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1.  平成21年3月期第1四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年6月30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 ％

21年3月期第1四半期 1,186 ― 106 ― 175 ― 97 ―

20年3月期第1四半期 749 △7.0 138 ― 146 ― 85 △61.9

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

21年3月期第1四半期 2.57 ―

20年3月期第1四半期 2.26 ―

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

21年3月期第1四半期 23,370 7,233 30.9 191.33
20年3月期 21,901 7,152 32.7 189.21

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  7,223百万円 20年3月期  7,152百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― ― ― 5.00 5.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ― ― 5.00 5.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率） 

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  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2四半期連結累計期間 2,700 42.7 90 25.0 60 27.7 40 900.0 1.06
通期 11,500 30.9 850 △13.2 790 △7.8 470 △15.8 12.43

4.  その他 

(1) 期中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）  有  

（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧下さい。  

(2) 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  無  

(3) 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（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等の変更に記載されるもの） 

（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧下さい。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
(1)当資料に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況の変化等に
より、上記数値と異なる場合があります。なお、業績予想に関連する事項は、２ページの【定性的情報・財務諸表等】３．連結業績予想に関する定性的情報をご覧下さい。 
(2)当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号 平成19年３月14日）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会
計基準適用指針第14号 平成19年３月14日）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

新規 1 社 （社名 アイアイダブリュー・タイ・カンパニー・リミテッド ） 除外 ― 社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第1四半期  37,840,000株 20年3月期  37,840,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  35,994株 20年3月期  35,108株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期  37,804,112株 20年3月期第1四半期  37,807,523株



【定性的情報・財務諸表等】

１．連結経営成績に関する定性的情報

当第１四半期は、原油、原材料価格の高騰や米国経済減速等の影響により、企業収益が減少し、設備投資や個人消

費に停滞感が強まるなど、わが国経済を取り巻く環境が厳しさを増しております。

　このような情勢の下で、当社グループは、平成18年４月にスタートした三ヵ年経営計画の最終年度として、目標の

完遂を目指してグループ一丸となって諸施策に取り組んでまいりました。 

　鉄構事業は、当社グループの主要顧客先である石油、電力、ガス業界及び重化学工業界における設備投資が景気後

退懸念から減速感が見られ、国内においては一段と受注競争が激化する中で、グループ一丸となって受注の確保に努

めました。また、海外では東南アジアを中心に積極的な営業活動を展開いたしました。その結果、受注高は63億86百

万円となりました。

　売上高につきましては、工事の完工時期が第４四半期に集中する傾向もあって、低水準の結果となりました。

　不動産事業は、安定賃貸収入に支えられて順調に推移し、ガス事業も各種ガス類の出荷量が堅調に推移するなど、

予定通りの業績となりました。

２．連結財政状態に関する定性的情報

　当第１四半期末の総資産は、工事完工時期の第４四半期集中傾向等による仕掛品の増加等により、前期末比14億68

百万円増の233億70百万円となりました。

負債合計は、前受金の増加等により、前期末比13億88百万円増の161億37百万円となりました。

　純資産合計は、配当金の支払いによる利益剰余金の減少があったものの、四半期純利益及びその他有価証券評価差

額金の増加等により、前期末比80百万円増の72億33百万円となりました。

自己資本比率は、前期末に比べ1.8ポイント減少し、30.9％となりました。

３．連結業績予想に関する定性的情報

　鉄構事業は、国内では依然として熾烈な受注競争が続くものと予想されますが、海外では東南アジアで工事が完工

する予定であり売上の増加が見込まれます。一方、原価面では原材料の高騰や工事費の上昇等によるコストアップが

予想されます。

　不動産事業の業績は、安定賃貸収入により堅調に推移するものと予想されます。

　業績予想（平成20年５月16日発表）の見直しは行っておりません。
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４．その他

（１）期中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）

当第１四半期連結会計期間より、前連結会計年度まで非連結子会社でありましたアイアイダブリュー・タイ・

カンパニー・リミテッドを重要性が増したため、連結の範囲に含めております。　

（２）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

　　該当事項はありません。　　　

（３）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

①  当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に

関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務

諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

②  製品及び原材料については、従来、移動平均法による原価法によっておりましたが、当第１四半期連結会計

期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号　平成18年７月５日）が適用されたこと

に伴い、移動平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）によ

り算定しております。

これによる営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響はありません。

③  所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっ

ておりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計審議

会第一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適

用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会　会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））が平

成20年４月１日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用することができることになった

ことに伴い、当第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る会計処理に

よっております。また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法について

は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

これによる営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響はありません。
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５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末 
(平成20年6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20年3月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,751,692 1,489,517 

受取手形及び売掛金（純額） 2,690,969 3,185,673 

有価証券 1,148 1,115 

製品 356 48 

原材料 12,400 12,793 

仕掛品 5,735,026 4,136,480 

未収消費税等 228,984 228,984 

その他 187,667 165,508 

流動資産合計 10,608,246 9,220,122 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 7,911,413 7,975,784 

その他（純額） 2,036,615 2,028,500 

有形固定資産合計 9,948,028 10,004,285 

無形固定資産 20,728 19,390 

投資その他の資産 2,793,207 2,657,653 

固定資産合計 12,761,964 12,681,328 

資産合計 23,370,211 21,901,450 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,629,724 2,595,412 

短期借入金 2,516,510 2,217,616 

1年内返済予定の長期借入金 250,000 250,000 

未払法人税等 111,678 74,635 

前受金 2,241,829 1,278,476 

引当金 153,029 89,795 

その他 132,296 119,050 

流動負債合計 8,035,068 6,624,986 

固定負債   

長期借入金 1,750,000 1,812,500 

繰延税金負債 1,304,618 1,187,734 

退職給付引当金 655,865 706,731 

役員退職慰労引当金 181,310 178,310 

仕掛工事損失引当金 264,261 264,261 

長期預り保証金 3,937,524 3,973,953 

その他 8,408 － 

固定負債合計 8,101,987 8,123,490 

負債合計 16,137,056 14,748,477 



（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末 
(平成20年6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20年3月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,892,000 1,892,000 

資本剰余金 1,390,995 1,390,995 

利益剰余金 3,265,268 3,364,427 

自己株式 △7,397 △7,234 

株主資本合計 6,540,867 6,640,189 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 680,909 513,275 

為替換算調整勘定 1,327 △491 

評価・換算差額等合計 682,237 512,784 

少数株主持分 10,049 － 

純資産合計 7,233,154 7,152,973 

負債純資産合計 23,370,211 21,901,450 



（2）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）

当第1四半期連結累計期間 
(自 平成20年4月1日 

 至 平成20年6月30日) 

売上高 1,186,340 

売上原価 811,065 

売上総利益 375,275 

販売費及び一般管理費 268,541 

営業利益 106,733 

営業外収益  

受取利息及び配当金 24,596 

為替差益 68,604 

その他 8,112 

営業外収益合計 101,313 

営業外費用  

支払利息 25,942 

支払手数料 6,724 

その他 265 

営業外費用合計 32,933 

経常利益 175,113 

特別利益  

投資有価証券売却益 47,364 

特別利益合計 47,364 

特別損失  

投資有価証券売却損 26,016 

特別損失合計 26,016 

税金等調整前四半期純利益 196,461 

法人税、住民税及び事業税 106,758 

法人税等調整額 △7,538 

法人税等合計 99,220 

四半期純利益 97,241 



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第1四半期連結累計期間 
(自 平成20年4月1日 

 至 平成20年6月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純利益 196,461 

減価償却費 74,790 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 8,828 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △50,866 

賞与引当金の増減額（△は減少） 51,215 

その他の引当金の増減額（△は減少） 15,019 

受取利息及び受取配当金 △24,596 

支払利息 25,942 

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） △21,348 

売上債権の増減額（△は増加） 487,267 

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,597,930 

前受金の増減額（△は減少） 952,884 

その他 △104,635 

小計 13,032 

利息及び配当金の受取額 24,596 

利息の支払額 △25,942 

法人税等の支払額 △65,675 

営業活動によるキャッシュ・フロー △53,989 

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形固定資産の取得による支出 △6,608 

投資有価証券の売却による収入 188,170 

その他 △8,774 

投資活動によるキャッシュ・フロー 172,787 

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入れによる収入 300,000 

長期借入金の返済による支出 △62,500 

配当金の支払額 △189,024 

その他 △1,938 

財務活動によるキャッシュ・フロー 46,537 

現金及び現金同等物に係る換算差額 68,490 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 233,825 

現金及び現金同等物の期首残高 1,490,633 

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 28,381 

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,752,840 



　当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に

従い四半期連結財務諸表を作成しております。

（４）継続企業の前提に関する注記

　該当事項はありません。

（５）セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

当第１四半期連結累計期間 （自 平成20年４月１日  至 平成20年６月30日）

 
鉄構事業
（千円）

不動産事業
（千円）

ガス事業
（千円）

計（千円）
消去又は全
社（千円）

連結
（千円）

売上高 757,847 327,437 101,056 1,186,340 ― 1,186,340

営業損益（△は損失） △93,091 209,012 △7,541 108,379 (1,645) 106,733

ｂ．所在地別セグメント情報

当第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年６月30日）

本邦以外の売上高がないため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。

ｃ．海外売上高

当第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年６月30日）

海外売上高がないため該当事項はありません。

（６）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。
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「参考資料」

前四半期に係る財務諸表等

（１）（要約）四半期連結損益計算書

科目

前年同四半期
（平成20年3月期
第1四半期）

金額（千円）

Ⅰ　売上高 749,900

Ⅱ　売上原価 409,452

売上総利益 340,448

Ⅲ　販売費及び一般管理費 202,263

営業利益 138,185

Ⅳ　営業外収益  

　1.受取利息・配当金 21,754

　2.その他 11,889

Ⅴ　営業外費用  

　1.支払利息 14,847

　2.その他 10,498

経常利益 146,483

Ⅵ　特別利益 ―

Ⅶ　特別損失 ―

税金等調整前四半期純利益 146,483

税金費用 61,205

四半期純利益 85,278

（２）セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

四半期セグメント別売上高　前年同四半期（平成20年3月期第1四半期）

鉄構事業
（千円）

不動産事業
（千円）

ガス事業
（千円）

計（千円）

平成20年3月期第一四半期 188,787 405,758 155,355 749,900

－ 2 －


	㈱石井鐵工所（6362）平成21年３月期　第１四半期決算短信: ㈱石井鐵工所（6362）平成21年３月期　第１四半期決算短信
	- 1 -: - 1 -
	- 2 -: - 2 -
	- 3 -: - 3 -
	- 4 -: - 4 -
	- 5 -: - 5 -
	- 6 -: - 6 -
	- 7 -: - 7 -
	- 8 -: - 8 -
	- 9 -: - 9 -


