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（百万円未満切捨て） 

１．平成23年12月期第３四半期の連結業績（平成23年１月１日～平成23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 ％

23年12月期第３四半期 3,839 4.3 101 65.2 127 20.3 120 26.6
22年12月期第３四半期 3,679 6.0 61 － 106 － 94 －

 

 
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

23年12月期第３四半期 6 78 －
22年12月期第３四半期 5 35 －

 
(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

23年12月期第３四半期 3,198 1,731 52.9 95 35
22年12月期 3,087 1,610 51.0 88 65

（参考） 自己資本  23年12月期第３四半期 1,692百万円 22年12月期 1,573百万円 

 
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 

22年12月期 － － － 0 00 0 00 
23年12月期 － － －  
23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23年12月期の連結業績予想（平成23年１月１日～平成23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 5,000 1.8 100 3.6 150 △15.3 150 △23.2 8 45
（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）当四半期会計期間における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適用の有無となりま
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 ： 有 
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) 23年12月期３Ｑ 17,760,000株 22年12月期 17,760,000株
② 期末自己株式数 23年12月期３Ｑ 7,749株 22年12月期 6,749株

③ 期中平均株式数(四半期累計) 23年12月期３Ｑ 17,752,720株 22年12月期３Ｑ 17,753,996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。 
業績予想に関する事項については、〔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。 
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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、一部に景気の持ち直しが見られたものの、

設備投資の抑制や個人消費の低迷等、本格的な景気回復までには至らず、平成23年３月に発生し

た東日本大震災の影響や電力供給の制約等によって、一段と厳しい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38億39百万円（前年同期比4.3％

増）、経常利益は１億27百万円（前年同期比20.3％増）、四半期純利益は１億20百万円（前年同

期比26.6％増）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31億98百万円となり、前連結会計年度末に比べ１億10

百万円増加しました。また、負債合計は14億66百万円となり、前連結会計年度末に比べ10百万円

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２億７百万円、受取手形及び売掛

金の減少47百万円等により、１億64百万円増加し16億41百万円となりました。 

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53百万円等により、54百万円減少

し15億56百万円となりました。 

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減少16百万円、賞与引当金の増

加52百万円、未払金の減少23百万円、その他の流動負債の減少33百万円等により、24百万円減少

し11億31百万円となりました。 

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16百万円等により、14百万円増

加し３億35百万円となりました。 

純資産は、前連結会計年度末に比べ、四半期純利益１億20百万円等により、１億20百万円増加

し17億31百万円となりました。 

 

(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23年２月18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 

定率法を採用している資産につきましては、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 

資産除去債務に関する会計基準の適用 

第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平

成20年３月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第

21号 平成20年３月31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)

 
当第３四半期 
連結会計期間末 

(平成23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22年12月31日) 

資産の部  

 流動資産  

  現金及び預金 470,993  263,851

  受取手形及び売掛金 853,501  900,828

  商品及び製品 141,033  134,289

  原材料 113,192  126,027

  仕掛品 24,239  20,843

  繰延税金資産 38,769  30,201

  その他 1,188  2,126

  貸倒引当金 △1,049  △954

  流動資産合計 1,641,870  1,477,213

 固定資産  

  有形固定資産  

   建物及び構築物（純額） 353,678  375,045

   機械装置及び運搬具（純額） 151,288  186,353

   土地 901,928  901,928

   その他（純額） 7,366  4,472

   有形固定資産合計 1,414,262  1,467,799

  無形固定資産  

   ソフトウエア 1,186  2,075

   電話加入権 7,084  7,084

   無形固定資産合計 8,270  9,159

  投資その他の資産  

   投資有価証券 57,613  56,493

   敷金及び保証金 75,177  75,655

   繰延税金資産 680  1,323

   その他 300  300

   投資その他の資産合計 133,771  133,772

  固定資産合計 1,556,303  1,610,731

 資産合計 3,198,173  3,087,944

負債の部  

 流動負債  

  支払手形及び買掛金 826,181  842,309

  未払金 122,838  146,537

  未払法人税等 16,797  20,575

  賞与引当金 84,578  31,910

  その他 81,021  114,545

  流動負債合計 1,131,417  1,155,879

 固定負債  

  退職給付引当金 156,937  139,955

  役員退職慰労引当金 28,694  26,930

  繰延税金負債 70,070  72,267

  その他 79,813  81,940

  固定負債合計 335,515  321,094

 負債合計 1,466,932  1,476,973
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  (単位：千円)

 
当第３四半期 
連結会計期間末 

(平成23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22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 538,664  418,379

  自己株式 △1,385  △1,319

  株主資本合計 1,692,079  1,571,860

 評価・換算差額等  

  その他有価証券評価差額金 552  2,018

  評価・換算差額等合計 552  2,018

 少数株主持分 38,609  37,092

 純資産合計 1,731,241  1,610,971

負債純資産合計 3,198,173  3,087,944
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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22年１月１日 

 至 平成22年９月30日) 

当第３四半期連結累計期間

(自 平成23年１月１日 

 至 平成23年９月30日) 

売上高 3,679,986  3,839,145

売上原価 2,687,056  2,825,186

売上総利益 992,930  1,013,958

販売費及び一般管理費  

 販売費 95,808  103,095

 一般管理費 835,611  809,246

 販売費及び一般管理費合計 931,420  912,341

営業利益 61,510  101,617

営業外収益  

 受取利息 13  5

 受取配当金 995  1,140

 作業くず売却益 12,751  15,349

 助成金収入 26,431  6,527

 その他 7,968  7,763

 営業外収益合計 48,160  30,787

営業外費用  

 支払利息 2,652  4,542

 手形売却損 738  162

 その他 174  55

 営業外費用合計 3,565  4,761

経常利益 106,104  127,642

税金等調整前四半期純利益 106,104  127,642

法人税、住民税及び事業税 13,509  14,970

法人税等調整額 △4,577  △9,033

法人税等合計 8,932  5,937

少数株主損益調整前四半期純利益 －  121,705

少数株主利益 2,181  1,420

四半期純利益 94,991  120,284
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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22年７月１日 

 至 平成22年９月30日) 

当第３四半期連結会計期間

(自 平成23年７月１日 

 至 平成23年９月30日) 

売上高 1,117,884  1,169,571

売上原価 839,898  866,868

売上総利益 277,985  302,703

販売費及び一般管理費  

 販売費 30,867  25,968

 一般管理費 273,224  273,820

 販売費及び一般管理費合計 304,092  299,788

営業利益又は営業損失（△） △26,106  2,915

営業外収益  

 受取利息 10  4

 受取配当金 199  227

 作業くず売却益 3,645  4,407

 助成金収入 7,855  1,754

 その他 1,331  2,607

 営業外収益合計 13,040  9,001

営業外費用  

 支払利息 619  1,359

 手形売却損 109  123

 その他 －  △16

 営業外費用合計 728  1,465

経常利益又は経常損失（△） △13,794  10,450

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（△） 

△13,794  10,450

法人税、住民税及び事業税 4,193  6,626

法人税等調整額 △1,533  △7,971

法人税等合計 2,659  △1,345

少数株主損益調整前四半期純利益 －  11,795

少数株主利益又は少数株主損失（△） △166  863

四半期純利益又は四半期純損失（△） △16,288  10,931
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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     

(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 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】 

前第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】 

前第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。 
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【セグメント情報】 

１．報告セグメントの概要 

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役

会が、経営資源の分配の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているも

のであります。 

当社は、サービス別に「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」「Ｏ

Ａフロア関連事業」「自動車関連事業」の５つの報告セグメントとしております。「鋼製品関連事

業」は、主に企業から一般家庭まで幅広い分野に対応した耐火金庫の製造・販売を行っております。

「デンタル関連事業」は、歯科医療に関する設備・機器類を扱っており、主に歯科ユニットの製

造・販売を行っております。「書庫ロッカー関連事業」は、コインロッカーなどの金属製多目的収

納庫の製造・販売を行っております。「ＯＡフロア関連事業」は、オフィス内の配線を無くし、快

適な空間を提供するＯＡフロア設備の製造・販売を行っております。「自動車関連事業」は、ＶＯ

ＬＶＯの販売を行っております。 

 

２．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 

 

当第３四半期連結累計期間（自  平成23年１月１日  至  平成23年９月30日） 

（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 

売上高     

１.外部顧客

へ の 売 上

高 

1,119,213 1,104,469 1,047,970 206,233 298,780 3,776,668 62,477 3,839,145 － 3,839,145

２.セグメン

ト 間の内

部 売上高

又 は振替

高 

－ － 37,003 － － 37,003 － 37,003 △37,003 －

計 1,119,213 1,104,469 1,084,974 206,233 298,780 3,813,671 62,477 3,876,149 △37,003 3,839,145

セグメント

利益 
77,581 46,379 73,438 13,722 1,685 212,807 40,689 253,496 △151,879 101,617

(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△151,879千円は、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。 

（追加情報） 

第１四半期連結会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17

号 平成21年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会

計基準適用指針第20号 平成20年３月31日）を適用しております。 
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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) その他の情報 

該当事項はありません。 
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