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（百万円未満切捨て） 

１．平成20年12月期第３四半期の連結業績（平成20年１月１日～平成20年９月30日） 

(1) 連結経営成績                         （％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(当期)純利益

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％
20年12月期第３四半期 4,186 △7.6 △178 － △139 － △116 －
19年12月期第３四半期 4,536 － － － － － － －

19年12月期 6,165 － 67 － 95 － 48 －
 

 
１株当たり四半期

（当期）純利益 

潜在株式調整後 
１株当たり四半期 
（当期）純利益 

 円 銭 円 銭
20年12月期第３四半期 △6 54 －
19年12月期第３四半期 － －

19年12月期 2 73 －
 
(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
20年12月期第３四半期 3,615 1,848 50.2 102 16
19年12月期第３四半期 － － － －

19年12月期 4,035 1,999 48.7 110 65
（注）19年12月期第３四半期は売上高のみの開示なので、売上高以外の項目は記載を省略しております。 
 
２．配当の状況 

 １株当たり配当金

（基準日） 第３四半期末 
 円 銭
19年12月期第３四半期 － －
20年12月期第３四半期 － －
 

３．平成20年12月期の連結業績予想（平成20年１月１日～平成20年12月31日） 【参考】 

（％表示は、通期は対前期増減率） 

 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
通   期 5,400 △12.4 △200 ― △160 ― △150 ― △8 45

 

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) 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 ： 有 

(3) 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 ： 有 

 

 （注）詳細は、2ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。 
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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３四半期までの当社グループの売上高は、鋼製品事業部門（耐火金庫）の販売不振、原油価格

高騰の影響を受けて自動車事業部門の低迷等により、前年同期比7.6％減の41億86百万円となりました。

利益面では、鋼材や原油価格の高騰、他社との競合激化等により、営業損失１億78百万円、経常損失

１億39百万円、当四半期純損失は１億16百万円となりました。 

 

２．財政状態に関する定性的情報 

  当第３四半期末における総資産は、前事業年度末に比べ４億19百万円減少しました。主な要因は、

現金預金が２億77百万円、売掛金が１億64百万円減少したことによるものです。 

  負債は２億69百万円減少しました。主な要因は、支払手形62百万円、買掛金が１億74百万円減少し

たことによるものです。 

  純資産は１億50百万円減少しました。主な要因は、利益剰余金が１億42百万円減少したことによる

ものです。 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

  業績予想につきましては、平成20年11月25日付の「平成20年12月期通期業績予想の修正及び配当予

想の修正に関するお知らせ」に記載の通り、当第３四半期までの業績実績及び最近の世界的な金融危

機の影響等により、今後の見通しが不透明なことから、平成20年８月28日に公表しました業績予想の

下方修正を行いました。 

 

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) 

     該当事項はありません。 

 （２）会計処理の方法における簡便な方法の採用 

     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３四半期までの按分額を計上しております。 

 （３）最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更 

 役員退職慰労引当金は、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、内規に基づく期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、税金等調整前四半期純損失は21百万円

増加しております。 
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５．（要約）四半期連結財務諸表 

(1) （要約）四半期連結貸借対照表 

 

 
当四半期末 

(平成20年12月期 第３四半期末) 

（参考）前期末 

（平成19年12月期末) 

区分 金額(千円) 
構成比

(％)
金額(千円) 

構成比

(％)

（資産の部）  

Ⅰ 流動資産  

 １ 現金及び預金 338,556 616,233 

 ２ 受取手形及び売掛金 1,139,848 1,291,277 

 ３ たな卸資産 281,507 349,328 

 ４ 繰延税金資産 66,779 21,496 

 ５ その他 131,981 56,656 

   貸倒引当金 △2,802 △3,762 

 流動資産合計 1,955,871 54.1 2,331,230 57.8

Ⅱ 固定資産  

 １ 有形固定資産  

  (1)建物及び構築物 1,262,440 1,348,556  

     減価償却累計額 △839,602 422,838 △899,288 449,268 

  (2)機械装置及び運搬具 964,257 973,587  

    減価償却累計額 △786,108 178,148 △791,525 182,062 

   (3)土地 901,928 901,928 

   (4)その他 128,112 145,140  

    減価償却累計額 △113,661 14,450 △128,711 16,428 

  有形固定資産合計 1,517,366 42.0 1,549,689 38.4

 ２ 無形固定資産  

  (1)ソフトウェア 4,744 5,633 

  (2)電話加入権 7,084 7,084 

  無形固定資産合計 11,828 0.3 12,717 0.3

 ３ 投資その他の資産  

  (1)投資有価証券 49,519 59,350 

  (2)敷金・保証金 80,842 82,003 

  (3)その他 300 708 

  投資その他の資産合計 130,661 3.6 142,062 3.5

 固定資産合計 1,659,856 45.9 1,704,468 42.2

資産合計 3,615,727 100.0 4,035,699 100.0
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当四半期末 

(平成20年12月期 第３四半期末) 

（参考）前期末 

（平成19年12月期末) 

区分 金額(千円) 
構成比

(％)
金額(千円) 

構成比

(％)

（負債の部）  

Ⅰ 流動負債  

 １ 支払手形及び買掛金 1,142,092 1,379,203 

 ２ 未払金 135,969 166,180 

 ３ 未払法人税等 5,928 47,548 

 ４ 賞与引当金 111,770 37,452 

 ５ その他 119,489 183,173 

  流動負債合計 1,515,250 41.9 1,813,557 44.9

Ⅱ 固定負債  

 １ 繰延税金負債 15,377 49,610 

 ２ 退職給付引当金 125,489 81,636 

 ３ 役員退職慰労引当金 21,554 ― 

 ４ その他 89,131 91,428 

  固定負債合計 251,553 7.0 222,674 5.5

 負債合計 1,766,803 48.9 2,036,232 50.5

  

（純資産の部）  

Ⅰ 株主資本  

 １ 資本金 1,090,800 30.2 1,090,800 27.0

 ２ 資本剰余金 64,000 1.8 64,000 1.6

 ３ 利益剰余金 665,226 18.4 807,972 20.0

 ４ 自己株式 △1,213 △0.0 △1,196 △0.0

  株主資本合計 1,818,812 50.3 1,961,575 48.6

Ⅱ 評価・換算差額等  

   その他有価証券評価
 差額金 

△4,946 △0.1 2,984 0.1

  評価・換算差額等合計 △4,946 △0.1 2,984 0.1

Ⅲ 少数株主持分 35,057 1.0 34,906 0.9

 純資産合計 1,848,924 51.1 1,999,466 49.5

負債純資産合計 3,615,727 100.0 4,035,699 100.0
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(2) （要約）四半期連結損益計算書 

 

 
当四半期 

(平成20年12月期 第３四半期) 
（参考)前期 

（平成19年12月期） 

区分 金額(千円) 
百分比
(％)

金額(千円) 
百分比
(％)

Ⅰ 売上高 4,186,471 100.0 6,165,031 100.0

Ⅱ 売上原価 3,312,907 79.1 4,714,314 76.5

売上総利益 873,564 20.9 1,450,716 23.5

Ⅲ 販売費及び一般管理費  

 １ 販売費 76,508 111,486  

 ２ 一般管理費 975,363 1,051,872 25.1 1,271,866 1,383,353 22.4

営業利益又は 
営業損失(△) 

△178,307 △4.3 67,363 1.1

Ⅳ 営業外収益  

 １ 受取利息 73 32  

 ２ 受取配当金 723 1,125  

 ３ 受取手数料 292 449  

 ４ 作業屑売却収入 36,914 19,927  

 ５ その他 4,886 42,890 1.0 10,134 31,668 0.5

Ⅴ 営業外費用  

 １ 支払利息 2,164 852  

 ２ 手形売却損 667 2,126  

 ３ たな卸資産破棄損 130 265  

 ４ その他 1,446 4,409 0.1 532 3,776 0.1

経常利益又は 
経常損失(△) 

△139,826 △3.3 95,254 1.5

Ⅵ 特別利益  

 １ 貸倒引当金戻入益 959 744  

 ２ 関係会社株式売却益 － 959 0.0 457 1,201 0.0

Ⅶ 特別損失  

 １ 役員退職慰労引当金
繰入 

29,003 －  

 ２ 固定資産除却損 10,407 39,410 0.9 895 895 0.0

税金等調整前当期純利
益又は税金等調整前四
半期純損失(△) 

△178,277 △4.3 95,561 1.6

法人税、住民税及び事
業税 

11,822 43,555  

法人税等調整額 △74,110 △62,288 △1.5 3,614 47,169 0.8

少数株主利益又は 
少数株主損失(△) 

124 0.0 △160 △0.0

四半期純損失(△) 
又は当期純利益 

△116,113 △2.8 48,552 0.8
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(3) 四半期連結株主資本等変動計算書 

当四半期(平成20年12月期 第３四半期) 

（単位：千円） 

株主資本 
 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成19年12月31日残高 1,090,800 64,000 807,972 △1,196 1,961,575

連結会計期間中の変動額  

 剰余金の配当 △26,632  △26,632

 当期純利益 △116,113  △116,113

 自己株式の取得 △17 △17

株主資本以外の項目の 
連結会計年度中の変動額 
（純額） 

 －

連結会計年度中の変動額合計 － － △142,745 △17 △142,763

平成20年９月30日残高 1,090,800 64,000 665,226 △1,213 1,818,812

 

評価・換算差額等 

 その他 

有価証券 

評価差額金 

評価・換算 

差額等合計 

少数株主持分 純資産合計 

平成19年12月31日残高 2,984 2,984 34,906 1,999,466 

連結会計年度中の変動額  

 剰余金の配当 － － △26,632 

 当期純利益 － － △116,113 

 自己株式の取得 － － △17 

株主資本以外の項目の 
連結会計年度中の変動額 
（純額） 

△7,931 △7,931 151 △7,779 

連結会計年度中の変動額合計 △7,931 △7,931 151 △150,542 

平成20年９月30日残高 △4,946 △4,946 35,057 1,848,924 
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（参考）前連結会計年度(自 平成19年１月１日 至 平成19年12月31日) 

（単位：千円） 

株主資本 
 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年12月31日残高 1,090,800 64,000 786,054 △1,029 1,939,825

連結会計年度中の変動額  

 剰余金の配当 △26,635  △26,635

 当期純利益 48,552  48,552

 自己株式の取得 △166 △166

株主資本以外の項目の連結会
計年度中の変動額（純額） 

 －

連結会計年度中の変動額合計 － － 21,917 △166 21,750

平成19年12月31日残高 1,090,800 64,000 807,972 △1,196 1,961,575

 

評価・換算差額等 

 その他 

有価証券 

評価差額金 

評価・換算 

差額等合計 

少数株主 

持分 
純資産合計 

平成18年12月31日残高 17,881 17,881 35,041 1,992,748 

連結会計年度中の変動額  

 剰余金の配当 － － △26,635 

 当期純利益 － － 48,552 

 自己株式の取得 － － △166 

株主資本以外の項目の連結会
計年度中の変動額（純額） 

△14,896 △14,896 △135 △15,032 

連結会計年度中の変動額合計 △14,896 △14,896 △135 6,718 

平成19年12月31日残高 2,984 2,984 34,906 1,999,466 
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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】 

  売上高 

（単位：千円、％） 

 
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

その他 

の事業 
計 

消去又は 

全社 
連結 

平成20年 

12月期 

第３四半期 

1,345,403 1,019,964 867,888 508,728 410,562 72,874 4,225,419 (38,948) 4,186,471

平成19年 

12月期 

第３四半期 

1,607,380 958,526 869,985 210,087 594,717 290,093 4,530,791 －  4,530,791

金額 △261,977 61,438 △2,097 298,641 △184,155 △217,219 △305,372 (38,948) △344,320
増減 

率 △16.3 6.4 0.2 142.2 △31.0 △74.9 △6.7 －  △7.6

（参考） 

平成19年 

12月期 

1,988,192 1,319,255 1,341,592 422,904 846,551 348,228 6,266,722 (101,691) 6,165,031
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