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（百万円未満切捨て） 

１．平成24年12月期第１四半期の連結業績（平成24年１月１日～平成24年３月31日） 
(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 ％

24年12月期第１四半期 1,522 12.8 141 334.7 146 252.9 97 151.8
23年12月期第１四半期 1,350 △3.5 32 △70.6 41 △67.6 38 △68.0

（注） 包括利益 24年12月期第１四半期 103百万円（187.4％） 23年12月期第１四半期 35百万円（－％） 

 
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

24年12月期第１四半期 5 50 －
23年12月期第１四半期 2 18 －

 
(2) 連結財政状態 

 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

24年12月期第１四半期 3,570 1,856 50.9 102 42
23年12月期 3,213 1,753 53.4 96 64

（参考） 自己資本  24年12月期第１四半期 1,818百万円 23年12月期 1,715百万円 

 
２．配当の状況 

 １株当たり配当金 

(基準日) 
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 

23年12月期 － － － 0 00 0 00 
24年12月期 －  
24年12月期(予想)  － － 0 00 0 00 
（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無： 無 
 
３．平成24年12月期の連結業績予想（平成24年１月１日～平成24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 

2,700 1.1 75 △24.0 100 △14.7 100 △8.6 5 63

通     期 5,000 △2.4 100 6.9 130 3.9 130 △10.3 7 32
（注）直近に公表されている連結業績予想数値の修正の有無 ： 無 
 



 

４．その他 
(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動：無  

（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） 
 新規   －社（社名）  除外    －社（社名）  
 

  
(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用：無  

 
  
(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ：無 
② ①以外の会計方針の変更 ：無 
③ 会計上の見積りの変更 ：無 
④ 修正再表示 ：無 
 
 

   
(4) 発行済株式数（普通株式）  

① 期末発行済株式数(自己株式を含む) 24年12月期１Ｑ 17,760,000株 23年12月期 17,760,000株
② 期末自己株式数 24年12月期１Ｑ 8,349株 23年12月期 8,349株

③ 期中平均株式数(四半期累計) 24年12月期１Ｑ 17,751,651株 23年12月期１Ｑ 17,753,251株

 
※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 

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
理的であると判断す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条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等につ
いては、添付資料P.2「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

 



○目  次 

 

１．当四半期決算に関する定性的情報････････････････････････････････２ 

(1)  連結経営成績に関する定性的情報････････････････････････････２ 

(2)  連結財政状態に関する定性的情報････････････････････････････２ 

(3)  連結業績予想に関する定性的情報････････････････････････････２ 

２．サマリー情報（その他）に関する事項････････････････････････････２ 

(1)  当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動････････････２ 

(2)  四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用････････････２ 

(3)  会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示･･････････２ 

(4)  追加情報･･････････････････････････････････････････････････２ 

 

３．四半期連結財務諸表････････････････････････････････････････････３ 

(1)  四半期連結貸借対照表･･････････････････････････････････････３ 

(2)  四半期連結損益及び包括利益計算書･･････････････････････････５ 

(3)  継続企業の前提に関する注記････････････････････････････････７ 

(4)  セグメント情報等･･････････････････････････････････････････７ 

(5)  株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記･･････････････９ 

(6)  重要な後発事象････････････････････････････････････････････９ 

 

キング工業㈱（7986）平成24年12月期　第１四半期決算短信

1



１．当四半期決算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１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災からの復興需要などにより一部に緩や

かな回復の兆しが見られたものの、長期化するデフレや円高に加え、ユーロ圏の債務問題を背景とした海

外経済の減速など、依然として先行き不透明な状況で推移いたしました。 

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12.8％増の15億22百万円、経常利益は１

億46百万円、四半期純利益は97百万円となりました。 

 

（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35億70百万円となり、前連結会計年度末に比べ３億56百万円増

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２億62百万円、現金及び預金の増加

78百万円等により、３億65百万円増加しました。 

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16百万円等により、８百万円減少しました。 

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１億92百万円、賞与引当金の増加62

百万円等により、２億80百万円増加しました。 

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27百万円等により、26百万円減少しまし

た。 

純資産は、前連結会計年度末に比べ、四半期純利益97百万円等により、１億３百万円増加しました。 

 

（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24年２月17日発表「平成23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．サマリー情報（その他）に関する事項 

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

該当事項ありません。 

 

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

該当事項ありません。 

 

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

該当事項ありません。 

 

（４）追加情報 

会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用 

当第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の

変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上の変更

及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日）を適

用しております。 
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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)

 
前連結会計年度 

(平成23年12月31日) 

当第１四半期連結会計期間

(平成24年３月31日) 

資産の部  

 流動資産  

  現金及び預金 346,597  425,248

  受取手形及び売掛金 1,007,703  1,270,426

  商品及び製品 145,489  146,804

  原材料 115,156  128,639

  仕掛品 24,704  24,666

  繰延税金資産 39,974  47,858

  その他 799  1,773

  貸倒引当金 △1,108  △889

  流動資産合計 1,679,317  2,044,527

 固定資産  

  有形固定資産  

   建物及び構築物（純額） 346,555  339,940

   機械装置及び運搬具（純額） 143,099  133,042

   土地 901,928  901,928

   その他（純額） 2,774  2,803

   有形固定資産合計 1,394,358  1,377,715

  無形固定資産  

   ソフトウエア 889  593

   電話加入権 7,084  7,084

   無形固定資産合計 7,973  7,677

  投資その他の資産  

   投資有価証券 55,674  64,737

   敷金及び保証金 75,147  74,758

   繰延税金資産 677  607

   その他 300  300

   投資その他の資産合計 131,799  140,402

  固定資産合計 1,534,132  1,525,795

 資産合計 3,213,449  3,570,322

負債の部  

 流動負債  

  支払手形及び買掛金 848,831  1,041,085

  未払金 153,966  157,903

  未払法人税等 19,101  59,477

  賞与引当金 31,119  93,357

  その他 110,400  91,714

  流動負債合計 1,163,418  1,443,538

 固定負債  

  退職給付引当金 152,558  124,647

  役員退職慰労引当金 18,494  19,078

  繰延税金負債 46,412  47,738

  その他 79,114  78,415

  固定負債合計 296,580  269,880

 負債合計 1,459,998  1,713,419

キング工業㈱（7986）平成24年12月期　第１四半期決算短信

3



  (単位：千円)

 
前連結会計年度 

(平成23年12月31日) 

当第１四半期連結会計期間

(平成24年３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 563,373  660,996

  自己株式 △1,426  △1,426

  株主資本合計 1,716,747  1,814,370

 その他の包括利益累計額  

  その他有価証券評価差額金 △1,292  3,737

  その他の包括利益累計額合計 △1,292  3,737

 少数株主持分 37,996  38,795

 純資産合計 1,753,451  1,856,903

負債純資産合計 3,213,449  3,570,322
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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 平成23年１月１日 

 至 平成23年３月31日) 

当第１四半期連結累計期間

(自 平成24年１月１日 

 至 平成24年３月31日) 

売上高 1,350,287  1,522,987

売上原価 1,017,595  1,103,533

売上総利益 332,692  419,453

販売費及び一般管理費  

 販売費 29,179  32,646

 一般管理費 271,015  245,537

 販売費及び一般管理費合計 300,194  278,183

営業利益 32,497  141,270

営業外収益  

 受取利息 1  1

 受取配当金 148  148

 作業くず売却益 5,217  3,765

 助成金収入 2,679  941

 その他 2,451  1,546

 営業外収益合計 10,498  6,402

営業外費用  

 支払利息 1,452  1,486

 手形売却損 84  －

 その他 72  150

 営業外費用合計 1,609  1,637

経常利益 41,386  146,035

税金等調整前四半期純利益 41,386  146,035

法人税、住民税及び事業税 4,141  57,023

法人税等調整額 △1,497  △9,321

法人税等合計 2,643  47,702

少数株主損益調整前四半期純利益 38,742  98,332

少数株主利益又は少数株主損失（△） △29  709

四半期純利益 38,771  97,623
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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 平成23年１月１日 

 至 平成23年３月31日) 

当第１四半期連結累計期間

(自 平成24年１月１日 

 至 平成24年３月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 38,742  98,332

その他の包括利益  

 その他有価証券評価差額金 △2,780  5,029

 その他の包括利益合計 △2,780  5,029

四半期包括利益 35,961  103,362

（内訳）  

 親会社株主に係る四半期包括利益 35,990  102,652

 少数株主に係る四半期包括利益 △29  709
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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。 

 

(4) セグメント情報 

Ⅰ 前第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） 

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 

 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

(注)１
合計 

調整額 

(注)２ 

四半期連結

損益計算計

上額 

(注)３ 

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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Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自  平成24年１月１日  至  平成24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 

 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

(注)１
合計 

調整額 

(注)２ 

四半期連結

損益計算計

上額 

(注)３ 

売上高      

1 .外部顧

客 へ の

売上高 

426,790 389,760 480,459 42,939 161,089 1,501,039 21,947 1,522,987 － 1,522,987

2 .セグメ

ン ト 間

の 内 部

売 上 高

又 は 振

替高 

－ － 12,442 － － 12,442 － 12,442 △12,442 －

計 426,790 389,760 492,902 42,939 161,089 1,513,482 21,947 1,535,429 △12,442 1,522,987

セ グメン

ト利益 
70,848 54,617 44,616 9,160 905 180,147 9,778 189,926 △48,656 141,270

(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△48,656千円は、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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(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) 重要な後発事象 

該当事項はありません。 
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