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1.  平成24年3月期第3四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年12月31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 ％

24年3月期第3四半期 5,277 △11.6 △313 ― △204 ― △324 ―
23年3月期第3四半期 5,971 △41.2 27 △10.9 109 ― 94 ―

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 △337百万円 （―％） 23年3月期第3四半期 85百万円 （―％）

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

24年3月期第3四半期 △15.67 ―
23年3月期第3四半期 4.54 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第3四半期 10,342 4,128 39.9
23年3月期 11,828 4,506 38.1
（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  4,128百万円 23年3月期  4,506百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  有  
 詳細に関しましては、本日（平成24年２月３日）公表の「平成24年３月期 配当予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

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

23年3月期 ― 0.00 ― 2.00 2.00
24年3月期 ― 0.00 ―
24年3月期（予想） 0.00 0.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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 9,346 △9.2 △256 ― △147 ― △253 ― △12.23



(1) 当四半期連結累計期間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）  ：  無  

(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 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
 この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期報告書のレビュー手続きの対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引
法に基づく四半期報告書のレビュー手続きを実施しております。 

※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。 

4.  その他

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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期3Q 20,746,000 株 23年3月期 20,746,000 株
② 期末自己株式数 24年3月期3Q 60,023 株 23年3月期 57,770 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期3Q 20,686,856 株 23年3月期3Q 20,690,783 株



   

   

○添付資料の目次

１．四半期連結財務諸表 ……………………………………………………………………………………………………  2

（１）四半期連結貸借対照表 ……………………………………………………………………………………………  2

（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 ………………………………………………………  4

四半期連結損益計算書    

第３四半期連結累計期間 ………………………………………………………………………………………  4

四半期連結包括利益計算書    

第３四半期連結累計期間 ………………………………………………………………………………………  5

（３）継続企業の前提に関する注記 ……………………………………………………………………………………  6

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ……………………………………………………………  6

（５）重要な後発事象 ……………………………………………………………………………………………………  6

石川島建材工業㈱（5276）平成24年３月期 第３四半期決算短信

-1-



１．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 107,542 174,891

受取手形及び売掛金 6,197,009 3,840,225

製品 1,302,897 1,934,629

仕掛品 685,104 1,108,385

原材料及び貯蔵品 34,106 35,924

短期貸付金 50,000 17,681

その他 159,221 282,685

貸倒引当金 △41,309 △6,180

流動資産合計 8,494,570 7,388,240

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 1,537,127 1,544,764

減価償却累計額 △1,147,892 △1,187,981

建物及び構築物（純額） 389,235 356,783

機械装置及び運搬具 2,596,734 2,572,809

減価償却累計額 △2,250,293 △2,330,229

機械装置及び運搬具（純額） 346,441 242,580

土地 2,098,731 2,098,731

リース資産 44,011 58,094

減価償却累計額 △21,995 △31,852

リース資産（純額） 22,016 26,242

その他 201,837 195,100

減価償却累計額 △184,582 △181,430

その他（純額） 17,255 13,670

有形固定資産合計 2,873,678 2,738,006

無形固定資産 15,966 22,164

投資その他の資産   

投資有価証券 306,935 67,605

破産更生債権等 5,714 5,603

その他 136,621 125,872

貸倒引当金 △5,714 △5,603

投資その他の資産合計 443,556 193,477

固定資産合計 3,333,200 2,953,647

資産合計 11,827,770 10,341,887
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,397,272 2,974,035

短期借入金 1,251,436 659,721

未払法人税等 13,993 7,217

前受金 16,742 196,510

賞与引当金 124,318 43,265

役員賞与引当金 5,607 990

完成工事補償引当金 43,279 7,171

工事損失引当金 － 55

災害損失引当金 154,170 199,233

その他 253,695 259,265

流動負債合計 5,260,512 4,347,462

固定負債   

繰延税金負債 610,740 604,048

退職給付引当金 1,105,504 972,576

役員退職慰労引当金 43,012 54,069

資産除去債務 3,492 3,524

負ののれん 284,060 216,590

その他 14,476 16,066

固定負債合計 2,061,284 1,866,873

負債合計 7,321,796 6,214,335

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,665,000 1,665,000

資本剰余金 1,006,641 1,006,641

利益剰余金 1,834,253 1,468,724

自己株式 △14,428 △14,704

株主資本合計 4,491,466 4,125,661

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 14,508 1,891

その他の包括利益累計額合計 14,508 1,891

純資産合計 4,505,974 4,127,552

負債純資産合計 11,827,770 10,341,887
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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 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

売上高 5,970,982 5,276,858

売上原価 4,888,978 4,501,125

売上総利益 1,082,004 775,733

販売費及び一般管理費   

販売費 642,356 639,742

一般管理費 412,186 448,850

販売費及び一般管理費合計 1,054,542 1,088,592

営業利益又は営業損失（△） 27,462 △312,859

営業外収益   

受取利息 14,856 13,480

受取配当金 1,021 982

たな卸資産売却益 2,279 3,693

負ののれん償却額 67,470 67,470

貸倒引当金戻入額 10,122 35,198

その他 12,277 8,836

営業外収益合計 108,025 129,659

営業外費用   

支払利息 9,981 6,765

持分法による投資損失 11,160 8,754

その他 5,340 5,702

営業外費用合計 26,481 21,221

経常利益又は経常損失（△） 109,006 △204,421

特別利益   

保険解約返戻金 3,212 －

投資有価証券売却益 － 22,674

特別利益合計 3,212 22,674

特別損失   

投資有価証券売却損 － 7,459

投資有価証券評価損 － 10,152

ゴルフ会員権評価損 286 4,388

災害による損失 － 59,520

退職特別加算金 － 53,040

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 2,622 －

特別損失合計 2,908 134,559

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

109,310 △316,306

法人税、住民税及び事業税 15,349 7,847

法人税等合計 15,349 7,847

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

93,961 △324,153

四半期純利益又は四半期純損失（△） 93,961 △324,153
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（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 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

93,961 △324,153

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △8,111 △11,167

持分法適用会社に対する持分相当額 △426 △1,450

その他の包括利益合計 △8,537 △12,617

四半期包括利益 85,424 △336,770

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 85,424 △336,770
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該当事項はありません。 

該当事項はありません。 

当社株式に対する公開買付けに関する意見表明 

当社は、平成24年２月３日開催の取締役会において、株式会社ＩＨＩ（以下「公開買付者」といいます。）による

当社株式に対する公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）に関して、賛同の意見を表明するとともに、当

社の株主の皆様に対し本公開買付けに応募することを推奨する旨を決議いたしました。 

当社取締役会決議は、公開買付者が本公開買付けおよびその後の一連の手続きを経て当社を完全子会社化すること

を企図していること、ならびに当社株式が上場廃止となる予定であることを前提として行われたものであります。 

なお、詳細に関しましては、本日（平成24年２月３日）公表の「支配株主である株式会社ＩＨＩによる当社株式に

対する公開買付けに関する意見表明のお知らせ」をご参照ください。 

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（５）重要な後発事象
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