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第一部 【企業情報】

 

第１ 【企業の概況】

 

１ 【主要な経営指標等の推移】
 

回次
第70期

第３四半期

連結累計期間

第71期

第３四半期

連結累計期間

第70期

会計期間
自　平成28年１月１日

至　平成28年９月30日

自　平成29年１月１日

至　平成29年９月30日

自　平成28年１月１日

至　平成28年12月31日

売上高 （千円） 4,205,007 3,860,300 5,401,520

経常利益 （千円） 421,775 310,436 452,786

親会社株主に帰属する
四半期（当期）純利益

（千円） 293,521 214,592 325,085

四半期包括利益又は包括利益 （千円） 291,983 241,162 324,795

純資産額 （千円） 2,597,409 2,817,243 2,630,071

総資産額 （千円） 4,594,355 4,504,527 4,402,360

１株当たり四半期（当期）純利益
金額

（円） 16.54 12.09 18.32

潜在株式調整後１株当たり四半期
（当期）純利益金額

（円） － － －

自己資本比率 （％） 55.6 61.5 58.8
 

 

 

回次

第70期

第３四半期

連結会計期間

第71期

第３四半期

連結会計期間

会計期間
自　平成28年７月１日

至　平成28年９月30日

自　平成29年７月１日

至　平成29年９月30日

１株当たり四半期純利益金額 （円） 4.37 2.31
 

 

(注)  １　当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２　売上高には、消費税等は含まれておりません。

３　潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。

 

２ 【事業の内容】

当第３四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重

要な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
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第２ 【事業の状況】

 

１ 【事業等のリスク】

　当第３四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。また、前事業年度の有価証券

報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

 

２ 【経営上の重要な契約等】

　当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

 

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

（１）業績の状況

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、企業収益並びに雇用の改善がみられる一方で、個人消費の停

滞、新興国経済の減速等、先行き不透明な状況が続いております。

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、当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高38億60百万円（前年同期比8.2％減）、経常利益

は３億10百万円（同26.4％減）、親会社株主に帰属する四半期純利益は２億14百万円（同26.9％減）となりました。

 

 
セグメントの業績を示すと次のとおりです。

（鋼製品関連事業）

鋼製品関連事業の売上高は11億75百万円（前年同期比15.2％減）となりました。耐火性だけでなく、情報保護、

防盗性強化等多様化する顧客ニーズに対応するため、操作履歴機能付指紋認証キーボックス、指紋認証耐火金庫、

データメディア耐火金庫等高付加価値製品の販売促進等積極的な営業展開に努めましたが、前年同期実績を下回り

ました。

（デンタル関連事業）

デンタル関連事業の売上高は10億64百万円（前年同期比13.4％減）となりました。各種歯科用ユニット等の新規

開発及び買替需要に対する営業活動等積極的に展開いたしましたが、前年同期実績を下回りました。

（書庫ロッカー関連事業）

書庫ロッカー関連事業の売上高は13億11百万円（前年同期比2.4％増）となりました。札幌工場・川島工場の生産

性向上、新規開拓推進等に努めました結果、前年同期実績を上回りました。

（ＯＡフロア関連事業）

ＯＡフロア関連事業の売上高は88百万円（前年同期比4.8％減）となりました。

（不動産賃貸関連事業）

不動産賃貸関連事業の売上高は１億62百万円（前年同期比0.0％減）となりました。

（その他）

その他の売上高は57百万円（前年同期比5.9％増）となりました。
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（２）財政状態の分析

当第３四半期連結会計期間末の総資産は45億４百万円となり、前連結会計年度末に比べ１億２百万円増加しまし

た。

（流動資産）

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89百万円、受取手形及び売掛金の増加１億94百万円

繰延税金資産の増加34百万円等により、１億22百万円増加し24億45百万円になりました。

（固定資産）

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38百万円、建物及び構築物の減少27百万円、機械装

置及び運搬具の減少42百万円等により、20百万円減少し20億58百万円になりました。

（流動負債）

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１億14百万円、未払金の減少46百万円、賞与

引当金の増加97百万円、未払法人税等の増加36百万円、その他の減少71百万円等により、96百万円減少し14億13百

万円になりました。

（固定負債）

固定負債は、前連結会計年度末に比べ、繰延税金負債の増加９百万円等により、11百万円増加し２億74百万円に

なりました。

（純資産）

純資産は、前連結会計年度末に比べ、利益剰余金の増加１億61百万円、その他有価証券評価差額金の増加23百万

円等により、１億87百万円増加し28億17百万円になりました。

 
（３）事業上及び財務上の対処すべき問題

当第３四半期連結累計期間において、当社の事業及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課題

はありません。

 
（４）研究開発活動

当第３四半期連結累計期間において支出した研究開発費の総額は１億16百万円であります。

なお、当第３四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
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第３ 【提出会社の状況】

 

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 71,000,000

計 71,000,000
 

 
② 【発行済株式】

 

種類

第３四半期会計期間末

現在発行数(株)

(平成29年９月30日)

提出日現在

発行数(株)

(平成29年11月14日)

上場金融商品取引所名

又は登録認可金融

商品取引業協会名

内容

普通株式 17,760,000 17,760,000
東京証券取引所
ＪＡＳＤＡＱ
（スタンダード）

単元株式数
1,000株

計 17,760,000 17,760,000 － －
 

 
(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 
(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 
(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日

発行済株式

総数増減数

(千株)

発行済株式

総数残高

(千株)

資本金増減額

 
(千円)

資本金残高

 
(千円)

資本準備金

増減額

(千円)

資本準備金

残高

(千円)

平成29年７月１
日～　　　平成29年９月

30日
― 17,760 ― 1,090,800 ― 64,000
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(6) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

 

(7) 【議決権の状況】

 
① 【発行済株式】

平成29年９月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式  － － －

議決権制限株式（自己株式等）  － － －

議決権制限株式（その他）  － － －

完全議決権株式（自己株式等）
（自己保有株式）  

－ －
  普通株式 13,000

完全議決権株式（その他） 普通株式 17,720,000 17,720 －

単元未満株式 普通株式 27,000 － －

発行済株式総数  17,760,000 － －

総株主の議決権  － 17,720 －
 

（注）１　「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には、証券振替機構名義の株式が2,000株含まれております。

また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数２個が含まれております。

２　当第３四半期会計期間末日現在の「発行済株式」については、株主名簿の記載内容が確認できず、記載す

ることができないことから、直前の基準日（平成29年６月30日）に基づく株主名簿による記載をしており

ます。

 
② 【自己株式等】

平成29年９月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式総数に
対する所有株式数

の割合(％)

（自己保有株式）      

日本アイ・エス・
ケイ株式会社

東京都台東区

元浅草2-7-13
13,000 － 13,000 0.07

計 － 13,000 － 13,000 0.07
 

 
２ 【役員の状況】

　　　前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第３四半期累計期間において役員の異動は、次のとおりであります。

（１）退任役員

役名 職名 氏名 退任年月日

監査役 － 伊丹　経治 平成29年７月31日
 

 

（２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率

　　男性12名　女性－名　（役員のうち女性の比率－％）
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第４ 【経理の状況】

 

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「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」（平成19年内閣府

令第64号）に基づいて作成しております。

 

２　監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間（平成29年７月１日から平成

29年９月30日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成29年１月１日から平成29年９月30日まで）の四半期連結財務

諸表について、監査法人日本橋事務所による四半期レビューを受けております。
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１ 【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28年12月31日)
当第３四半期連結会計期間

(平成29年９月30日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 828,397 738,462

  受取手形及び売掛金 ※2  1,172,523 ※2  1,367,037

  商品及び製品 159,870 134,258

  仕掛品 27,306 16,604

  原材料 109,246 127,943

  繰延税金資産 22,963 57,939

  その他 2,844 3,605

  流動資産合計 2,323,151 2,445,851

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物及び構築物（純額） 438,330 410,973

   機械装置及び運搬具（純額） 243,496 200,618

   土地 980,731 980,731

   その他（純額） 10,740 12,987

   有形固定資産合計 1,673,298 1,605,311

  無形固定資産   

   ソフトウエア 8,758 6,907

   電話加入権 7,084 7,084

   無形固定資産合計 15,842 13,992

  投資その他の資産   

   投資有価証券 137,097 175,468

   退職給付に係る資産 168,664 179,576

   敷金及び保証金 83,996 84,017

   その他 310 310

   投資その他の資産合計 390,068 439,372

  固定資産合計 2,079,209 2,058,675

 資産合計 4,402,360 4,504,527
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           (単位：千円)

          
前連結会計年度

(平成28年12月31日)
当第３四半期連結会計期間

(平成29年９月30日)

負債の部   

 流動負債   

  支払手形及び買掛金 ※2  864,134 ※2  749,707

  未払金 169,535 122,562

  未払法人税等 53,066 89,092

  未払消費税等 51,028 53,133

  賞与引当金 50,945 148,506

  その他 321,424 250,235

  流動負債合計 1,510,133 1,413,237

 固定負債   

  繰延税金負債 151,326 160,686

  役員退職慰労引当金 43,419 48,437

  その他 67,410 64,923

  固定負債合計 262,155 274,046

 負債合計 1,772,288 1,687,283

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 1,397,064 1,558,417

  自己株式 △2,313 △2,313

  株主資本合計 2,549,551 2,710,903

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 37,454 61,041

  その他の包括利益累計額合計 37,454 61,041

 非支配株主持分 43,065 45,297

 純資産合計 2,630,071 2,817,243

負債純資産合計 4,402,360 4,504,527
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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28年１月１日
　至　平成28年９月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成29年１月１日
　至　平成29年９月30日)

売上高 4,205,007 3,860,300

売上原価 2,946,866 2,702,221

売上総利益 1,258,141 1,158,078

販売費及び一般管理費 874,841 875,206

営業利益 383,299 282,872

営業外収益   

 受取利息 1 0

 受取配当金 1,983 2,548

 作業くず売却益 6,791 11,423

 助成金収入 1,915 1,800

 補助金収入 25,350 10,000

 その他 2,471 2,005

 営業外収益合計 38,514 27,777

営業外費用   

 手形売却損 37 170

 その他 0 44

 営業外費用合計 38 214

経常利益 421,775 310,436

特別利益   

 厚生年金基金解散損失引当金戻入額 19,620 －

 特別利益合計 19,620 －

税金等調整前四半期純利益 441,396 310,436

法人税、住民税及び事業税 204,853 128,887

法人税等調整額 △60,266 △36,026

法人税等合計 144,586 92,861

四半期純利益 296,809 217,574

非支配株主に帰属する四半期純利益 3,288 2,981

親会社株主に帰属する四半期純利益 293,521 214,592
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【四半期連結包括利益計算書】

【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28年１月１日
　至　平成28年９月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成29年１月１日
　至　平成29年９月30日)

四半期純利益 296,809 217,574

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 △4,825 23,587

 その他の包括利益合計 △4,825 23,587

四半期包括利益 291,983 241,162

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 288,695 238,180

 非支配株主に係る四半期包括利益 3,288 2,981
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【注記事項】

(継続企業の前提に関する事項)

該当事項はありません。

 
(四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)

該当事項はありません。

 
(追加情報)

(繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用)

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針　第26号　平成28年３月28日)を第１四半

期連結会計期間から適用しております。

 
(四半期連結貸借対照表関係)

１　受取手形割引高

 

 前連結会計年度
（平成28年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
（平成29年９月30日)

受取手形割引高 373,460千円 200,023千円
 

 

※２　期末日満期手形

 

期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。
なお、各期末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が、各期末残高に含まれております。

　

 前連結会計年度

（平成28年12月31日)

当第３四半期連結会計期間

（平成29年９月30日)

受取手形 13,512千円 12,878千円

支払手形 10,213千円 13,951千円
 

 

 

 

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四

半期連結累計期間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。

 
 前第３四半期連結累計期間

(自　平成28年１月１日

至　平成28年９月30日)

当第３四半期連結累計期間

(自　平成29年１月１日

至　平成29年９月30日)

減価償却費 68,617千円 78,658千円
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(株主資本等関係)

前第３四半期連結累計期間（自　平成28年１月１日　至　平成28年９月30日）

 

１　配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成28年3月30日定
時株主総会

普通株式 44,370 2.50 平成27年12月31日 平成28年３月31日 利益剰余金
 

 

２　基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計期間の末日

後となるもの

該当事項はありません。

 

３　株主資本の著しい変動に関する事項

該当事項はありません。

 

当第３四半期連結累計期間（自　平成29年１月１日　至　平成29年９月30日）

 

１　配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成29年３月30日
定時株主総会

普通株式 53,240 3.00 平成28年12月31日 平成29年３月31日 利益剰余金
 

 

２　基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計期間の末日

後となるもの

該当事項はありません。

 

３　株主資本の著しい変動に関する事項

該当事項はありません。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自 平成28年１月１日 至 平成28年９月30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

その他

（注）1
合計

調整額

（注）2

四半期連結

損益計算書

計上額

（注）3

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

不動産賃貸

関連事業
計

売上高           

1.外部顧

客への

売上高

1,385,985 1,228,630 1,280,573 92,917 162,321 4,150,428 54,579 4,205,007 － 4,205,007

2.セグメ

ント間

の内部

売上高

又は振

替高

－ － 12,591 － － 12,591 － 12,591 △12,591 －

計 1,385,985 1,228,630 1,293,165 92,917 162,321 4,163,019 54,579 4,217,599 △12,591 4,205,007

セグメン

ト利益
239,397 145,311 94,122 6,233 125,466 610,531 12,603 623,134 △239,834 383,299

 

(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、工具の販売等を行っております。

２ セグメント利益の調整額△239,834千円は、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、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

 
２.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　　該当事項はありません。
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Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自 平成29年１月１日 至 平成29年９月30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

その他

（注）1
合計

調整額

（注）2

四半期連結

損益計算書

計上額

（注）3

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

不動産賃貸

関連事業
計

売上高           

1.外部顧

客への

売上高

1,175,525 1,064,348 1,311,921 88,414 162,270 3,802,480 57,820 3,860,300 － 3,860,300

2.セグメ

ント間

の内部

売上高

又は振

替高

－ － 10,621 － － 10,621 － 10,621 △10,621 －

計 1,175,525 1,064,348 1,322,543 88,414 162,270 3,813,101 57,820 3,870,922 △10,621 3,860,300

セグメン

ト利益
175,532 49,451 127,833 10,341 127,711 490,870 12,181 503,052 △220,179 282,872

 

(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、工具の販売等を行っております。

２ セグメント利益の調整額△220,179千円は、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、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

 
２.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　　該当事項はありません。

 
(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第３四半期連結累計期間

(自　平成28年１月１日

　至　平成28年９月30日)

当第３四半期連結累計期間

(自　平成29年１月１日

　至　平成29年９月30日)

１株当たり四半期純利益金額（円） 16.54 12.09

  （算定上の基礎）   

 親会社株主に帰属する四半期純利益金額（千円） 293,521 214,592

  普通株主に帰属しない金額（千円） － －

 普通株式に係る親会社株主に帰属する
四半期純利益金額（千円）

293,521 214,592

  普通株式の期中平均株式数（千株） 17,747 17,746
 

（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 
 

 

 
(重要な後発事象)

該当事項はありません。

 
２ 【その他】

該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
 

平成29年11月14日

日本アイ・エス・ケイ株式会社

取締役会  御中

 

監査法人日本橋事務所
 

 

指 定 社 員

業務執行社員
 公認会計士   山　 村　 浩 太 郎 　㊞

 

 

指 定 社 員

業務執行社員
 公認会計士   遠　　藤　　洋　　一　　㊞

 

 

指 定 社 員

業務執行社員
 公認会計士    千　　保　　有　　之　　㊞

 

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている日本アイ・エ

ス・ケイ株式会社の平成29年１月１日から平成29年12月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（平成29年

７月１日から平成29年９月30日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成29年１月１日から平成29年９月30日まで）に

係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び

注記について四半期レビューを行った。

 

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結

財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸

表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運営することが含まれる。

 

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対す

る結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準

拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と

認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認

められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、日本アイ・エス・ケイ株式会社及び連結子会社の平成29年９月30

日現在の財政状態及び同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる

事項がすべての重要な点において認められなかった。

 

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上
 

（注）１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期

報告書提出会社）が別途保管しております。

２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれておりません。
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