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1.  平成25年12月期第1四半期の連結業績（平成25年1月1日～平成25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 ％

25年12月期第1四半期 1,410 △7.4 97 △30.9 100 △31.3 83 △14.3

24年12月期第1四半期 1,522 12.8 141 334.7 146 252.9 97 151.8

（注）包括利益 25年12月期第1四半期 92百万円 （△10.3％） 24年12月期第1四半期 103百万円 （187.4％）

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

25年12月期第1四半期 4.71 ―

24年12月期第1四半期 5.50 ―

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

25年12月期第1四半期 3,646 1,929 51.8 ―

24年12月期 3,327 1,854 54.6 ―

（参考） 自己資本   25年12月期第1四半期  1,889百万円 24年12月期  1,815百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無  
 

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

24年12月期 ― ― ― 1.00 1.00
25年12月期 ―

25年12月期（予想） ― ― 1.00 1.00

3. 平成25年12月期の連結業績予想（平成25年 1月 1日～平成25年12月31日） 
 

（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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

第2四半期(累計) 2,700 △6.1 75 △35.6 100 △22.0 80 △4.9 4.51
通期 5,300 △1.6 130 △1.4 150 △0.4 100 3.6 5.63



(1) 当四半期連結累計期間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) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（注）「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第10条の５に該当するものであります。詳細は、添付資料P.２「２.サマリー情報（注記
事項）に関する事項（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※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予想の見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、
実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、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。 

※  注記事項

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  有

② ①以外の会計方針の変更   ：  無

③ 会計上の見積りの変更   ：  有

④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年12月期1Q 17,760,000 株 24年12月期 17,760,000 株

② 期末自己株式数 25年12月期1Q 8,349 株 24年12月期 8,349 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年12月期1Q 17,751,651 株 24年12月期1Q 17,751,651 株
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１．当四半期決算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１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、震災からの復興需要による緩やかな回復に加え、政

権交代による経済・金融政策への期待感から円高の是正や株価の回復がみられたものの、実体経済は未だ

回復途上にあり、ユーロ圏の債務問題や日中関係の悪化、新興国の成長鈍化など懸念材料も多く、依然と

して先行き不透明な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、全体の売上高は前年同期比7.4％減の14億10百万円、経常利益は１億

円（同31.3％減）、四半期純利益は83百万円（同14.3％減）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36億46百万円となり、前連結会計年度末に比べ３億18百万円増

加しました。 

流動資産は、前連結会計年度末に比べ、受取手形及び売掛金の増加２億64百万円、繰延税金資産の増加

48百万円等により、３億17百万円増加しました。 

固定資産は、前連結会計年度末に比べ、投資有価証券の増加13百万円、建物及び構築物の減少６百万円、

機械装置及び運搬具の減少６百万円等により、０百万円増加しました。 

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１億69百万円、賞与引当金の増加１

億５百万円等により、２億69百万円増加しました。 

固定負債は、前連結会計年度末に比べ、退職給付引当金の減少35百万円、繰延税金負債の増加７百万円

等により、26百万円減少しました。 

純資産は、前連結会計年度末に比べ、利益剰余金の増加65百万円、その他有価証券評価差額金８百万円

等により、74百万円増加しました。 

 

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

連結業績予想につきましては、平成25年２月19日に公表しました業績予想に変更はありません。なお、

業績見通し等に変更が生じる場合には速やかにお知らせいたします。 

 

 

 

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

該当事項ありません。 

 

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

該当事項ありません。 

 

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更） 

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、平成25年１月１

日以降に取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。 

なお、これによる損益に与える影響はありません。 
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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)

 
前連結会計年度 

(平成24年12月31日) 

当第１四半期連結会計期間

(平成25年３月31日) 

資産の部  

 流動資産  

  現金及び預金 734,951  716,468

  受取手形及び売掛金 773,486  1,037,854

  商品及び製品 157,836  158,577

  原材料 119,743  141,576

  仕掛品 33,053  34,026

  繰延税金資産 27,271  75,584

  その他 888  846

  貸倒引当金 △737  △955

  流動資産合計 1,846,493  2,163,979

 固定資産  

  有形固定資産  

   建物及び構築物（純額） 320,166  313,944

   機械装置及び運搬具（純額） 103,213  96,919

   土地 901,928  901,928

   その他（純額） 4,969  4,763

   有形固定資産合計 1,330,278  1,317,556

  無形固定資産  

   ソフトウエア 1,993  1,878

   電話加入権 7,084  7,084

   無形固定資産合計 9,077  8,962

  投資その他の資産  

   投資有価証券 66,508  80,387

   敷金及び保証金 74,605  74,622

   繰延税金資産 614  426

   その他 300  300

   投資その他の資産合計 142,028  155,735

  固定資産合計 1,481,384  1,482,254

 資産合計 3,327,877  3,646,233

負債の部  

 流動負債  

  支払手形及び買掛金 838,842  1,007,901

  未払金 162,998  159,289

  未払法人税等 45,705  63,442

  賞与引当金 52,991  158,974

  その他 116,806  97,487

  流動負債合計 1,217,344  1,487,095

 固定負債  

  退職給付引当金 109,790  73,927

  役員退職慰労引当金 22,105  23,030

  繰延税金負債 47,743  55,201

  その他 76,244  77,395

  固定負債合計 255,883  229,553

 負債合計 1,473,228  1,716,649

 

キング工業㈱（7986）平成25年12月期　第１四半期決算短信

3



  (単位：千円)

 
前連結会計年度 

(平成24年12月31日) 

当第１四半期連結会計期間

(平成25年３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 659,883  725,810

  自己株式 △1,426  △1,426

  株主資本合計 1,813,257  1,879,184

 その他の包括利益累計額  

  その他有価証券評価差額金 2,458  10,707

  その他の包括利益累計額合計 2,458  10,707

 少数株主持分 38,933  39,691

 純資産合計 1,854,648  1,929,584

負債純資産合計 3,327,877  3,646,233
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 

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)

 

前第１四半期連結累計期間

(自 平成24年１月１日 

 至 平成24年３月31日) 

当第１四半期連結累計期間

(自 平成25年１月１日 

 至 平成25年３月31日) 

売上高 1,522,987  1,410,479

売上原価 1,103,533  1,020,129

売上総利益 419,453  390,350

販売費及び一般管理費  

 販売費 32,646  25,635

 一般管理費 245,537  267,156

 販売費及び一般管理費合計 278,183  292,792

営業利益 141,270  97,557

営業外収益  

 受取利息 1  0

 受取配当金 148  324

 作業くず売却益 3,765  3,720

 助成金収入 941  －

 その他 1,546  376

 営業外収益合計 6,402  4,422

営業外費用  

 支払利息 1,486  1,567

 手形売却損 －  130

 その他 150  －

 営業外費用合計 1,637  1,697

経常利益 146,035  100,281

特別損失  

 固定資産除却損 －  39

 特別損失合計 －  39

税金等調整前四半期純利益 146,035  100,242

法人税、住民税及び事業税 57,023  60,993

法人税等調整額 △9,321  △45,188

法人税等合計 47,702  15,805

少数株主損益調整前四半期純利益 98,332  84,437

少数株主利益 709  758

四半期純利益 97,623  83,678

 

 

キング工業㈱（7986）平成25年12月期　第１四半期決算短信

5



四半期連結包括利益計算書 

  第１四半期連結累計期間 

  (単位:千円)

 

前第１四半期連結累計期間

(自 平成24年１月１日 

 至 平成24年３月31日) 

当第１四半期連結累計期間

(自 平成25年１月１日 

 至 平成25年３月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 98,332  84,437

その他の包括利益  

 その他有価証券評価差額金 5,029  8,249

 その他の包括利益合計 5,029  8,249

四半期包括利益 103,362  92,687

（内訳）  

 親会社株主に係る四半期包括利益 102,652  91,928

 少数株主に係る四半期包括利益 709  758
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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。 

 

（４）セグメント情報 

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間（自  平成24年１月１日  至  平成24年３月31日） 

１.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 

（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 

(注)３ 

売上高      

1 .外部顧

客 へ の

売上高 

426,790 389,760 480,459 42,939 161,089 1,501,039 21,947 1,522,987 － 1,522,987

2 .セグメ

ン ト 間

の 内 部

売 上 高

又 は 振

替高 

－ － 12,442 － － 12,442 － 12,442 △12,442 －

計 426,790 389,760 492,902 42,939 161,089 1,513,482 21,947 1,535,429 △12,442 1,522,987

セ グメン

ト利益 
70,848 54,617 44,616 9,160 905 180,147 9,778 189,926 △48,656 141,270

(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△48,656千円は、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。 
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Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自  平成25年１月１日  至  平成25年３月31日） 

１.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 

（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 

(注)３ 

売上高      

1 .外部顧

客 へ の

売上高 

417,316 360,332 411,501 53,745 144,429 1,387,324 23,155 1,410,479 － 1,410,479

2 .セグメ

ン ト 間

の 内 部

売 上 高

又 は 振

替高 

－ － 11,101 － － 11,101 － 11,101 △11,101 －

計 417,316 360,332 422,603 53,745 144,429 1,398,426 23,155 1,421,581 △11,101 1,410,479

セ グメン

ト利益 
73,138 13,078 34,350 8,859 823 130,250 8,899 139,150 △41,593 97,557

(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△41,593千円は、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。 
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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）重要な後発事象 

該当事項はありません。 
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