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1.  平成23年12月期第1四半期の連結業績（平成23年1月1日～平成23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 ％

23年12月期第1四半期 1,350 △3.5 32 △70.6 41 △67.6 38 △68.0

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

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

23年12月期第1四半期 2.18 ―

22年12月期第1四半期 6.82 ―

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

23年12月期第1四半期 3,299 1,647 48.8 90.68
22年12月期 3,087 1,610 51.0 88.65

（参考） 自己資本   23年12月期第1四半期  1,609百万円 22年12月期  1,573百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無  
 

年間配当金

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

22年12月期 ― ― ― 0.00 0.00

23年12月期 ―

23年12月期 
（予想）

― ― 0.00 0.00

3.  平成23年12月期の連結業績予想（平成23年1月1日～平成23年12月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 
(累計)

2,500 △2.4 50 △42.9 75 △37.4 75 △32.6 4.22

通期 5,000 1.8 100 3.6 150 △15.3 150 △23.2 8.45



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（注）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の有無となります。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「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
示方法等の変更の有無となります。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基
づく四半期連結財務諸表のレビュー手続は終了しておりません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
1.平成23年２月18日に公表いたしました平成23年12月期連結業績予想より変更はありません。 
2.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。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.2「その他の情報」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 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年12月期1Q 17,760,000株 22年12月期  17,760,000株

② 期末自己株式数 23年12月期1Q  6,749株 22年12月期  6,749株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年12月期1Q 17,753,251株 22年12月期1Q 17,754,630株
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１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報 

（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、新興国による需要の増加や景気対策効果等により、

穏やかな回復基調をたどりましたが、雇用情勢の回復までに至らず、景気は先行き不安のまま推移いたし

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3.5％減の13億50百万円、経常利益は41百

万円、四半期純利益は38百万円となりました。 

 

（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32億99百万円となり、前連結会計年度末に比べ２億11百万円増

加しました。 

流動資産は、前連結会計年度末に比べ、受取手形及び売掛金の増加２億29百万円等により、２億33百万

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17百万円等により、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１億74百万円、賞与引当金の増加58

百万円等により、１億80百万円増加しました。 

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２百万円等により、４百万円減少しまし

た。 

純資産は、前連結会計年度末に比べ、四半期純利益38百万円等により、36百万円増加しました。 

 

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

連結業績予想につきましては、前回（平成23年２月18日発表「平成22年12月期 決算短信」に記載して

おります。）の業績予想からの変更はありません。なお、業績見通し等に変更が生じる場合には速やかに

お知らせいたします。 

 

 

２．その他の情報 

（１）重要な子会社の異動の概要 

該当事項ありません。 

 

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

固定資産の減価償却費の算定方法 

 定率法を採用している資産につきましては、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定

する方法によっております。 

 

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

資産除去債務に関する会計基準の適用 

当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年

３月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年

３月31日）を適用しております。 

 

四半期連結損益計算書関係 

「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づく財務諸表等規

則等の一部を改正する内閣府令（平成21年３月24日 内閣府令第５号）の適用により当第１四半期連結累

計期間では「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目を表示しております。 
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３．四半期連結財務諸表 

(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23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22年12月31日) 

資産の部  

 流動資産  

  現金及び預金 264,792  263,851

  受取手形及び売掛金 1,130,734  900,828

  商品及び製品 130,762  134,289

  原材料 120,790  126,027

  仕掛品 31,093  20,843

  繰延税金資産 32,196  30,201

  その他 1,699  2,126

  貸倒引当金 △1,260  △954

  流動資産合計 1,710,808  1,477,213

 固定資産  

  有形固定資産  

   建物及び構築物（純額） 367,922  375,045

   機械装置及び運搬具（純額） 174,665  186,353

   土地 901,928  901,928

   その他（純額） 5,366  4,472

   有形固定資産合計 1,449,883  1,467,799

  無形固定資産  

   ソフトウエア 1,779  2,075

   電話加入権 7,084  7,084

   無形固定資産合計 8,863  9,159

  投資その他の資産  

   投資有価証券 52,937  56,493

   敷金及び保証金 75,767  75,655

   繰延税金資産 1,318  1,323

   その他 300  300

   投資その他の資産合計 130,324  133,772

  固定資産合計 1,589,070  1,610,731

 資産合計 3,299,878  3,087,944

負債の部  

 流動負債  

  支払手形及び買掛金 1,016,645  842,309

  未払金 132,920  146,537

  未払法人税等 6,021  20,575

  賞与引当金 90,077  31,910

  その他 90,306  114,545

  流動負債合計 1,335,970  1,155,879

 固定負債  

  退職給付引当金 137,332  139,955

  役員退職慰労引当金 27,526  26,930

  繰延税金負債 70,778  72,267

  その他 81,241  81,940

  固定負債合計 316,878  321,094

 負債合計 1,652,849  1,476,973
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  (単位：千円)

 
当第１四半期 
連結会計期間末 

(平成23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22年12月31日) 

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 457,151  418,379

  自己株式 △1,319  △1,319

  株主資本合計 1,610,632  1,571,860

 評価・換算差額等  

  その他有価証券評価差額金 △761  2,018

  評価・換算差額等合計 △761  2,018

 少数株主持分 37,159  37,092

 純資産合計 1,647,029  1,610,971

負債純資産合計 3,299,878  3,087,944
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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22年１月１日 

 至 平成22年３月31日) 

当第１四半期連結累計期間

(自 平成23年１月１日 

 至 平成23年３月31日) 

売上高 1,398,933  1,350,287

売上原価 981,149  1,017,595

売上総利益 417,783  332,692

販売費及び一般管理費  

 販売費 27,357  29,179

 一般管理費 280,061  271,015

 販売費及び一般管理費合計 307,419  300,194

営業利益 110,363  32,497

営業外収益  

 受取利息 3  1

 受取配当金 148  148

 作業くず売却益 4,355  5,217

 助成金収入 13,056  2,679

 その他 1,491  2,451

 営業外収益合計 19,055  10,498

営業外費用  

 支払利息 1,015  1,452

 手形売却損 529  84

 その他 174  72

 営業外費用合計 1,719  1,609

経常利益 127,699  41,386

税金等調整前四半期純利益 127,699  41,386

法人税、住民税及び事業税 5,958  4,141

法人税等調整額 △1,584  △1,497

法人税等合計 4,373  2,643

少数株主損益調整前四半期純利益 －  38,742

少数株主利益又は少数株主損失（△） 2,286  △29

四半期純利益 121,040  38,771
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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     

(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 

 

 

【所在地別セグメント情報】 

前第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】 

前第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。 
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【セグメント情報】 

１.報告セグメントの概要 

 当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会

が、経営資源の分配の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているもので

あります。 

 当社は、サービス別に「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」の５つの報告セグメントとしております。「鋼製品関連事業」

は、主に企業から一般家庭まで幅広い分野に対応した耐火金庫の製造・販売を行っております。「デ

ンタル関連事業」は、歯科医療に関する設備・機器類を扱っており、主に歯科ユニットの製造・販売

を行っております。「書庫ロッカー関連事業」は、コインロッカーなどの金属製多目的収納庫の製

造・販売を行っております。「ＯＡフロア関連事業」は オフィス内の配線を無くし、快適な空間を

提供するＯＡフロア設備の製造・販売を行っております。「自動車関連事業」は、ＶＯＬＶＯの販売

を行っております。 

 

２.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 

当第１四半期連結累計期間（自  平成23年１月１日  至  平成23年３月31日） 

（単位：千円） 

報告セグメント  

 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 その他

合計 調整額 

四半期連結

損益計算書

計上額 

売上高      

1.外部顧

客への

売上高 

376,805 328,828 438,552 72,270 113,512 1,329,967 20,319 1,350,287  1,350,287

2.セグメ

ント間

の内部

売上高

又は振

替高 

－ － 20,733 － － 20,733 － 20,733 △20,733 －

計 376,805 328,828 459,285 72,270 113,512 1,350,701 20,319 1,371,020 △20,733 1,350,287

セグメン

ト利益又

はセグメ

ント損失

(△） 

30,009 △9,860 67,169 308 641 88,268 12,322 100,591 △68,094 32,497

(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△68,094千円は、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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（追加情報） 

当第１四半期連結会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第

17号 平成21年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業

会計基準適用指針第20号 平成20年３月31日）を適用しております。  

 

 

(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) その他の注記情報 

該当事項はありません。 
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