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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 2,730 ― 202 ― 210 ― 70 ―

20年3月期第3四半期 3,540 10.8 638 1.7 651 1.9 383 15.2

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 9.10 ―

20年3月期第3四半期 49.34 ―

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 8,253 7,193 87.2 925.41
20年3月期 8,593 7,250 84.4 932.56

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  7,193百万円 20年3月期  7,250百万円

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  有  
 

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 ― 0.00 ― 15.00 15.00
21年3月期 ― 0.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 10.00 10.00

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  有  
 

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 3,160 △36.4 50 △94.1 60 △92.9 0 ― 0.00

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  7,800,000株 20年3月期  7,800,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  26,473株 20年3月期  25,100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  7,774,263株 20年3月期第3四半期  7,776,633株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
・上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づいて作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性
があります。 
・当事業年度より「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 

当第３四半期会計期間におけるわが国経済は、世界経済変調と為替相場における円高進行が輸出関連企業の活動

を抑制し、自動車や電気機械など輸出ウエイトの高い製造業を中心に売上高が急速に減少し、また、厳しい収益環境

が影響して設備投資が振るわず、個人消費も伸び悩むなど、景気の悪化が広範囲に浸透しました。 

半導体業界では、パソコン、携帯電話、薄型テレビの主要セット製品の成長鈍化による電子機器の需要減速に加

えて、流通在庫圧縮の影響もあって、半導体メーカーでは一部工場閉鎖を含む大幅な生産調整を実施しており、ま

た、設備投資はキャンセルや延期、凍結の動きが拡大しました。 

このような環境のなかで、当社はお客様のニーズに即した新製品の開発に努め、受注の確保に努めましたが、半

導体関連事業においては、上半期堅調であった自動車搭載関係装置の受注が急激に減少したことから、業況が様変わ

りし、また、不動産・建築関係事業はマンション販売が引き続いて低調であり、浄水事業も販路開拓が難航いたしま

した。 

 その結果、当第３四半期累計期間における売上高は27億3千万円（前年同期比22.9％減）、営業利益は２億２百万

円（同68.3％減）、経常利益は２億１千万円（同67.7％減）、四半期純利益は７千万円（同81.6％減）となりまし

た。 

（注）当第３四半期累計期間の損益計算書と前年同期の損益計算書とでは作成基準が異なるため、前年同期比較に関

る情報は参考として記載しております。 

２．財政状態に関する定性的情報 

（財政状態の変動状況） 

当第３四半期末における総資産は82億５千３百万円（前期末は85億９千３百万円）で、前事業年度末と比べて

３億４千万円減少しました。 

 流動資産は50億５千７百万円で、前事業年度末と比べて２億５千７百万円減少しました。主な増減は、受取手

形及び売掛金が受取手形の入金・売掛金の回収により５億８千４百万円減少しました。 

  固定資産は31億９千５百万円で、前事業年度末と比べて８千２百万円減少しました。  

 流動負債は５億１千３百万円で、前事業年度末と比べて２億５千４百万円減少しました。 

 固定負債は５億４千５百万円で、前事業年度末と比べて２千８百万円減少しました。  

 純資産は71億９千３百万円となり、前事業年度末と比べて５千６百万円減少し、この結果自己資本比率は

87.2％となりました。 

（キャッシュ・フローの状況） 

当第３四半期累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、法人税や配当金等の支払

い、仕入債務の減少等により資金が減少したものの、売上債権の減少を主因に資金が増加し、前事業年度末と比

べ２億４百万円増加して、当第３四半期会計期間末には19億３千９百万円となりました。 

 ・営業活動によるキャッシュ・フロー 

当第３四半期累計期間における営業活動による資金の増加は４億３千１百万円となりました。 

 これは主に法人税等の支払い１億７千２百万円及び仕入債務の減少１億７百万円等により資金が減少したもの

の、税引前四半期純利益１億５千万円の計上及び売上債権５億８千４百万円の減少等により資金が増加したもの

であります。 

 ・投資活動によるキャッシュ・フロー 

当第３四半期累計期間における投資活動による資金の減少は１億９百万円となりました。 

 これは主に有形固定資産の取得及び貸付けによる支出等により資金が減少したものであります。  

 ・財務活動によるキャッシュ・フロー 

当第３四半期累計期間における財務活動による資金の減少は１億１千７百万円となりました。 

 これは主に配当金の支払いにより資金が減少したものであります。  

（株）石井工作研究所(6314)平成21年３月期　第３四半期決算短信（非連結）
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３．業績予想に関する定性的情報 

 第３四半期累計期間における業績の進捗を勘案し、業績予想の見直しを行った結果、平成20年11月12日付当社「平

成21年３月期第２四半期決算短信（非連結）」にて発表いたしました平成21年３月期の業績予想及び期末配当予想を

修正しております。 

 詳細は平成21年２月９日付にて別途開示いたしました、「平成21年３月期業績予想及び期末配当予想の修正に関す

るお知らせ」をご参照ください。 

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 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ないと認められるた

め、前事業年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高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棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前事業年度末の実地棚卸高を基礎

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

り、簿価切下げを行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 

 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 法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

 法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目を重要なものに限定する方法によっておりま

す。 

 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想やタックス・プランニ

ングを利用する方法によっております。 

（２）四半期財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（会計処理の変更） 

 ① 当事業年度より「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。 

 ② たな卸資産の評価基準及び評価方法の変更 

 通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として原価法によっておりましたが、当事業年

度における第１四半期会計期間より「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、主として原価法（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。 

 この変更に伴う当第３四半期累計期間の損益に与える影響はありません。  

（追加情報） 

 ① 有形固定資産の耐用年数の変更 

 当事業年度における第１四半期会計期間から、機械及び装置の耐用年数については法人税法の改正を契機と

して見直しを行い、一部の資産について耐用年数を短縮して減価償却費を算出する方法に変更しております。 

 この変更に伴う当第３四半期累計期間の損益に与える影響は軽微であります。 

（株）石井工作研究所(6314)平成21年３月期　第３四半期決算短信（非連結）
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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 1,403,273 1,435,425

受取手形及び売掛金 1,812,654 2,397,166

有価証券 536,030 299,710

商品 39,851 39,851

販売用不動産 135,217 148,389

製品 1,933 2,341

半製品 171,766 138,022

原材料 130,191 120,607

仕掛品 475,476 474,543

その他 410,594 309,762

貸倒引当金 △59,463 △50,380

流動資産合計 5,057,525 5,315,439

固定資産   

有形固定資産   

土地 1,727,095 1,727,095

その他（純額） 1,038,669 1,033,806

有形固定資産合計 2,765,765 2,760,901

無形固定資産 18,699 18,876

投資その他の資産   

投資有価証券 187,687 257,360

その他 223,340 240,893

投資その他の資産合計 411,027 498,253

固定資産合計 3,195,492 3,278,032

資産合計 8,253,018 8,593,472

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 376,726 484,254

未払法人税等 2,380 113,065

引当金 29,180 93,710

その他 105,686 77,610

流動負債合計 513,973 768,640

固定負債   

役員退職慰労引当金 435,426 419,990

その他 109,914 154,309

固定負債合計 545,340 574,299

負債合計 1,059,314 1,342,939

（株）石井工作研究所(6314)平成21年３月期　第３四半期決算短信（非連結）
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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 1,186,300 1,186,300

資本剰余金 2,757,259 2,757,259

利益剰余金 3,257,077 3,302,944

自己株式 △11,334 △10,831

株主資本合計 7,189,301 7,235,671

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 4,402 14,860

評価・換算差額等合計 4,402 14,860

純資産合計 7,193,703 7,250,532

負債純資産合計 8,253,018 8,593,472

（株）石井工作研究所(6314)平成21年３月期　第３四半期決算短信（非連結）
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（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 2,730,376

売上原価 1,982,235

売上総利益 748,141

販売費及び一般管理費 545,773

営業利益 202,368

営業外収益  

受取利息 5,923

受取配当金 3,413

その他 8,947

営業外収益合計 18,284

営業外費用  

為替差損 9,748

その他 92

営業外費用合計 9,840

経常利益 210,812

特別損失  

固定資産除却損 155

投資有価証券評価損 59,755

特別損失合計 59,911

税引前四半期純利益 150,901

法人税、住民税及び事業税 45,337

過年度法人税等 22,105

法人税等調整額 12,701

法人税等合計 80,144

四半期純利益 70,756

（株）石井工作研究所(6314)平成21年３月期　第３四半期決算短信（非連結）
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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 150,901

減価償却費 93,585

貸倒引当金の増減額（△は減少） 9,083

賞与引当金の増減額（△は減少） △63,000

製品保証引当金の増減額（△は減少） △1,530

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 15,436

受取利息及び受取配当金 △9,336

その他の営業外損益（△は益） 92

固定資産除却損 155

投資有価証券評価損益（△は益） 59,755

売上債権の増減額（△は増加） 584,512

たな卸資産の増減額（△は増加） △69,964

前払費用の増減額（△は増加） △11,111

その他の流動資産の増減額（△は増加） △103,560

前払年金費用の増減額（△は増加） 24,468

仕入債務の増減額（△は減少） △107,528

未払金の増減額（△は減少） △5,258

未払消費税等の増減額（△は減少） △1,715

未払費用の増減額（△は減少） 8,198

その他の流動負債の増減額（△は減少） 20,976

小計 594,160

利息及び配当金の受取額 9,336

法人税等の支払額 △172,268

営業活動によるキャッシュ・フロー 431,229

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 △51,928

有形固定資産の売却による収入 202

投資有価証券の取得による支出 △3,779

貸付けによる支出 △60,000

貸付金の回収による収入 20,000

その他 △14,351

投資活動によるキャッシュ・フロー △109,856

財務活動によるキャッシュ・フロー  

自己株式の取得による支出 △503

配当金の支払額 △116,701

財務活動によるキャッシュ・フロー △117,204

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 204,167

現金及び現金同等物の期首残高 1,735,135

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,939,303
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 当事業年度より「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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「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期損益計算書 

 
前年同四半期 

（平成20年３月期第３四半期） 

科  目 金  額（千円） 
百分比
（％） 

Ⅰ 売上高   3,540,443 100.0 

Ⅱ 売上原価   2,347,022 66.3 

売上総利益   1,193,420 33.7 

Ⅲ 販売費及び一般管理費   554,606 15.7 

営業利益   638,814 18.0 

Ⅳ 営業外収益   13,348 0.4 

Ⅴ 営業外費用   190 0.0 

経常利益   651,971 18.4 

Ⅵ 特別利益   2,311 0.1 

Ⅶ 特別損失   10,561 0.3 

税引前四半期純利益   643,721 18.2 

法人税、住民税及び事業税   260,000 7.4 

四半期純利益   383,721 10.8 
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（２）四半期キャッシュ・フロー計算書 

 
前年同四半期 

（平成20年３月期第３四半期） 

区  分 金  額(千円) 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー  

１ 税引前四半期純利益 643,721 

２ 減価償却費 93,921 

３ 貸倒引当金の増減額(減少：△) △2,311 

４ 賞与引当金の増減額(減少：△) △63,000 

５ 製品保証引当金の増減額(減少：△) 750 

６ 役員退職慰労引当金の増減額(減少：△) 11,676 

７ 受取利息及び受取配当金 △6,552 

８ 有形固定資産除却損 10,561 

９ 売上債権の増減額(増加：△) 513,725 

10 たな卸資産の増減額(増加：△) △134,885 

11 販売用不動産の増減額(増加：△) 22,980 

12 前払費用の増減額(増加：△) △9,390 

13 その他流動資産の増減額(増加：△) △10,471 

14 前払年金費用の増減額(増加：△) △13,854 

15 仕入債務の増減額(減少：△) △166,114 

16 未払金の増減額(減少：△) △19,705 

17 未払消費税等の増減額(減少：△) △47,753 

18  未払費用の増減額(減少：△) 4,580 

19 その他流動負債の増減額(減少：△) 29,168 

小   計 857,046 

20 利息及び配当金の受取額 6,252 

21 法人税等の支払額 △369,996 

営業活動によるキャッシュ・フロー 493,302 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー  

１ 有形固定資産の取得等による支出 △16,061 

２ 投資有価証券の取得による支出 △3,628 

３ その他投資等の取得による支出 △1,669 

４ その他投資活動による収入 315 

５ その他 44 

投資活動によるキャッシュ・フロー △21,000 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー  

１ 自己株式の取得による支出 △1,186 

２ 配当金の支払額 △116,665 

財務活動によるキャッシュ・フロー △117,851 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額(減少額：△) 354,449 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 1,651,815 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高 2,006,265 
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