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（百万円未満切捨て） 

１．平成22年12月期第３四半期の連結業績（平成22年１月１日～平成22年９月30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 ％

22年12月期第３四半期 3,679 6.0 61 － 106 － 94 －
21年12月期第３四半期 3,470 △17.1 △105 － △89 － △103 －

 

 
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

22年12月期第３四半期 5 35 －
21年12月期第３四半期 △5 85 －

 
(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

22年12月期第３四半期 2,970 1,509 49.5 82 85
21年12月期 2,753 1,412 50.0 77 54

（参考） 自己資本  22年12月期第３四半期 1,470百万円 21年12月期 1,376百万円 

 
２．配当の状況 

 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 

21年12月期 － － － 0 00 0 00 
22年12月期 － － －  
22年12月期(予想)  0 00 0 00 
（注）当四半期における配当予想の修正有無： 無 
 
３．平成22年12月期の連結業績予想（平成22年１月１日～平成22年12月31日） 

（％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 4,800 6.9 △10 － 10 － 0 － 0 00
（注）当四半期における業績予想の修正有無 ： 無 
 



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。） 
 
(1) 当四半期中における重要な子会社の異動 ： 無 

 新規   －社（社名        ）  除外    －社（社名        ）  
（注）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 

① 会計基準等の改正に伴う変更 ： 無 
② ①以外の変更 ： 無 
 （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）  

① 期末発行済株式数(自己株式を含む) 22年12月期３Ｑ 17,760,000株 21年12月期 17,760,000株
② 期末自己株式数 22年12月期３Ｑ 6,749株 21年12月期 5,370株

③ 期中平均株式数(四半期累計) 22年12月期３Ｑ 17,753,996株 21年12月期３Ｑ 17,754,765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、四半期財務諸表に対する四半期レビュー手続を実施中です。 
 

※ 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予想等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報に基づ

き作成したものであり、今後当社を取り巻く経済状況等の変化により、下記の予想数値とは異なる
結果となる可能性があります。 
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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３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、一部景気に持ち直しの動きが見られたもの

の、設備投資や雇用環境は依然として厳しく、デフレの影響も懸念されるなど、先行きには不透

明な状況が続くことが予想されます。 

このような状況の中で、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、

経費の節減等諸施策を展開いたしました。全体の売上高は前年同期比6.0％増の36億79百万円、

第３四半期連結累計期間の経常利益は１億６百万円、四半期純利益は94百万円となりました。 
 

(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29億70百万円となり、前連結会計年度末に比べ２億16

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、現金及び預金の増加35百万円、受取手形及び売掛金の

増加２億66百万円等により、２億90百万円増加しました。 

固定資産は、有形固定資産の減少73百万円等により、74百万円減少しました。 

流動負債は、支払手形及び買掛金の増加92百万円、賞与引当金の増加60百万円、未払金の減少

13百万円、その他の流動負債の減少24百万円等により、１億10百万円増加しました。 

固定負債は、退職給付引当金の増加12百万円等により、８百万円増加しました。 

純資産は、前連結会計年度末から96百万円増加し、15億９百万円となりました。 

 

(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、政府の不況対策もありますが、総じて国内外の市場環境は厳し

い状況が続くと思われます。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

定が困難であり、本資料公表時点において平成22年８月11日に公表いたしました業績予想に変更

はありません。 

 

２．その他の情報 

(1) 重要な子会社の異動の概要 

該当事項はありません。 

 

(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) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

該当ありません。 
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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３四半期 
連結会計期間末 

(平成22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21年12月31日) 

資産の部  

 流動資産  

  現金及び預金 172,984  137,480

  受取手形及び売掛金 904,670  638,395

  商品及び製品 127,581  129,486

  原材料 111,949  107,317

  仕掛品 20,045  35,385

  繰延税金資産 1,477  －

  その他 1,236  831

  貸倒引当金 △965  △766

  流動資産合計 1,338,980  1,048,129

 固定資産  

  有形固定資産  

   建物及び構築物（純額） 382,798  406,058

   機械装置及び運搬具（純額） 201,287  245,853

   土地 901,928  901,928

   その他（純額） 7,391  12,877

   有形固定資産合計 1,493,406  1,566,718

  無形固定資産  

   ソフトウエア 2,372  3,261

   電話加入権 7,084  7,084

   無形固定資産合計 9,456  10,345

  投資その他の資産  

   投資有価証券 50,884  48,642

   敷金及び保証金 75,659  79,764

   繰延税金資産 1,366  －

   その他 300  300

   投資その他の資産合計 128,210  128,707

  固定資産合計 1,631,072  1,705,771

 資産合計 2,970,052  2,753,901

負債の部  

 流動負債  

  支払手形及び買掛金 819,452  727,055

  未払金 119,588  132,759

  未払法人税等 15,473  20,310

  賞与引当金 86,111  25,143

  その他 91,265  115,809

  流動負債合計 1,131,892  1,021,077

 固定負債  

  退職給付引当金 147,223  134,788

  役員退職慰労引当金 26,500  25,154

  繰延税金負債 72,582  74,925

  その他 82,639  85,186

  固定負債合計 328,946  320,055

 負債合計 1,460,838  1,341,133
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  (単位：千円)

 

当第３四半期 
連結会計期間末 

(平成22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21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 318,084  223,093

  自己株式 △1,319  △1,229

  株主資本合計 1,471,565  1,376,664

 評価・換算差額等  

  その他有価証券評価差額金 △644  97

  評価・換算差額等合計 △644  97

 少数株主持分 38,293  36,005

 純資産合計 1,509,214  1,412,767

負債純資産合計 2,970,052  2,753,901
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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)

 

前第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) 

当第３四半期連結累計期間

(自 平成22年１月１日 

 至 平成22年９月30日) 

売上高 3,470,918  3,679,986

売上原価 2,657,236  2,687,056

売上総利益 813,682  992,930

販売費及び一般管理費  

 販売費 84,871  95,808

 一般管理費 834,799  835,611

 販売費及び一般管理費合計 919,671  931,420

営業利益又は営業損失（△） △105,988  61,510

営業外収益  

 受取利息 49  13

 受取配当金 946  995

 作業くず売却益 8,252  12,751

 助成金収入 －  26,431

 その他 11,612  7,968

 営業外収益合計 20,861  48,160

営業外費用  

 支払利息 2,183  2,652

 手形売却損 2,042  738

 その他 261  174

 営業外費用合計 4,487  3,565

経常利益又は経常損失（△） △89,614  106,104

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利益又は税金等調整前四半期
純損失（△） 

△87,976  106,104

法人税、住民税及び事業税 14,956  13,509

法人税等調整額 △1,638  △4,577

法人税等合計 13,317  8,932

少数株主利益 2,553  2,181

四半期純利益又は四半期純損失（△） △103,846  94,991
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第３四半期連結会計期間 

  (単位：千円)

前第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) 

当第３四半期連結会計期間

(自 平成22年７月１日 

 至 平成22年９月30日) 

 

売上高 1,050,665  1,117,884

売上原価 780,558  839,898

売上総利益 270,106  277,985

販売費及び一般管理費  

 販売費 26,398  30,867

270,988  273,224 一般管理費 

 販売費及び一般管理費合計 297,386  304,092

営業損失（△） △27,280  △26,106

営業外収益  

 受取利息 20  10

 受取配当金 175  199

2,329  3,645 作業くず売却益 

 助成金収入 －  7,855

5,293  1,331 その他 

 営業外収益合計 7,818  13,040

営業外費用  

 支払利息 485  619

 手形売却損 796  109

123  － その他 

 営業外費用合計 1,406  728

経常損失（△） △20,867  △13,794

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  △13,794

法人税、住民税及び事業税 5,831  4,193

法人税等調整額 △577  △1,533

法人税等合計 5,254  2,659

少数株主利益又は少数株主損失（△） 910  △166

四半期純損失（△） △26,946  △16,288
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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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当第３四半期連結累計期間（自 平成22年１月１日 至 平成22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) 
 

売上高及び営業

損益 
    

 売上高     

(1)外部顧客に

対する売上

高 

1,021,805 1,195,482 979,576 237,777 175,167 70,176 3,679,986 － 3,679,986

(2)セグメント間

の内部売上高

又は振替高 

－ － 68,028 － － － 68,028 (68,028) －

計 1,021,805 1,195,482 1,047,605 237,777 175,167 70,176 3,748,015 (68,028) 3,679,986

 営業利益又は

営業損失(△) 
130,103 87,273 76,042 26,127 997 44,681 365,226 (303,716) 61,510

(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】 

当第３四半期連結累計期間（自 平成22年１月１日 至 平成22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22年１月１日 至 平成22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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