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1.  平成21年12月期第1四半期の連結業績（平成21年1月1日～平成21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 ％

21年12月期第1四半期 1,250 ― △98 ― △94 ― △98 ―
20年12月期第1四半期 1,565 ― △10 ― 0 ― △9 ―

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

21年12月期第1四半期 △5.56 ―
20年12月期第1四半期 △0.52 ―

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月期第1四半期 3,153 1,438 44.5 79.13
20年12月期 3,304 1,538 45.5 84.76

（参考） 自己資本   21年12月期第1四半期  1,404百万円 20年12月期  1,504百万円

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
（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年12月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
21年12月期 ―
21年12月期 

（予想）
― ― 0.00 0.00

3.  平成21年12月期の連結業績予想（平成21年1月1日～平成21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  有   

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 2,400 ― △140 ― △130 ― △130 ― ―

通期 4,800 △9.6 △120 ― △100 ― △100 ― ―
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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) 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 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月期第1四半期 17,760,000株 20年12月期  17,760,000株
② 期末自己株式数 21年12月期第1四半期  5,370株 20年12月期  4,920株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年12月期第1四半期 17,754,967株 20年12月期第1四半期 17,755,180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１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、世界的な金融・経済危機の中で自動車産業をはじめ

とする輸出産業や工作機械関係産業の落ち込み等、全産業での景気後退局面が鮮明になり、景気の先行き

にも不透明感があるものと思われます。 

このような景気悪化の中で、当社グループの業績は、川島工場の設備増強の成果が見え始め書庫ロッカ

ー関連事業は前年同期を上回る売上を示しましたが、当初想定した金額を下回り、また昨年、売上･利益面

を牽引してきたＯＡフロア関連事業の需要大幅減や自動車関連事業等の売上落ち込みが大きく、この結果、

全体の売上高は前年同期比20.1％減の12億50百万円、経常損失は94百万円、四半期純損失は98百万円とな

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31億53百万円となり、前連結会計年度末に比べ１億51百万円減

少しました。 

流動資産は、前連結会計年度末に比べ、現金及び預金の減少36百万円、受取手形及び売掛金の減少68百

万円等により、１億16百万円減少しました。 

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34百万円等により、34百万円減少しました。 

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23百万円、賞与引当金の増加76百万

円等がありましたが、その他の流動負債の減少１億68百万円等により、76百万円減少しました。 

固定負債は、前連結会計年度末に比べ、退職給付引当金の増加25百万等により、24百万円増加しました。 

純資産は、前連結会計年度末に比べ、四半期純損失98百万円等により、99百万円減少しました。 

 

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、政府の不況対策等の効果がどうなるかにもよりますが、総じて国内外の

市場環境は厳しく、景気後退局面はまだ当分続くと思われます。そのような状況の中で需要面の見通しは

不透明感が強く、業績の策定が困難ですが、当分の間、書庫ロッカー関連事業、ＯＡフロア関連事業、自

動車関連事業の需要低迷傾向は続くと思われ、第２四半期及び通期業績予想を別記「３．平成21年12月期

の連結業績予想」の通り、売上・利益とも、平成21年２月の平成20年度短信発表時の業績予想よりも下方

修正いたします。なお、本日発表の「平成21年12月期第２四半期及び通期業績予想の修正のお知らせ」も

合わせてご参照下さい。 

 

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 

当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸

表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期

連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

当第１四半期連結会計期間より「たな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）が適用されたことに伴い、評価基準については、原価法から原価法（収益性の低下による簿

価切下げの方法）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す。 
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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21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20年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 177,380 213,952 

受取手形及び売掛金 886,808 955,165 

商品及び製品 123,021 116,197 

原材料 122,972 121,572 

仕掛品 35,020 40,680 

その他 836 16,064 

貸倒引当金 △933 △2,468 

流動資産合計 1,345,107 1,461,164 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 429,356 436,697 

機械装置及び運搬具（純額） 327,286 353,420 

土地 901,928 901,928 

その他（純額） 13,801 14,902 

有形固定資産合計 1,672,374 1,706,949 

無形固定資産   

ソフトウエア 4,151 4,447 

電話加入権 7,084 7,084 

無形固定資産合計 11,235 11,531 

投資その他の資産   

投資有価証券 43,719 43,947 

敷金及び保証金 80,954 80,842 

その他 300 300 

投資その他の資産合計 124,973 125,089 

固定資産合計 1,808,582 1,843,570 

資産合計 3,153,689 3,304,735 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,013,985 990,378 

未払金 120,162 123,462 

未払法人税等 6,820 10,515 

賞与引当金 114,160 38,053 

その他 102,352 271,296 

流動負債合計 1,357,482 1,433,706 

固定負債   

退職給付引当金 170,532 145,464 

役員退職慰労引当金 23,068 22,324 

繰延税金負債 76,399 76,962 
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(単位：千円)

当第１四半期 
連結会計期間末 

(平成21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20年12月31日) 

その他 87,283 87,982 

固定負債合計 357,284 332,733 

負債合計 1,714,766 1,766,440 

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 252,711 351,410 

自己株式 △1,229 △1,213 

株主資本合計 1,406,282 1,504,996 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △1,427 △53 

評価・換算差額等合計 △1,427 △53 

少数株主持分 34,069 33,351 

純資産合計 1,438,923 1,538,295 

負債純資産合計 3,153,689 3,304,735 
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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)

当第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) 

売上高 1,250,275

売上原価 1,029,650

売上総利益 220,624

販売費及び一般管理費  

販売費 22,488

一般管理費 296,722

販売費及び一般管理費合計 319,210

営業損失（△） △98,586

営業外収益  

受取利息 29

受取配当金 148

雑収入 3,006

その他 1,912

営業外収益合計 5,096

営業外費用  

支払利息 851

手形売却損 564

その他 2

営業外費用合計 1,418

経常損失（△） △94,908

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損失（△） △93,372

法人税、住民税及び事業税 5,171

法人税等調整額 △531

法人税等合計 4,639

少数株主利益 686

四半期純損失（△） △98,698
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当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第１２号）及び「四半期財

務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第１４号）を適用しております。また、

「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

 

(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】 

当第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、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 

 

 

 (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。 
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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21年１月１日 至 平成21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21年１月１日 至 平成21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。 

 －9－



キング工業㈱（7986）平成21年12月期 第１四半期決算短信 

「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表等 

（要約）四半期連結損益計算書 

前第１四半期連結累計期間（平成20年１月１日～３月31日） 

前年同四半期 

（平成20年12月期第1四半期）科目 

金額（千円） 

Ⅰ 売上高 1,565,114

Ⅱ 売上原価 1,218,946

  売上総利益 346,168

Ⅲ 販売費及び一般管理費 357,003

  営業損失 △10,835

Ⅳ 営業外収益 11,723

Ⅴ 営業外費用 498

  経常利益 390

Ⅵ 特別利益 306

Ⅶ 特別損失 10,407

 税金等調整前四半期純損失 △9,711

 法人税、住民税及び事業税 49,381

 法人税等調整額等 △49,634

 少数株主損失 △263

四半期純損失 △9,194
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