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1.  平成22年12月期第1四半期の連結業績（平成22年1月1日～平成22年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年12月期第1四半期 1,398 11.9 110 ― 127 ― 121 ―

21年12月期第1四半期 1,250 ― △98 ― △94 ― △98 ―

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

22年12月期第1四半期 6.82 ―

21年12月期第1四半期 △5.56 ―

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

22年12月期第1四半期 3,116 1,539 48.2 84.56
21年12月期 2,753 1,412 50.0 77.54

（参考） 自己資本   22年12月期第1四半期  1,501百万円 21年12月期  1,376百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

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

21年12月期 ― ― ― 0.00 0.00
22年12月期 ―

22年12月期 
（予想）

― ― 0.00 0.00

3.  平成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）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 

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

1



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) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  
（注）詳細は、3ページ【定性的情報・財務諸表等】 4.その他をご覧ください。 

(3) 四半期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（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重
要な事項等の変更に記載されるもの） 

（注）詳細は、3ページ【定性的情報・財務諸表等】 4.その他をご覧ください。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

業績予想につきましては、当社が現時点で合理的であると判断する一定の条件に基づき作成しており、実際の業績は予想と異なる場合があります。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年12月期第1四半期 17,760,000株 21年12月期  17,760,000株

② 期末自己株式数 22年12月期第1四半期  5,370株 21年12月期  5,370株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年12月期第1四半期 17,754,630株 21年12月期第1四半期 17,754,967株
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【定性的情報・財務諸表等】 

１．連結経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、一部景気に持ち直しの動きが見られたものの、設備

投資や雇用環境は依然として厳しく、デフレの影響も懸念されるなど、先行き不透明な状況が続くことが

予測されます。 

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、全体の売上高は前年同期比11.9％増の13億98百万円、経常利益は１

億27百万円、四半期純利益は１億21百万円となりましたが、これはあくまで一時的な売上及び経費の削減

等諸施策が実施できました結果であって必ずしも継続されるものではありません。 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

当第１四半期連結会計期間末の総資産は31億16百万円となり、前連結会計年度末に比べ３億63百万円増

加しました。 

流動資産は、前連結会計年度末に比べ、現金及び預金の増加26百万円、受取手形及び売掛金の増加３億

54百万円等により、３億84百万円増加しました。 

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24百万円等により、21百万円減少しました。 

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２億49百万円、賞与引当金の増加43

百万円等により、２億39百万円増加しました。 

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３百万等により、３百万円減少しました。 

純資産は、前連結会計年度末に比べ、四半期純利益１億21百万円等により、１億26百万円増加しました。 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

今後の見通しにつきましては、上述の通り、徐々に景気は明るさを増しつつありますが、まだまだ厳し

い市場環境は続いております。また依然高い失業率の下、雇用情勢の厳しさが個人消費へ与える影響を考

えると景気の先行き不透明感が続くと予想されます。そのような状況の中で需要面の見通しは不透明感が

まだまだ強く、業績の策定が困難でありますので、第２四半期及び通期業績予想を別記「３．平成22年12

月期の連結業績予想」の通り、売上・利益とも、平成22年２月の平成21年度短信発表時の業績予想の修正

はありません。第２四半期及び通期業績予想の開示が可能となった時点で修正の必要が生じた場合には、

速やかに開示する予定です。 

 

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） 

該当ありません。 

 

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

税金費用の計上基準は、法定実効税率をベースとした年間予測税率により計算しております。 

引当金の計上基準は、一部簡便な方法を採用しております。 

固定資産の減価償却費は年間見込額のうち第１四半期分を計上しております。 

(3) 四半期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 

該当ありません。 
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５ 【四半期連結財務諸表】 
(1) 【四半期連結貸借対照表】 

(単位：千円)

当第１四半期 
連結会計期間末 

(平成22年３月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 163,903 137,480

受取手形及び売掛金 992,884 638,395

商品及び製品 142,170 129,486

原材料 103,439 107,317

仕掛品 29,293 35,385

その他 2,466 831

貸倒引当金 △1,214 △766

流動資産合計 1,432,943 1,048,129

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 398,305 406,058

機械装置及び運搬具（純額） 230,933 245,853

土地 901,928 901,928

その他（純額） 11,204 12,877

有形固定資産合計 1,542,372 1,566,718

無形固定資産   

ソフトウエア 2,965 3,261

電話加入権 7,084 7,084

無形固定資産合計 10,049 10,345

投資その他の資産   

投資有価証券 55,541 48,642

敷金及び保証金 75,704 79,764

その他 300 300

投資その他の資産合計 131,546 128,707

固定資産合計 1,683,967 1,705,771

資産合計 3,116,911 2,753,901

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 976,633 727,055

未払金 113,577 132,759

未払法人税等 8,324 20,310

賞与引当金 69,003 25,143

その他 93,092 115,809

流動負債合計 1,260,630 1,021,077

固定負債   

退職給付引当金 130,969 134,788

役員退職慰労引当金 25,600 25,154

繰延税金負債 75,573 74,925
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(単位：千円)

当第１四半期 
連結会計期間末 

(平成22年３月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年12月31日) 

その他 84,487 85,186

固定負債合計 316,631 320,055

負債合計 1,577,261 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 344,133 223,093

自己株式 △1,229 △1,229

株主資本合計 1,497,704 1,376,664

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 3,547 97

評価・換算差額等合計 3,547 97

少数株主持分 38,398 36,005

純資産合計 1,539,650 1,412,767

負債純資産合計 3,116,911 2,753,901
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(2)【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21年１月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 1,250,275 1,398,933

売上原価 1,029,650 981,149

売上総利益 220,624 417,783

販売費及び一般管理費   

販売費 22,488 27,357

一般管理費 296,722 280,061

販売費及び一般管理費合計 319,210 307,419

営業利益 △98,586 110,363

営業外収益   

受取利息 29 3

受取配当金 148 148

作業くず売却益 3,006 4,355

助成金収入 － 13,056

その他 1,912 1,491

営業外収益合計 5,096 19,055

営業外費用   

支払利息 851 1,015

手形売却損 564 529

その他 2 174

営業外費用合計 1,418 1,719

経常利益 △94,908 127,699

特別利益   

貸倒引当金戻入額 1,535 －

特別利益合計 1,535 －

税金等調整前四半期純利益 △93,372 127,699

法人税、住民税及び事業税 5,171 5,958

法人税等調整額 △531 △1,584

法人税等合計 4,639 4,373

少数株主利益 686 2,286

四半期純利益 △98,698 121,040
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(3) 継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。
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(4) セグメント情報 

【事業の種類別セグメント情報】 

前第１四半期連結累計期間（自 平成21年１月１日 至 平成21年３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) 

売上高     

(1)外部顧客に

対する売上

高 

395,719 335,310 367,323 70,089 53,226 28,605 1,250,275 － 1,250,275

(2)セグメント

間の内部売

上高又は振

替高 

－ － 25,813 － － － 25,813 (25,813) －

計 395,719 335,310 393,136 70,089 53,226 28,605 1,276,088 (25,813) 1,250,275

営業利益又は営

業損失(△) 
49,019 1,634 △37,772 △533 291 15,370 28,010 (126,596) △98,586

 

(注) １ 事業の区分は、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 

 

 

キング工業㈱（7986）平成22年12月期　第1四半期決算短信

8



 

 

当第１四半期連結累計期間（自 平成22年１月１日 至 平成22年３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) 

売上高及び営業

損益 
    

 売上高     

(1)外部顧客に

対する売上

高 

366,087 440,087 405,060 96,595 67,307 23,794 1,398,933 － 1,398,933

(2)セグメント間

の内部売上高

又は振替高 

－ － 39,826 － － － 39,826 (39,826) －

計 366,087 440,087 444,886 96,595 67,307 23,794 1,438,759 (39,826) 1,398,933

 営業利益又は

営業損失(△) 
57,649 79,319 81,236 15,472 382 13,428 247,489 (137,125) 110,363

(注) １ 事業の区分は、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 
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【所在地別セグメント情報】 

当第１四半期連結累計期間（自 平成22年１月１日 至 平成22年３月31日）において本邦以外の国

又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。 

 

【海外売上高】 

当第１四半期連結累計期間（自 平成22年１月１日 至 平成22年３月31日）において海外売上高が

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。 

 

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

該当事項はありません。 

 

６．その他の情報 

該当事項はありません。 
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