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1.  平成21年12月期第3四半期の連結業績（平成21年1月1日～平成21年9月30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3四半期 3,470 △17.1 △105 ― △89 ― △103 ―

20年12月期第3四半期 4,186 △7.6 △178 ― △139 ― △116 ―

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3四半期 △5.85 ―

20年12月期第3四半期 △6.54 ―

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3四半期 2,854 1,440 49.2 79.09
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3四半期  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

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

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

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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

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3四半期 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3四半期  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3四半期 17,754,765株 20年12月期第3四半期 17,755,120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３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、製造業での在庫調整の進展、政府の経済政策の効果、

中国向け輸出の回復等から、一部業種に景気の持ち直しの動きが見え始めて来ました。景気の底からは脱

した感はあるものの、先行きには不透明感大きく、今後も予断を許さない状態が続くと思われます。 

このような経済情勢の中で、当社グループの業績は、積極的な販売戦略が功を奏しデンタル関連事業は

前年同期を上回る売上を示しましたが、それ以外の部門の売上落ち込みが大きく、全体の売上高は前年同

期比17.1％減の34億70百万円、第３四半期連結累計期間の経常損失は89百万円、四半期純損失は１億３百

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３四半期連結会計期間末の総資産は28億54百万円となり、前連結会計年度末に比べ４億50百万円減

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87百万円、受取手形及び売掛金の減少２億

69百万円等により、３億62百万円減少しました。 

固定資産は、有形固定資産の減少95百万円等により、88百万円減少しました。 

流動負債は、支払手形及び買掛金の減少２億32百万円、賞与引当金の増加60百万円、その他の流動負債

の減少１億73百万円等により、３億48百万円減少しました。 

固定負債は、退職給付引当金の減少４百万円等により、４百万円減少しました。 

純資産は、四半期純損失１億３百万円等により、98百万円減少しました。 

 

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、政府の不況対策等から景気持ち直しの動きも見え始めていますが、総じ

て国内外の市場環境は厳しく、先行き不透明な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

の業績の策定は困難ですが、通期業績予想については平成21年５月13日開示の「連結業績予想」に変更は

ありません。 

 

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 

固定資産の減価償却費の算定方法に関して、定率法を採用している資産については、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) 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 

①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。 

②当連結会計年度より「棚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、主として総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下

に基づく簿価切下げの方法）により算定しております。これによる当第３四半期連結累計期間に係る損益

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３四半期連結会計期間末
(平成21年９月30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 126,793 213,952 

受取手形及び売掛金 685,594 955,165 

商品及び製品 149,576 116,197 

原材料 103,414 121,572 

仕掛品 33,826 40,680 

その他 708 16,064 

貸倒引当金 △830 △2,468 

流動資産合計 1,099,084 1,461,164 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 414,516 436,697 

機械装置及び運搬具（純額） 277,208 353,420 

土地 901,928 901,928 

その他（純額） 18,290 14,902 

有形固定資産合計 1,611,944 1,706,949 

無形固定資産   

ソフトウエア 3,558 4,447 

電話加入権 7,084 7,084 

無形固定資産合計 10,642 11,531 

投資その他の資産   

投資有価証券 52,523 43,947 

敷金及び保証金 79,749 80,842 

その他 300 300 

投資その他の資産合計 132,572 125,089 

固定資産合計 1,755,159 1,843,570 

資産合計 2,854,244 3,304,735 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 757,814 990,378 

未払金 114,534 123,462 

未払法人税等 16,642 10,515 

賞与引当金 98,262 38,053 

その他 98,288 271,296 

流動負債合計 1,085,542 1,433,706 

固定負債   

退職給付引当金 140,903 145,464 

役員退職慰労引当金 24,470 22,324 

繰延税金負債 77,344 76,962 
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(単位：千円)

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年９月30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 85,885 87,982 

固定負債合計 328,604 332,733 

負債合計 1,414,146 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 247,563 351,410 

自己株式 △1,229 △1,213 

株主資本合計 1,401,134 1,504,996 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 3,027 △53 

評価・換算差額等合計 3,027 △53 

少数株主持分 35,936 33,351 

純資産合計 1,440,097 1,538,295 

負債純資産合計 2,854,244 3,304,735 
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第３四半期連結累計期間】 

(単位：千円)

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 3,470,918

売上原価 2,657,236

売上総利益 813,682

販売費及び一般管理費  

販売費 84,871

一般管理費 834,799

販売費及び一般管理費合計 919,671

営業損失（△） △105,988

営業外収益  

受取利息 49

受取配当金 946

雑収入 8,252

その他 11,612

営業外収益合計 20,861

営業外費用  

支払利息 2,183

手形売却損 2,042

その他 261

営業外費用合計 4,487

経常損失（△） △89,614

特別利益  

貸倒引当金戻入額 1,638

特別利益合計 1,638

税金等調整前四半期純損失（△） △87,976

法人税、住民税及び事業税 14,956

法人税等調整額 △1,638

法人税等合計 13,317

少数株主利益 2,553

四半期純損失（△） △103,846
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【第３四半期連結会計期間】 

(単位：千円)

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 1,050,665

売上原価 780,558

売上総利益 270,106

販売費及び一般管理費  

販売費 26,398

一般管理費 270,988

販売費及び一般管理費合計 297,386

営業損失（△） △27,280

営業外収益  

受取利息 20

受取配当金 175

雑収入 2,329

その他 5,293

営業外収益合計 7,818

営業外費用  

支払利息 485

手形売却損 796

その他 123

営業外費用合計 1,406

経常損失（△） △20,867

特別利益  

貸倒引当金戻入額 85

特別利益合計 85

税金等調整前四半期純損失（△） △20,782

法人税、住民税及び事業税 5,831

法人税等調整額 △577

法人税等合計 5,254

少数株主利益 910

四半期純損失（△） △26,946
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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３四半期連結累計期間（自 平成21年１月１日 至 平成21年９月30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 

1,090,895 1,184,453 798,326 214,584 108,357 74,300 3,470,918 － 3,470,918

(2)セグメント

間の内部売

上高又は振

替高 

－ － 91,775 － － － 91,775 (91,775) －

計 1,090,895 1,184,453 890,102 214,584 108,357 74,300 3,562,694 (91,775) 3,470,918

営業利益又は営

業損失(△) 
173,891 118,160 △85,548 15,178 608 44,158 266,449 (372,437) △105,988

(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３四半期連結累計期間（自 平成21年１月１日 至 平成21年９月30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３四半期連結累計期間（自 平成21年１月１日 至 平成21年９月30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。 
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「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３四半期連結累計期間 

（自 平成20年１月１日 

至 平成20年９月30日）
科目 

金額（千円） 

売上高 4,186,471

売上原価 3,312,907

売上総利益 873,564

販売費及び一般管理費 1,051,872

営業損失（△） △178,307

営業外収益 42,890

営業外費用 4,409

経常損失（△） △139,826

特別利益 959

特別損失 39,410

税金等調整前四半期純損失（△） △178,277

法人税、住民税及び事業税 11,822

法人税等調整額 △74,110

少数株主利益 124

四半期純損失（△） △116,113

 

 

 

キング工業㈱（7986）平成21年12月期　第３四半期決算短信

－　11　－


	(3)　継続企業の前提に関する注記
	(4)　セグメント情報
	(5)　株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記



