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(百万円未満切捨て)

１．2021年12月期第１四半期の連結業績（2021年１月１日～2021年３月31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 ％

2021年12月期第１四半期 1,634 10.1 280 321.1 287 308.9 202 364.1

2020年12月期第１四半期 1,484 △1.8 66 △60.8 70 △60.0 43 △62.9
(注) 包括利益 2021年12月期第１四半期 217百万円( 580.4％) 2020年12月期第１四半期 31百万円(△74.0％)
　

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

2021年12月期第１四半期 117.83 －

2020年12月期第１四半期 24.56 －
　

　

（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 ％

2021年12月期第１四半期 5,702 3,504 60.5

2020年12月期 5,373 3,339 61.2
(参考) 自己資本 2021年12月期第１四半期 3,450百万円 2020年12月期 3,287百万円
　　

　

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

2020年12月期 － － － 30.00 30.00

2021年12月期 －

2021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
　　

　

３．2021年12月期の連結業績予想（2021年１月１日～2021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 5,000 △0.0 260 △13.4 285 △28.8 200 △24.1 116.51
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無
　

　　



※ 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) 2021年12月期１Ｑ 1,776,000株 2020年12月期 1,776,000株

② 期末自己株式数 2021年12月期１Ｑ 59,470株 2020年12月期 59,410株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年12月期１Ｑ 1,716,575株 2020年12月期１Ｑ 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１四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１四半期連結累計期間の業績は、売上高16億34百万円（前年同期比10.1％増）、

経常利益２億87百万円（同308.9％増）、親会社株主に帰属する四半期純利益２億２百万円（同364.1％増）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４億59百万円（前年同期比16.4％増）、営業利益は１億38百万円（前年同期比229.0

％増）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結果、販売実績は前年同期を上回りました。

デンタル関連事業の売上高は５億75百万円（前年同期比37.8％増）、営業利益は１億13百万円（前年同期比

1,809.3％増）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

たしました結果、販売実績は前年同期を上回りました。

書庫ロッカー関連事業の売上高（外部顧客）は５億29百万円（前年同期比9.1％減）、営業利益は82百万円（前

年同期比104.4％増）となりました。札幌工場・川島工場の生産性向上、新規顧客の開拓推進等に努めましたが、

販売実績は前年同期を下回りました。

不動産賃貸関連事業の売上高は38百万円（前年同期比29.9％減）、営業利益は29百万円（前年同期比34.1％

減）となりました。

その他の売上高は32百万円（前年同期比10.1％減）、営業利益は11百万円（前年同期比7.0％増）となりまし

た。

なお、報告セグメントの区分を変更しており、前年同期比較については、前年同期の数値を変更後のセグメン

ト区分に組み替えた数値で比較しております。

（２）財政状態に関する説明

当第１四半期連結会計期間末の総資産は57億２百万円となり、前連結会計年度末に比べ３億28百万円増加しまし

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34百万円、受取手形及び売掛金の増加２億３百万

円、電子記録債権の増加15百万円、原材料の増加35百万円等により、２億90百万円増加しました。

固定資産は、前連結会計年度末に比べ、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５百万円、

投資有価証券の増加18百万円、退職給付に係る資産の増加36百万円等により、37百万円増加しました。

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１億32百万円、未払金の増加18百万円、未

払消費税等の減少74百万円、賞与引当金の増加98百万円等により、１億93百万円増加しました。

固定負債は、前連結会計年度末に比べ、繰延税金負債の減少31百万円等により、29百万円減少しました。

純資産は、前連結会計年度末に比べ、利益剰余金の増加１億50百万円、その他有価証券評価差額金の増加12百

万円等により、１億64百万円増加しました。

（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、2021年２月15日公表の業績予想に変更ありません。なお、業績見通しに変更が生じ

る場合には速やかにお知らせいたします。

　



日本アイ・エス・ケイ株式会社(7986) 2021年12月期 第１四半期決算短信

3

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
(2020年12月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2021年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,489,946 1,524,097

受取手形及び売掛金 1,383,174 1,586,624

電子記録債権 34,940 50,529

商品及び製品 93,446 92,656

仕掛品 19,647 23,559

原材料 103,196 138,538

その他 20,856 19,952

流動資産合計 3,145,209 3,435,958

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 350,430 343,770

機械装置及び運搬具（純額） 144,160 139,155

土地 980,731 980,731

その他（純額） 13,828 9,252

有形固定資産合計 1,489,151 1,472,909

無形固定資産

ソフトウエア 4,906 4,389

無形固定資産合計 4,906 4,389

投資その他の資産

投資有価証券 119,501 137,953

退職給付に係る資産 530,250 566,418

敷金及び保証金 84,603 84,531

その他 310 310

投資その他の資産合計 734,665 789,213

固定資産合計 2,228,723 2,266,512

資産合計 5,373,932 5,702,471
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2020年12月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2021年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 764,461 897,329

未払金 304,121 322,816

未払法人税等 102,044 126,814

未払消費税等 146,339 72,250

賞与引当金 49,461 148,385

その他 315,874 307,874

流動負債合計 1,682,302 1,875,470

固定負債

繰延税金負債 223,359 192,109

役員退職慰労引当金 69,195 70,902

その他 59,547 59,547

固定負債合計 352,101 322,558

負債合計 2,034,403 2,198,029

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 2,166,130 2,316,888

自己株式 △63,707 △63,783

株主資本合計 3,257,223 3,407,905

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 30,416 42,447

その他の包括利益累計額合計 30,416 42,447

非支配株主持分 51,888 54,089

純資産合計 3,339,528 3,504,442

負債純資産合計 5,373,932 5,702,471
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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 2020年１月１日
　至 2020年３月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2021年１月１日
　至 2021年３月31日)

売上高 1,484,970 1,634,315

売上原価 1,091,014 1,082,656

売上総利益 393,956 551,659

販売費及び一般管理費 327,289 270,911

営業利益 66,667 280,748

営業外収益

受取利息 0 0

受取配当金 405 1,092

作業くず売却益 2,702 4,282

その他 622 1,686

営業外収益合計 3,730 7,061

営業外費用

手形売却損 37 108

営業外費用合計 37 108

経常利益 70,360 287,701

特別損失

固定資産売却損 1,902 －

固定資産除却損 － 127

特別損失合計 1,902 127

税金等調整前四半期純利益 68,457 287,574

法人税、住民税及び事業税 93,159 118,927

法人税等調整額 △68,697 △36,559

法人税等合計 24,461 82,367

四半期純利益 43,995 205,206

非支配株主に帰属する四半期純利益 415 2,951

親会社株主に帰属する四半期純利益 43,580 202,255
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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 2020年１月１日
　至 2020年３月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2021年１月１日
　至 2021年３月31日)

四半期純利益 43,995 205,206

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △12,068 12,031

その他の包括利益合計 △12,068 12,031

四半期包括利益 31,927 217,237

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 31,511 214,286

非支配株主に係る四半期包括利益 415 2,951
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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１四半期連結累計期間（自 2020年１月１日 至 2020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

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

不動産賃貸関

連事業
計

売上高

1.外部顧客へ

の売上高
394,501 417,508 582,371 54,401 1,448,784 36,186 1,484,970 － 1,484,970

2.セグメント

間の内部売

上高又は振

替高

－ － 6,941 828 7,769 － 7,769 △7,769 －

計 394,501 417,508 589,313 55,229 1,456,553 36,186 1,492,740 △7,769 1,484,970

セグメント利

益
41,984 5,931 40,173 44,319 132,408 10,446 142,854 △76,187 66,667

(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△76,187千円は、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。

３.報告セグメントの変更等に関する事項

該当事項はありません。
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Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自 2021年１月１日 至 2021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

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

不動産賃貸関

連事業
計

売上高

1.外部顧客へ

の売上高
459,103 575,172 529,344 38,147 1,601,768 32,547 1,634,315 － 1,634,315

2.セグメント

間の内部売

上高又は振

替高

－ － 7,923 828 8,751 － 8,751 △8,751 －

計 459,103 575,172 537,267 38,975 1,610,519 32,547 1,643,066 △8,751 1,634,315

セグメント利

益
138,122 113,251 82,110 29,217 362,703 11,180 373,883 △93,135 280,748

(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△93,135千円は、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。

３.報告セグメントの変更等に関する事項

　当第１四半期連結会計期間より、「ＯＡフロア関連事業」について量的な重要性が減ったため、「その他」に含

めて記載する方法に変更しております。

　なお、前第１四半期連結累計機関のセグメント情報については、変更後の報告セグメント区分に基づき作成した

ものを開示しております。

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

　


