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(百万円未満切捨て)

１．2020年12月期第３四半期の連結業績（2020年１月１日～2020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
親会社株主に帰属
する四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2020年12月期第３四半期 3,555 △14.8 163 △50.2 248 △28.5 169 △25.5

2019年12月期第３四半期 4,172 6.1 328 58.5 348 48.1 228 37.0
(注)包括利益 2020年12月期第３四半期 154百万円(△31.4％) 2019年12月期第３四半期 225百万円( 39.4％)
　

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

2020年12月期第３四半期 96.21 －

2019年12月期第３四半期 128.53 －
　

　

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

2020年12月期第３四半期 4,898 3,259 65.5

2019年12月期 5,003 3,192 62.8
(参考) 自己資本 2020年12月期第３四半期 3,208百万円 2019年12月期 3,143百万円
　

　

　

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

2019年12月期 － － － 30.00 30.00

2020年12月期 － － －

2020年12月期(予想) 30.00 30.00
(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無
　　

　

３．2020年12月期の連結業績予想（2020年１月１日～2020年12月31日）

(％表示は、対前期増減率)

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属
する当期純利益

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 △12.2 250 △40.4 330 △26.7 200 △36.3 113.22
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有
　

　　



※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

　 (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

新規 ―社（社名） 、除外 ―社（社名）
　

　

（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

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 無

② ①以外の会計方針の変更 ： 無

③ 会計上の見積りの変更 ： 無

④ 修正再表示 ： 無
　

　

（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) 2020年12月期３Ｑ 1,776,000株 2019年12月期 1,776,000株

② 期末自己株式数 2020年12月期３Ｑ 34,010株 2019年12月期 1,410株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2020年12月期３Ｑ 1,766,400株 2019年12月期３Ｑ 1,774,590株

　
　

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※ 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「1.当四半期決算に関す
る定性的情報（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。
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１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大と、それに伴う自粛の影

響により経済活動が抑制され、企業活動や個人消費等が急速に減少していることに加え、海外経済の不確実性や金融

資本市場の変動等、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制約を受ける一方、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35億55百万円（前年同期比14.8％

減）、経常利益は２億48百万円（同28.5％減）、親会社株主に帰属する四半期純利益は１億69百万円（同25.5％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。

鋼製品関連事業の売上高は９億70百万円（前年同期比6.1％減）、営業利益は１億23百万円（前年同期比25.9％

増）となりました。耐火金庫では指紋・静脈認証耐火金庫に次いで最もセキュリティーを強化した虹彩・顔認証耐

火金庫の拡販に努めました。また、操作履歴機能付指紋認証キーボックス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。

デンタル関連事業の売上高は10億61百万円（前年同期比21.0％減）、営業利益は31百万円（前年同期比75.1％

減）となりました。各種歯科ユニット等の新規開拓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の売上高は12億64百万円（前年同期比14.3％減）、営業利益は77百万円（前年同期比54.5

％減）となりました。札幌工場・川島工場の生産性向上、新商品開発及び提案活動等に努めましたが、前年同期実

績を下回りました。

ＯＡフロア関連事業の売上高は36百万円（前年同期比54.5％減）、営業利益は２百万円（前年同期比56.4％減）

となりました。

不動産賃貸関連事業の売上高は１億63百万円（前年同期比0.8％増）、営業利益は１億33百万円（前年同期比1.7

％増）となりました。

その他の売上高は60百万円（前年同期比24.1％減）、営業利益は16百万円（前年同期比17.3％減）となりまし

た。

（２）財政状態に関する説明

当第３四半期連結会計期間末の総資産は48億98百万円となり、前連結会計年度末に比べ１億４百万円減少しまし

た。

流動資産は28億25百万円となり、前連結会計年度末に比べ、現金及び預金の増加１億48百万円、受取手形及び売

掛金の減少１億93百万円等により、４百万円減少しました。

固定資産は20億72百万円となり、前連結会計年度末に比べ、有形固定資産の減少34百万円、投資有価証券の減少

21百万円、退職給付に係る資産の減少47百万円等により、99百万円減少しました。

流動負債は13億81百万円となり、前連結会計年度末に比べ、支払手形及び買掛金の減少３億52百万円、賞与引当

金の増加１億円、未払金の増加65百万円、未払法人税等の増加64百万円等により、１億18百万円減少しました。

固定負債は２億57百万円となり、前連結会計年度末に比べ、繰延税金負債の減少58百万円等により、53百万円減

少しました。

純資産は32億59百万円となり、前連結会計年度末に比べ、利益剰余金の増加１億16百万円、自己株式の増加33百

万円、その他有価証券評価差額金の減少18百万円等により、67百万円増加しました。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

連結業績予想につきましては、2020年５月15日公表の変業績予想を本日、修正いたしました。詳細につきまして

は本日付「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。
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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(2019年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2020年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,219,999 1,368,248

受取手形及び売掛金 1,342,825 1,149,655

電子記録債権 41,620 25,410

商品及び製品 94,226 118,381

仕掛品 17,978 12,301

原材料 111,272 101,974

その他 2,585 49,792

流動資産合計 2,830,508 2,825,764

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 357,787 335,327

機械装置及び運搬具（純額） 167,365 156,074

土地 980,731 980,731

その他（純額） 10,476 9,536

有形固定資産合計 1,516,361 1,481,670

無形固定資産

ソフトウエア 2,182 5,422

無形固定資産合計 2,182 5,422

投資その他の資産

投資有価証券 151,610 130,007

退職給付に係る資産 417,994 370,937

敷金及び保証金 84,208 84,460

その他 310 310

投資その他の資産合計 654,122 585,715

固定資産合計 2,172,666 2,072,808

資産合計 5,003,175 4,898,572
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2019年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2020年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 897,384 545,062

未払金 146,505 211,552

未払法人税等 78,109 142,110

未払消費税等 70,239 84,611

賞与引当金 52,830 153,241

その他 255,042 245,136

流動負債合計 1,500,111 1,381,715

固定負債

繰延税金負債 188,795 130,022

役員退職慰労引当金 62,367 67,488

その他 59,547 59,547

固定負債合計 310,709 257,057

負債合計 1,810,821 1,638,773

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 1,955,857 2,072,556

自己株式 △2,438 △35,815

株主資本合計 3,108,218 3,191,541

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 35,416 17,364

その他の包括利益累計額合計 35,416 17,364

非支配株主持分 48,719 50,894

純資産合計 3,192,354 3,259,799

負債純資産合計 5,003,175 4,898,572
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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 2019年１月１日
　至 2019年９月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2020年１月１日
　至 2020年９月30日)

売上高 4,172,908 3,555,959

売上原価 2,964,431 2,581,029

売上総利益 1,208,477 974,929

販売費及び一般管理費 879,712 811,364

営業利益 328,765 163,565

営業外収益

受取利息 0 0

受取配当金 3,166 3,464

作業くず売却益 12,834 8,489

受取保険金 － 24,199

助成金収入 － 10,204

受取補償金 － 36,383

その他 3,454 2,774

営業外収益合計 19,455 85,516

営業外費用

手形売却損 108 109

支払手数料 － 58

営業外費用合計 108 167

経常利益 348,112 248,913

特別損失

固定資産売却損 － 1,902

特別損失合計 － 1,902

税金等調整前四半期純利益 348,112 247,011

法人税、住民税及び事業税 155,173 124,955

法人税等調整額 △38,472 △50,806

法人税等合計 116,701 74,149

四半期純利益 231,410 172,861

非支配株主に帰属する四半期純利益 3,328 2,924

親会社株主に帰属する四半期純利益 228,082 169,936

　



日本アイ・エス・ケイ株式会社(7986) 2020年12月期 第３四半期決算短信

6

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 2019年１月１日
　至 2019年９月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2020年１月１日
　至 2020年９月30日)

四半期純利益 231,410 172,861

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △5,720 △18,051

その他の包括利益合計 △5,720 △18,051

四半期包括利益 225,690 154,809

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 222,361 151,885

非支配株主に係る四半期包括利益 3,328 2,924
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（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

該当事項はありません。

（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。

（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 2019年１月１日 至 2019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

1,033,142 1,343,141 1,474,910 79,241 162,270 4,092,705 80,203 4,172,908 － 4,172,908

2.セグメ

ント間

の内部

売上高

又は振

替高

－ － 18,616 － 2,484 21,100 － 21,100 △21,100 －

計 1,033,142 1,343,141 1,493,526 79,241 164,754 4,113,805 80,203 4,194,009 △21,100 4,172,908

セグメン

ト利益
98,472 127,523 169,706 6,182 131,041 532,926 19,631 552,557 △223,792 328,765

(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△223,792千円は、主に各報告セグメントに配分していない全社費用であり、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 2020年１月１日 至 2020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

970,089 1,061,398 1,264,074 36,022 163,517 3,495,102 60,856 3,555,959 － 3,555,959

2.セグメ

ント間

の内部

売上高

又は振

替高

－ － 12,103 － 2,484 14,587 － 14,587 △14,587 －

計 970,089 1,061,398 1,276,178 36,022 166,001 3,509,690 60,856 3,570,546 △14,587 3,555,959

セグメン

ト利益
123,958 31,792 77,217 2,692 133,273 368,934 16,232 385,167 △221,601 163,565

(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△221,601千円は、主に各報告セグメントに配分していない全社費用であり、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。

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

　


