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1.  平成21年3月期第3四半期の業績（平成20年4月1日～平成20年12月31日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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3四半期 44,036 ― 1,101 ― 1,141 ― 614 ―
20年3月期第3四半期 40,746 24.6 1,700 98.9 1,745 83.5 958 98.4

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

21年3月期第3四半期 21.62 ―
20年3月期第3四半期 33.70 ―

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3四半期 61,202 19,340 31.6 680.20
20年3月期 56,561 19,186 33.9 674.70

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  19,340百万円 20年3月期  19,186百万円

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 ― 7.00 ― 10.00 17.00
21年3月期 ― 7.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 10.00 17.00

3.  平成21年3月期の業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）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

通期 67,000 8.6 2,100 1.0 2,100 0.8 1,100 0.7 38.65

4.  その他 
(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

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

(2) 四半期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．その他をご覧ください。  

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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3四半期  28,459,991株 20年3月期  28,459,991株
② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  25,940株 20年3月期  23,340株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年3月期第3四半期  28,435,702株 20年3月期第3四半期  28,438,280株

※ １ 上記に記載した予想数値は，本資料作成日現在において入手可能な情報に基づき記載したものであり，実際の業績はさまざまな要因によって，上記予想数値と
異なる可能性があります。 
  ２ 当期より「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，「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。  
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【定性的情報・財務諸表等】 

１．経営成績に関する定性的情報 

当社の第３四半期の業績は概ね予定どおり推移しており,売上高は 44,036 百万円となりました。 

なお，第３四半期の売上高は，通期業績予想（売上高 67,000 百万円）の 65.7％程度にとどまってお

りますが，これは当社の四半期業績の特性として売上高が期末に集中する傾向にあるためであります。 

従いまして，当期の業績予想におきましても，第１及び第３四半期に比べて第２及び第４四半期のウ

ェートが高い業績予想となっております。 

 

２．財政状態に関する定性的情報 

当第３四半期末における総資産は，前事業年度末に対して 4,641 百万円増加し，61,202 百万円となり

ました。これは主にたな卸資産が増加したことによるものであります。 

負債は，前事業年度末に対して 4,486 百万円増加し，41,861 百万円となりました。これは主に，前受

金が増加したことによるものであります。 

純資産は，前事業年度末に対して154百万円増加し，19,340百万円となりました。これは主に，四半期

純利益の増加により利益剰余金が増加したことによるものであります。 

 

３．業績予想に関する定性的情報 

平成 21 年３月期の業績予想につきましては，平成 20 年５月 14 日に発表いたしましたとおり変更事項

はありません。 
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４．その他 

(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

① 簡便な会計処理 
 
１ 一般債権の貸倒見積高の算定方法 

当第３四半期会計期間末の貸倒実績率等が前事業年度末に算定したものと著しい変化が認められな

いため，前事業年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積額を算定しております。 

２ たな卸資産の評価方法 

当第３四半期会計期間末のたな卸高の算出に関しては，一部実地たな卸しを省略し，前事業年度末の

実地たな卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 

また，たな卸資産の簿価切下げに関しては収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を

見積もり，簿価切下げを行なう方法によっております。 

３ 固定資産の減価償却費の算定方法 

固定資産の年度中の取得，売却又は除却等の見積もりを考慮した予算に基づく年間償却予定額を期間

按分する方法によっております。 

なお，定率法を採用している資産については，事業年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定す

る方法によっております。 

４ 繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては，前事業年度末以降に経営環境等，かつ，一時差異等の

発生状況に著しい変化がないと認められるので，前事業年度において使用した将来の業績予測やタック

ス・プランニングを利用する方法によっております。 

 

② 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理 
 

税金費用の計算 

当事業年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積もり，税引前四

半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。 
 
(2) 四半期財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続き，表示方法等の変更 2) 四半期財務諸表作成に

係る会計処理の原則・手続き，表示方法等の変 
棚卸資産の評価に関する会計基準の適用 

「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第９

号）を当第1四半期会計期間から適用しております。 

評価基準については，原価法から原価法（収益性の低下による簿価切り下げの方法）に変更してお

ります。 

この結果，従来の方法に比べて，売上総利益，経常利益及び税引前四半期純利益がそれぞれ104,476

千円減少しております。 
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5.【四半期財務諸表】 
(1)【四半期貸借対照表】 

（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成20年12月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,018,505 2,021,678

受取手形及び売掛金 16,204,268 18,504,685

有価証券 1,000,000  

たな卸資産 17,141,785 9,861,495

短期貸付金 6,000,000 8,950,000

その他 2,718,406 2,538,347

貸倒引当金 △21,659 △22,937

流動資産合計 47,061,307 41,853,269

固定資産   

有形固定資産   

土地 4,251,150 4,329,083

その他（純額） 2,593,391 2,764,151

有形固定資産合計 6,844,542 7,093,235

無形固定資産 1,576,901 1,938,938

投資その他の資産   

繰延税金資産 2,599,223 2,595,697

その他 3,262,443 3,168,601

貸倒引当金 △141,795 △88,139

投資その他の資産合計 5,719,870 5,676,160

固定資産合計 14,141,314 14,708,333

資産合計 61,202,621 56,561,603

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 19,611,149 16,394,772

短期借入金 1,730,000 1,730,000

1年内返済予定の長期借入金 100,000 100,000

未払法人税等 0 957,319

前受金 9,509,666 6,401,723

賞与引当金 696,101 1,237,495

保証工事引当金 1,062,977 1,093,317

受注工事損失引当金 1,250,831 1,096,064

その他 1,345,606 1,534,345

流動負債合計 35,306,332 30,545,037

固定負債   

退職給付引当金 6,382,848 6,647,829

その他 172,685 182,496

固定負債合計 6,555,533 6,830,325

負債合計 41,861,866 37,375,362
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（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成20年12月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,647,499 2,647,499

資本剰余金 1,396,334 1,396,334

利益剰余金 15,337,119 15,205,685

自己株式 △8,920 △7,947

株主資本合計 19,372,032 19,241,571

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △11,419 9,932

繰延ヘッジ損益 △19,857 △65,264

評価・換算差額等合計 △31,277 △55,331

純資産合計 19,340,755 19,186,240

負債純資産合計 61,202,621 56,561,603

石川島運搬機械株式会社（6321）平成21年３月期　第３四半期決算短信（非連結）

－5－



(2)【四半期損益計算書】 
【第３四半期累計期間】 

（単位：千円）

当第３四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 44,036,001

売上原価 37,151,581

売上総利益 6,884,420

販売費及び一般管理費 5,782,889

営業利益 1,101,531

営業外収益 214,199

営業外費用 174,506

経常利益 1,141,223

特別利益 38,128

特別損失 13,460

税引前四半期純利益 1,165,892

法人税、住民税及び事業税 551,029

法人税等調整額 0

法人税等合計 551,029

四半期純利益 614,862
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(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：千円）

当第３四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前四半期純利益 1,165,892

減価償却費 851,673

賞与引当金の増減額（△は減少） △598,441

退職給付引当金の増減額（△は減少） △266,051

保証工事引当金の増減額（△は減少） △30,340

受注工事損失引当金の増減額（△は減少） 154,767

受取利息及び受取配当金 △91,157

支払利息 20,340

売上債権の増減額（△は増加） 2,527,160

たな卸資産の増減額（△は増加） △7,122,990

仕入債務の増減額（△は減少） 2,922,538

前受金の増減額（△は減少） 3,107,942

未払消費税等の増減額（△は減少） △215,338

その他 139,484

小計 2,565,481

利息及び配当金の受取額 79,933

利息の支払額 △19,898

法人税等の支払額 △1,559,585

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,065,931

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 △490,840

無形固定資産の取得による支出 △77,800

その他 14,473

投資活動によるキャッシュ・フロー △554,167

財務活動によるキャッシュ・フロー  

配当金の支払額 △483,103

その他 △972

財務活動によるキャッシュ・フロー △484,076

現金及び現金同等物に係る換算差額 △7,177

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 76,317

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 96,827

現金及び現金同等物の期首残高 10,921,678

現金及び現金同等物の四半期末残高 11,018,505
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当期より「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，「四半期財務諸表等規

則」に従い四半期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) 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】 

 

（要約）四半期損益計算書 

（単位：千円） 

前年同四半期 
（平成 20 年３月期 

第３四半期） 
科目 

金額 百分比

 ％

Ⅰ 売上高 40,746,013 100.0

Ⅱ 売上原価 33,777,920 82.9

売上総利益 6,968,093 17.1

Ⅲ 販売費及び一般管理費 5,267,264 12.9

営業利益 1,700,828 4.2

Ⅳ 営業外収益 149,727 0.4

Ⅴ 営業外費用 105,184 0.3

経常利益 1,745,371 4.3

Ⅵ 特別利益 32,099 0.1

Ⅶ 特別損失 3,576 0.0

税引前四半期純利益 1,773,895 4.4

  法人税，住民税及び事業税 815,467

  法人税等調整額 －

  四半期純利益 958,428 2.4

 

（注） 前年同四半期における税金費用については，簡便な方法を採用しているため，法人税等調整額は「法人税，住

民税及び事業税」に含めて記載しております。 
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（要約）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円） 

 
前年同四半期 

（平成 20 年３月期 
第３四半期） 

区分 金額 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前四半期純利益 1,773,895 

   減価償却費 810,245 

   減損損失 2,000 

   賞与引当金の減少額 △503,322 

   退職給付引当金の減少額 △305,759 

   受取利息及び受取配当金 △39,079 

   支払利息 21,434 

   売上債権の減少額 5,813,892 

   たな卸資産の増加額 △3,827,809 

   仕入債務の減少額 △523,837 

   未払金の減少額 △46,588 

   その他 2,700,008 

小計 5,875,078 

   利息及び配当金の受取額 34,589 

   利息の支払額 △21,649 

   法人税等の支払額 △656,599 

営業活動によるキャッシュ・フロー 5,231,418 

Ⅱ 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 △286,906 

   無形固定資産の取得による支出 △24,444 

   その他 △250,717 

投資活動によるキャッシュ・フロー △562,068 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー  

   短期借入金の返済による支出額 △500,000 

   配当金の支払額 △341,785 

   その他 △700 

  財務活動によるキャッシュ・フロー △842,485 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △2,192 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 3,824,670 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 7,487,463 

Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末残高 11,312,134 
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６．四半期生産，受注及び販売の状況 
生産実績                                    (単位：千円)

 当四半期 
（平成 21 年３月期 
 第３四半期） 

前年同四半期 
（平成 20 年３月期 
 第３四半期） 

前期 
（平成 20 年３月期） 

区分 金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比

 ％ ％ ％

パ－キングシステム 29,122,950 55.1 26,056,801 57.3 35,475,450 57.3 

運搬・物流システム 23,734,526 44.9 19,428,846 42.7 26,384,633 42.7 

合計 52,857,477 100.0 45,485,648 100.0 61,860,083 100.0 

 

受注高                                     (単位：千円)

 当四半期 
（平成 21 年３月期 
 第３四半期） 

前年同四半期 
（平成 20 年３月期 
 第３四半期） 

前期 
（平成 20 年３月期） 

区分 金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比
 ％ ％ ％

パ－キングシステム 26,150,582 55.9 26,217,360 48.5 37,105,343 48.7 

運搬・物流システム 20,594,573 44.1 27,860,234 51.5 39,032,177 51.3 

合計 46,745,155 100.0 54,077,594 100.0 76,137,520 100.0 

 

売上高                                     (単位：千円)

 
当四半期 

（平成 21 年３月期 
 第３四半期） 

前年同四半期 
（平成 20 年３月期 
 第３四半期） 

前期 
（平成 20 年３月期） 

区分 金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比
 ％ ％ ％

パ－キングシステム 21,993,786 49.9 21,638,887 53.1 34,242,603 55.5 

運搬・物流システム 22,042,215 50.1 19,107,126 46.9 27,472,698 44.5 

合計 44,036,001 100.0 40,746,013 100.0 61,715,301 100.0 

 

受注残高                                    (単位：千円)

 
当四半期 

（平成 21 年３月期 
 第３四半期末） 

前年同四半期 
（平成 20 年３月期 
 第３四半期末） 

前期 
（平成 20 年３月期末）

区分 金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 
 ％ ％ ％

パ－キングシステム 32,999,493 47.2 30,558,430 46.2 28,842,697 42.9 

運搬・物流システム 36,903,945 52.8 35,545,217 53.8 38,351,587 57.1 

合計 69,903,438 100.0 66,103,647 100.0 67,194,284 100.0 
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