 
 

(ストック・オプション等関係) 

該当事項はありません。 

 

(企業結合等関係) 

該当事項はありません。 
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(税効果会計関係) 
 

前連結会計年度 
(平成 20年 12 月 31 日) 

当連結会計年度 
(平成 21年 12 月 31 日) 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 １ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
 

（繰延税金資産） 

① 流動資産 

 賞与引当金 17,267千円

 未払事業税 855千円

 繰越欠損金 112,899千円

計 130,022千円

② 固定資産 

 退職給付引当金 58,686千円

 役員退職慰労引当金 9,018千円

計 67,705千円

小計 197,728千円

評価性引当額 △197,728千円

繰延税金資産合計 ―千円

（繰延税金負債） 

① 固定負債 

 固定資産圧縮積立金 △76,900千円

 その他 △62千円

繰延税金負債合計 △76,962千円

繰延税金負債の純額 △76,962千円

 

（繰延税金資産） 

① 流動資産 

 賞与引当金 11,393千円

 未払事業税 1,404千円

 繰越欠損金 164,755千円

計 177,553千円

② 固定資産 

 退職給付引当金 54,382千円

 役員退職慰労引当金 10,162千円

計 64,544千円

小計 242,098千円

評価性引当額 △242,098千円

繰延税金資産合計 ―千円

（繰延税金負債） 

① 固定負債 

 固定資産圧縮積立金 △74,647千円

 その他 △278千円

繰延税金負債合計 △74,925千円

繰延税金負債の純額 △74,925千円

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳 

  当連結会計年度は、税金等調整前当期純損失であるた

め記載を省略しております。 

２ 同左 
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(セグメント情報) 

１ 事業の種類別セグメント情報 

前連結会計年度（自 平成20年１月１日 至 平成20年12月31日） 
 

 

鋼製品

関連事業

(千円)

デンタル 

関連事業 

(千円) 

書庫ロッカ

ー関連事業

(千円)

ＯＡフロア

関連事業

(千円)

自動車関連

事業 

(千円)

その他の事

業 

(千円)

計 

(千円)

消去又は 

全社 

(千円) 

連結 

(千円) 

Ⅰ 売上高及び

営業損益 

 売上高 

 (1)外部顧客に対

する売上高 
1,685,821 1,401,303 1,051,396 597,231 441,308 131,557 5,308,618 － 5,308,618 

 (2)セグメント間

の内部売上高

又は振替高 

－ － 42,164 － － － 42,164 （42,164） － 

計 1,685,821 1,401,303 1,093,560 597,231 441,308 131,557 5,350,782 （42,164）5,308,618 

 営業費用 1,673,339 1,410,114 1,240,201 546,877 439,039 31,272 5,340,842 319,635 5,660,477 

 営業利益又は

営業損失(△) 
12,482 △8,810 △146,640 50,354 2,269 100,285 9,940 （361,799）△351,859 

Ⅱ 資産、減価償

却費及び資

本的支出 

   

 資産 638,989 353,851 1,335,716 84,337 17,116 228,159 2,658,168 646,567 3,304,735 

 減価償却費 27,280 7,908 63,883 3,253 － 8,609 110,933 － 110,933 

 資本的支出 1,608 510 259,549 － － 15,920 277,587 － 277,587 

(注) １ 事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

（事業区分の変更） 

前連結事業年度まで個別区分として記載しておりました「エクステリア関連事業」は、平成 19

年 11 月をもって同事業の主力製品である物置の製造を中止したことにより、全体に対する影響度

が軽微となったため、当連結会計年度より「その他の事業」に含めて記載しております。 

２ 各事業の主な製品 

(1)鋼製品関連事業…………家庭用耐火金庫、業務用耐火金庫、防盗金庫、データメディア耐火金

庫、耐火ファイリングキャビネット、ホテル向貴重品保管庫、手提金

庫 他 

(2)デンタル関連事業………歯科ユニット、携帯歯科ユニット、簡易移動歯科ユニット、歯科用切

削機、歯科用レントゲン 他 

(3)書庫ロッカー関連事業…コインロッカー、更衣ロッカー、書類保管庫、シューズロッカー、メ

ールボックス 他 

(4)ＯＡフロア関連事業……ＯＡフロア 他 

(5)自動車関連事業…………自動車（Volvo 全般） 

(6)その他の事業……………建物等の賃貸 他 

３ 「消去又は全社」に含めた金額及び主な内容は以下のとおりであります。 

 当連結会計年度(千円) 主な内容 

消去又は全社の項目に含めた配賦
不能営業費用の金額 

319,635
提出会社の総務部門・財務部門等、一般
管理部門にかかる費用 

消去又は全社の項目に含めた全社
資産の金額 

646,567
提出会社における余資運用資金(現預金
及び有価証券)、長期投資資金(投資有価
証券)及び管理部門に係る資産等 
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当連結会計年度（自 平成21年１月１日 至 平成21年12月31日） 
 

 

鋼製品 

関連事業

(千円) 

デンタル 

関連事業 

(千円) 

書庫ロッカ

ー関連事業

(千円)

ＯＡフロア

関連事業

(千円)

自動車

関連事業

(千円)

その他の事

業 

(千円)

計 

(千円)

消去又は 

全社 

(千円) 

連結 

(千円)

Ⅰ 売上高及び営

業損益 
 

 売上高  

 (1)外部顧客に対

する売上高 
1,412,209 1,524,394 1,014,337 299,514 145,526 95,635 4,491,618 － 4,491,618

 (2)セグメント間

の内部売上高

又は振替高 

－ － 114,863 － － － 114,863 （114,863） －

計 1,412,209 1,524,394 1,129,200 299,514 145,526 95,635 4,606,481 （114,863） 4,491,618

 営業費用 1,224,317 1,410,663 1,234,183 268,842 144,706 40,337 4,323,051 317,154 4,640,205

 営業利益又は営

業損失(△) 
187,892 113,731 △104,983 30,672 819 55,297 283,430 （432,017） △148,587

Ⅱ 資産、減価償却

費及び資本的

支出 

  

 資産 591,366 342,146 1,249,009 55,801 6,315 369,133 2,613,771 140,129 2,753,901

 減価償却費 27,451 12,917 112,137 2,350 － 10,180 165,038 － 165,038

 資本的支出 3,300 12,175 7,746 － － 400 23,621 － 23,621

(注) １ 事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各事業の主な商製品 

(1)鋼製品関連事業…………家庭用耐火金庫、業務用耐火金庫、防盗金庫、データメディア耐火金

庫、耐火ファイリングキャビネット、ホテル向貴重品保管庫、手提金

庫 他 

(2)デンタル関連事業………歯科ユニット、携帯歯科ユニット、歯科用切削機、歯科用レントゲン 

他 

(3)書庫ロッカー関連事業…コインロッカー、更衣ロッカー、書類保管庫、シューズロッカー、メ

ールボックス 他 

(4)ＯＡフロア関連事業……ＯＡフロア 他 

(5)自動車関連事業…………自動車（Volvo 全般） 

(6)その他の事業……………建物等の賃貸 他 

３ 「消去又は全社」に含めた金額及び主な内容は以下のとおりであります。 

 当連結会計年度(千円) 主な内容 

消去又は全社の項目に含めた配賦
不能営業費用の金額 

317,154
提出会社の総務部門・財務部門等、一般
管理部門にかかる費用 

消去又は全社の項目に含めた全社
資産の金額 

140,129
提出会社における余資運用資金(現預金
及び有価証券)、長期投資資金(投資有価
証券)及び管理部門に係る資産等 
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２ 所在地別セグメント情報 

前連結会計年度（自 平成 20 年１月１日 至 平成 20 年 12 月 31 日） 

 全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める日本の割合が、いず
れも90％を超えているため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。 

 

当連結会計年度（自 平成 21 年１月１日 至 平成 21 年 12 月 31 日） 

 全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める日本の割合が、いず
れも90％を超えているため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。 

 

３ 海外売上高 

前連結会計年度（自 平成 20 年１月１日 至 平成 20 年 12 月 31 日） 

 海外売上高が、連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 
 

当連結会計年度（自 平成 21 年１月１日 至 平成 21 年 12 月 31 日） 

 海外売上高が、連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 
 

 



キング工業㈱（7986）平成 21 年 12 月期 決算短信 

- 28 - 

(関連当事者との取引) 

前連結会計年度（自 平成 20 年１月１日 至 平成 20 年 12 月 31 日） 

役員及び法人主要株主等 

役員及びその近親者が議決権の過半数を有する会社 

 

取引条件ないし取引条件の決定方針等 

 市場価格を勘案し、一般的取引条件と同様に決定しております。 
 
(注)１ 上記の取引金額には消費税等は含まれていないが、期末残高には消費税等が含まれております。 
 

  ２ 議決権の所有割合については、すべての会社において、当社社長廣澤清ないしその近親者が所有しているもので

あります。 

（追加情報） 

  当連結会計年度より、「関連当事者の開示に関する会計基準」（企業会計基準第11号 平成18年10月17日）及び「関連

当事者の開示に関する会計基準の適用方針」（企業会計基準適用指針第13号 平成18年10月17日）を早期適用しており

ます。この結果、従来の開示対象範囲に対して、重要な追加はありません。 

関係内容 属性 会社等の名称 議決権の 

所有割合 役員の兼任等 事業上の関係 

取引の内容 取引金額 

(千円) 

科目 期末残高

(千円) 

㈱広沢製作所 直接 79％ 兼任３名 家賃等の支払等 家賃等の支払 38,988 ― ―

㈱育良精機製作所 
直接 46％ 

間接  8％ 
兼任３名 家賃等の受取 家賃等の受取 24,162 ― ―

商品の販売 441,308 売掛金 17,115
㈱カーズ･ヒロサワ 

直接 48％ 

間接 52％ 
兼任２名 

商品の販売、 

自動車賃借等 自動車賃借等 46,050 ― ―

支払手形 

及び買掛金 
164

広沢商事㈱ 
直接 27％ 

間接 63％ 
兼任１名 商品の仕入等 商品仕入等 51,810 

未払金 3,424

育良精機㈱ 
直接 46％ 

間接  8％ 
兼任５名 商品の仕入等 商品の仕入等 18,689 

支払手形 

及び買掛金 
6,112

㈱広沢コーポレーシ

ョン 

直接 80％ 

間接 20％ 
兼任２名 自動車賃借等 自動車賃借等 14,510 ― ―

役員及び

その近親

者が議決

権の過半

数を自己

の計算で

所有して

いる会社 

廣澤興産㈲ 直接 100％ 兼任１名 家賃等の支払 家賃等の支払 9,000 差入保証金 26,000
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当連結会計年度（自 平成21年１月１日 至 平成21年12月31日） 

役員及び法人主要株主等 

役員及びその近親者が議決権の過半数を有する会社 

 

取引条件ないし取引条件の決定方針等 
 
市場価格を勘案し、一般的取引条件と同様に決定しております。 

 
(注)１ 上記の取引金額には消費税等は含まれていないが、期末残高には消費税等が含まれております。 
 

  ２ 議決権の所有割合については、すべての会社において、当社社長廣澤清ないしその近親者が所有しているもので

あります。 

 

関係内容 属性 会社等の名称 議決権の 

所有割合 役員の兼任等 事業上の関係 

取引の内容 取引金額 

(千円) 

科目 期末残高 

(千円) 

㈱広沢製作所 直接 79％ 兼任３名 家賃等の支払等 家賃等の支払 21,836 ― ―

商品の販売 145,526 売掛金 6,315

自動車賃借 42,815 ― ―㈱カーズ･ヒロサワ 
直接 48％ 

間接 52％ 
兼任２名 

商品の販売、 

自動車賃借 

家賃等の受取 家賃等の受取 11,400 ― ―

広沢商事㈱ 
直接 27％ 

間接 63％ 
兼任１名 経費の支払等 経費の支払 38,461 未払金 3,282

育良精機㈱ 
直接 46％ 

間接  8％ 
兼任４名 商品の仕入等 商品の仕入等 14,762 

支払手形 

及び買掛金 
6,442

広沢観光㈱ 
直接 33％ 

間接 67％ 
兼任５名 自動車賃借等 自動車賃借等 11,645 ― ―

役員及び

その近親

者が議決

権の過半

数を自己

の計算で

所有して

いる会社 

廣澤興産㈲ 直接 100％ 兼任１名 家賃等の支払 家賃等の支払 10,849 差入保証金 26,000
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(１株当たり情報) 
 

前連結会計年度 
（自 平成20年１月１日 
至 平成20年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31日） 

１株当たり純資産額 84.76 円
１株当たり当期純損失（△） △24.21 円

   

１株当たり純資産額 77.54 円
１株当たり当期純損失（△） △   7.23 円

   
 潜在株式調整後１株当たり当期純利益は、潜在株式がな
いため記載しておりません。 

 潜在株式調整後１株当たり当期純利益は、潜在株式がな
いため記載しておりません。 

 (注) 算定上の基礎 

    １ １株当たり純資産額 

項目 
前連結会計年度末 

（平成 20年 12 月 31 日） 
当連結会計年度末 

（平成 21年 12 月 31 日） 
連結貸借対照表の純資産の部の合計額（千円） 1,538,295 1,412,767
普通株式に係る純資産額（千円） 1,504,943 1,376,762

 差額の主な内訳   

 少数株主持分（千円） 33,351 36,005
普通株式の発行済株式数（千株） 17,760 17,760
普通株式の自己株式数（千株） 4 5
１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式の数
（千株） 

17,755 17,754

 

    ２ １株当たり当期純利益又は当期純損失 

項目 

前連結会計年度 
（自 平成20年１月１日 
至 平成20年12月31日）

当連結会計年度 
（自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31日） 

当期純損失（△）（千円） △429,928 △128,316
普通株主に帰属しない金額（千円） － －
普通株式に係る当期純損失（千円） △429,928 △128,316
普通株式の期中平均株式数（千株） 17,755 17,754

   

 

(重要な後発事象) 

前連結会計年度 
（自 平成20年１月１日 
至 平成20年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31日） 

――――― ――――― 
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５．個別財務諸表 

(1) 貸借対照表 

  (単位：千円)

 
前事業年度 

(平成20年12月31日) 

当事業年度 

(平成21年12月31日) 

（資産の部）  

 流動資産  

  現金及び預金 169,994  124,406

  受取手形 342,944  104,155

  売掛金 612,221  534,243

  商品 24,181  30,693

  製品 89,923  92,576

  仕掛品 40,680  35,385

  原材料 117,609  107,125

  未収入金 15,508  584

  その他 555  408

  貸倒引当金 △2,468  △766

  流動資産合計 1,411,149  1,028,812

 固定資産  

  有形固定資産  

   建物 1,172,254  1,175,164

   減価償却累計額 △757,790  △787,809

   建物帳簿価額 414,463  387,355

   構築物 110,493  110,493

   減価償却累計額 △88,259  △91,790

   構築物帳簿価額 22,233  18,703

   機械及び装置 1,054,899  1,057,211

   減価償却累計額 △722,495  △827,681

   機械及び装置帳簿価額 332,403  229,529

   車両運搬具 15,837  15,837

   減価償却累計額 △13,810  △14,522

   車両及び運搬具帳簿価額 2,026  1,314

   工具・器具及び備品 130,925  149,324

   減価償却累計額 △116,273  △136,626

   工具、器具及び備品帳簿価額 14,652  12,697

   土地 901,928  901,928

   有形固定資産合計 1,687,708  1,551,528

  無形固定資産  

   ソフトウェア 4,447  3,261

   電話加入権 7,001  7,001

   無形固定資産合計 11,449  10,263

  投資その他の資産  

   投資有価証券 43,947  48,642

   関係会社株式 15,000  15,000

   出資金 300  300

   敷金・保証金 76,301  75,223

   投資その他の資産合計 135,548  139,166

  固定資産合計 1,834,706  1,700,958

 資産合計 3,245,855  2,729,770
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  (単位：千円)

 
前事業年度 

(平成20年12月31日) 

当事業年度 

(平成21年12月31日) 

（負債の部）  

 流動負債  

  支払手形 700,685  565,730

  買掛金 291,574  207,532

  未払金 121,712  128,037

  未払法人税等 10,335  18,934

  未払費用 48,539  46,691

  預り金 33,954  30,223

  前受収益 7,010  12,866

  設備支払手形 159,539  5,995

  賞与引当金 37,336  24,208

  その他 19,273  16,966

  流動負債合計 1,429,961  1,057,186

 固定負債  

  繰延税金負債 76,900  74,713

  退職給付引当金 142,095  131,773

  役員退職慰労引当金 22,324  25,154

  長期預り保証金 58,331  58,331

  長期預り金 29,651  26,855

  固定負債合計 329,302  316,827

 負債合計 1,759,263  1,374,013

（純資産の部）  

 株主資本  

  資本金 1,090,800  1,090,800

  資本剰余金  

   資本準備金 64,000  64,000

   資本剰余金合計 64,000  64,000

  利益剰余金  

   利益準備金 101,526  101,526

   その他利益剰余金  

    固定資産圧縮積立金 113,446  110,123

    別途積立金 517,000  517,000

    繰越利益剰余金 △398,915  △526,562

   利益剰余金合計 333,058  202,088

  自己株式 △1,213  △1,229

  株主資本合計 1,486,644  1,355,658

 評価・換算差額等  

  その他有価証券評価差額金 △53  97

  評価・換算差額等合計 △53  97

 純資産合計 1,486,591  1,355,756

負債純資産合計 3,245,855  2,729,770
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(2) 損益計算書 

  (単位：千円)

 

前事業年度 

(自 平成20年１月１日 

 至 平成20年12月31日) 

当事業年度 

(自 平成21年１月１日 

 至 平成21年12月31日) 

売上高 5,308,512  4,491,697

売上原価  

 期首商品たな卸高 24,573  24,181

 期首製品たな卸高 158,423  89,923

 当期製品製造原価 3,068,076  2,654,382

 当期商品仕入高 1,162,984  811,855

 合計 4,414,057  3,580,342

 期末商品たな卸高 24,181  30,693

 期末製品たな卸高 89,923  92,576

 売上原価合計 4,299,953  3,457,072

売上総利益 1,008,559  1,034,624

販売費及び一般管理費  

 販売費 104,025  106,641

 一般管理費 1,255,985  1,084,495

 販売費及び一般管理費合計 1,360,011  1,191,136

営業損失（△） △351,451  △156,511

営業外収益  

 受取利息 56  32

 受取配当金 1,000  1,113

 受取手数料 1,508  －

 作業屑売却収入 39,259  11,236

 助成金収入 －  21,505

 雑収入 6,166  9,867

 営業外収益合計 47,991  43,754

営業外費用  

 支払利息 2,337  2,793

 手形売却損 1,022  2,628

 たな卸資産廃棄損 135  68

 雑損失 1,918  870

 営業外費用合計 5,414  6,359

経常損失（△） △308,874  △119,116

特別利益  

 貸倒引当金戻入益 －  1,702

 特別利益合計 －  1,702

特別損失  

 過年度役員退職慰労引当金繰入額 29,003  －

 固定資産除却損 10,579  －

 投資有価証券評価損 14,901  －

 特別損失合計 54,484  －

税引前当期純損失（△） △363,359  △117,414

法人税、住民税及び事業税 15,660  15,808

法人税等調整額 49,354  △2,252

法人税等合計 65,015  13,555

当期純損失（△） △428,374  △130,970
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(3) 株主資本等変動計算書 

  (単位：千円)

 
前事業年度 

(自 平成20年１月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当事業年度 

(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年12月31日) 

株主資本  

 資本金  

  前期末残高 1,090,800  1,090,800

  当期末残高 1,090,800  1,090,800

 資本剰余金  

  資本準備金  

   前期末残高 64,000  64,000

   当期末残高 64,000  64,000

  資本剰余金合計  

   前期末残高 64,000  64,000

   当期末残高 64,000  64,000

 利益剰余金  

  利益準備金  

   前期末残高 98,863  101,526

   事業年度中の変動額  

    利益準備金の積立 2,663  －

    事業年度中の変動額合計 2,663  －

   当期末残高 101,526  101,526

  その他利益剰余金  

   固定資産圧縮積立金  

    前期末残高 110,098  113,446

    事業年度中の変動額  

     固定資産圧縮積立金の積立 3,347  －

     固定資産圧縮積立金の取崩 －  △3,323

     事業年度中の変動額合計 3,347  △3,323

    当期末残高 113,446  110,123

   固定資産圧縮特別勘定積立金  

    前期末残高 8,618  －

    事業年度中の変動額  

     固定資産圧縮特別勘定積立金の取崩 △8,618  －

     事業年度中の変動額合計 △8,618  －

    当期末残高 －  －

   別途積立金  

    前期末残高 517,000  517,000

    当期末残高 517,000  517,000

   繰越利益剰余金  

    前期末残高 53,485  △398,915

    事業年度中の変動額  

     剰余金の配当 △26,632  －

     利益準備金の積立 △2,663  －

     当期純損失（△） △428,374  △130,970

     固定資産圧縮積立金の積立 △3,347  －

     固定資産圧縮積立金の取崩 －  3,323

     固定資産圧縮特別勘定積立金の取崩 8,618  －

     事業年度中の変動額合計 △452,400  △127,647

    当期末残高 △398,915  △526,562
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  (単位：千円)

 
前事業年度 

(自 平成20年１月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当事業年度 

(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年12月31日) 

  利益剰余金合計  

   前期末残高 788,065  333,058

   事業年度中の変動額  

    剰余金の配当 △26,632  －

    当期純損失（△） △428,374  △130,970

    事業年度中の変動額合計 △455,007  △130,970

   当期末残高 333,058  202,088

 自己株式  

  前期末残高 △1,196  △1,213

  事業年度中の変動額  

   自己株式の取得 △17  △15

   事業年度中の変動額合計 △17  △15

  当期末残高 △1,213  △1,229

 株主資本合計  

  前期末残高 1,941,669  1,486,644

  事業年度中の変動額  

   剰余金の配当 △26,632  －

   当期純損失（△） △428,374  △130,970

   自己株式の取得 △17  △15

   事業年度中の変動額合計 △455,024  △130,986

  当期末残高 1,486,644  1,355,658

評価・換算差額等  

 その他有価証券評価差額金  

  前期末残高 2,984  △53

  事業年度中の変動額  

   株主資本以外の項目の事業年度中の変動額
（純額） 

△3,038  150

   事業年度中の変動額合計 △3,038  150

  当期末残高 △53  97

 評価・換算差額等合計  

  前期末残高 2,984  △53

  事業年度中の変動額  

   株主資本以外の項目の事業年度中の変動額
（純額） 

△3,038  150

   事業年度中の変動額合計 △3,038  150

  当期末残高 △53  97

純資産合計  

 前期末残高 1,944,654  1,486,591

 事業年度中の変動額  

  剰余金の配当 △26,632  －

  当期純損失（△） △428,374  △130,970

  自己株式の取得 △17  △15

  株主資本以外の項目の事業年度中の変動額（純
額） 

△3,038  150

  事業年度中の変動額合計 △458,063  △130,835

 当期末残高 1,486,591  1,355,756
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（継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況） 

  該当事項はありません。 

 

６ その他 

 （１）役員の異動 

①代表取締役の異動 

該当事項はありません。 

②その他の役員の異動 

・新任取締役候補 

（平成22年３月30日付） 

取締役 宮城則之（現 廣澤興産㈲取締役社長） 

（非常勤、社外取締役） 

・退任予定取締役 

（平成22年３月30日付） 

取締役 地斎幸雄（現 管理部門担当） 

 

 （２）その他 

該当事項はありません。 
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