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1.  平成25年3月期第2四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年9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 ％

25年3月期第2四半期 6,807 70.2 423 12.5 334 8.3 194 47.4
24年3月期第2四半期 3,998 8.1 376 △7.0 308 △19.7 131 △16.4

（注）包括利益 25年3月期第2四半期 147百万円 （62.7％） 24年3月期第2四半期 90百万円 （△0.1％）

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

25年3月期第2四半期 5.28 ―
24年3月期第2四半期 3.58 ―

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

25年3月期第2四半期 18,651 7,977 42.7 216.17
24年3月期 21,293 8,015 37.6 217.14
（参考） 自己資本 25年3月期第2四半期 7,970百万円 24年3月期 8,005百万円

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 ： 無

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

24年3月期 ― 0.00 ― 5.00 5.00
25年3月期 ― 0.00
25年3月期（予想） ― 5.00 5.00

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25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 14,000 28.8 900 △11.5 850 △17.9 500 △27.4 13.56



(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
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。なお業績予想に関する事項は〔添付資料〕２ページ「１．当四半期決算に関する定性的情報（3）業績予想に関す
る定性的情報」をご覧ください。

※  注記事項

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 有
② ①以外の会計方針の変更 ： 無
③ 会計上の見積りの変更 ： 有
④ 修正再表示 ： 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期2Q 37,840,000 株 24年3月期 37,840,000 株
② 期末自己株式数 25年3月期2Q 971,014 株 24年3月期 970,604 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期2Q 36,869,123 株 24年3月期2Q 36,890,063 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報

当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、世界景気の減速等を背景として、景気の回復の動きに足踏み

が見られる状況となりました。

このような情勢の下で、当社グループは平成24年４月をスタートとする三ヶ年経営計画を策定し、長期的・持続

的成長を目指して諸施策に取り組みました。

鉄構事業においては、当社グループの主要顧客先の設備投資が、一部に弱い動きが見られるものの、緩やかに持

ち直している状況にある中で、国内外とも受注は低調に終わり、受注高は14億91百万円（前年同四半期比75.5％

減）となりました。

売上高は完成工事高が増加したことなどにより、61億62百万円（前年同四半期比93.1％増）となりました。営業

利益は売上が増加した効果により、10百万円（前年同四半期は32百万円の損失）となりました。

不動産事業においては、売上高は賃貸収入の減少により６億45百万円（前年同四半期比2.2％減）となり、営業

利益は売上の減少などに伴い４億11百万円（前年同四半期比1.1％減）となりました。

（２）連結財政状態に関する定性的情報

当第２四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ26億41百万円減少の186億51百万円となりま

した。これは工事完成に伴う仕掛品の減少などによるものであります。

負債合計は、前連結会計年度末に比べ26億４百万円減少の106億73百万円となりました。これは工事完成に伴う

前受金の減少などによるものであります。

純資産合計は、前連結会計年度末に比べ37百万円減少の79億77百万円となりました。これは主として、その他有

価証券評価差額金の減少によるものであります。

（３）連結業績予想に関する定性的情報

わが国経済の先行きは、当面は弱めの動きが続くと見込まれるが、復興需要や海外経済の状況改善で再び景気回

復へ向かうことが期待される状況にあります。

このような状況の下、当四半期末日現在においては、鉄構事業は売上及び工事原価とも大きな変化はなく、ま

た、不動産事業の業績も、賃貸収入が安定していることなどから当初予想通りと予想しております。

以上により、業績予想（平成24年８月８日発表）の見直しは行っておりません。

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

該当事項はありません。

（２）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）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

（減価償却方法の変更）

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以後に取

得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。

この変更による、当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響

は軽微であります。

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項



３．四半期連結財務諸表
（１）四半期連結貸借対照表

（単位：千円）

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成24年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,321,837 953,886

受取手形及び売掛金（純額） 6,074,002 5,876,810

商品及び製品 124 107

仕掛品 2,761,328 942,362

原材料及び貯蔵品 5,590 5,557

その他 244,956 154,925

流動資産合計 10,407,839 7,933,650

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 7,061,876 6,938,830

土地 2,025,762 2,025,762

その他（純額） 40,081 38,989

有形固定資産合計 9,127,719 9,003,581

無形固定資産 22,491 46,796

投資その他の資産 1,735,374 1,667,669

固定資産合計 10,885,586 10,718,046

資産合計 21,293,425 18,651,697

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 2,454,060 2,313,073

短期借入金 3,200,000 2,900,000

未払法人税等 253,322 119,319

前受金 2,338,301 421,094

引当金 111,641 117,178

その他 131,987 84,725

流動負債合計 8,489,313 5,955,391

固定負債

繰延税金負債 805,931 767,684

退職給付引当金 420,848 425,310

役員退職慰労引当金 189,370 195,370

長期預り保証金 3,371,131 3,329,256

その他 1,651 750

固定負債合計 4,788,932 4,718,371

負債合計 13,278,246 10,673,762



（単位：千円）

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成24年９月30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 4,782,219 4,792,364

自己株式 △161,317 △161,377

株主資本合計 7,903,897 7,913,983

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 114,769 59,152

為替換算調整勘定 △12,985 △3,023

その他の包括利益累計額合計 101,783 56,128

少数株主持分 9,498 7,822

純資産合計 8,015,179 7,977,934

負債純資産合計 21,293,425 18,651,697



（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２四半期連結累計期間）

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年９月30日)

売上高 3,998,356 6,807,115

売上原価 3,111,190 5,818,397

売上総利益 887,165 988,718

販売費及び一般管理費 510,508 565,058

営業利益 376,656 423,659

営業外収益

受取利息及び配当金 21,378 19,407

その他 18,047 14,626

営業外収益合計 39,425 34,034

営業外費用

支払利息 20,142 21,615

支払手数料 37,125 9,650

為替差損 43,792 88,945

その他 6,237 3,031

営業外費用合計 107,296 123,243

経常利益 308,785 334,450

特別損失

投資有価証券評価損 69,658 11,357

その他 5,710 －

特別損失合計 75,368 11,357

税金等調整前四半期純利益 233,416 323,093

法人税、住民税及び事業税 102,533 144,897

法人税等調整額 930 △14,547

法人税等合計 103,463 130,349

少数株主損益調整前四半期純利益 129,952 192,743

少数株主損失（△） △1,975 △1,749

四半期純利益 131,927 194,492



（四半期連結包括利益計算書）
（第２四半期連結累計期間）

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年９月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 129,952 192,743

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △43,963 △55,617

為替換算調整勘定 4,441 10,036

その他の包括利益合計 △39,522 △45,580

四半期包括利益 90,430 147,162

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 92,565 148,837

少数株主に係る四半期包括利益 △2,134 △1,675



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年９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 233,416 323,093

減価償却費 137,772 130,099

貸倒引当金の増減額（△は減少） 100 150

退職給付引当金の増減額（△は減少） △22,886 4,462

賞与引当金の増減額（△は減少） 11,431 3,737

その他の引当金の増減額（△は減少） 6,450 7,800

投資有価証券評価損益（△は益） 69,658 11,357

受取利息及び受取配当金 △21,378 △19,407

支払利息 20,142 21,615

売上債権の増減額（△は増加） △386,757 197,192

たな卸資産の増減額（△は増加） △875,725 1,819,015

仕入債務の増減額（△は減少） 1,013,157 △141,016

前受金の増減額（△は減少） 535,737 △1,917,207

未払金の増減額（△は減少） △130,998 △46,595

その他 △30,356 71,896

小計 559,761 466,191

利息及び配当金の受取額 21,378 19,407

利息の支払額 △23,780 △21,615

法人税等の支払額 △228,306 △279,145

営業活動によるキャッシュ・フロー 329,052 184,837

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 △38,350 △5,414

投資有価証券の取得による支出 △2,562 △2,617

投資その他の資産の増減額（△は増加） △26,663 △26,409

その他 14,619 △24,109

投資活動によるキャッシュ・フロー △52,956 △58,550

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） 586,585 △300,000

長期借入金の返済による支出 △1,312,500 －

配当金の支払額 △184,450 △184,346

その他 △914 △961

財務活動によるキャッシュ・フロー △911,280 △485,308

現金及び現金同等物に係る換算差額 △43,271 △8,929

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △678,456 △367,950

現金及び現金同等物の期首残高 2,106,112 1,321,837

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,427,655 953,886



該当事項はありません。

該当事項はありません。

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間（自平成23年４月１日 至平成23年９月30日）

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）

（注）１．セグメント利益の調整額788千円は、報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

２．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。

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自平成24年４月１日 至平成24年９月30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）

（注）１．セグメント利益の調整額788千円は、報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

２．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．報告セグメントの変更等に関する事項

第１四半期連結会計期間から「ガス事業」のセグメント区分を廃止しております。

これは、前連結会計年度末をもってガス事業を廃止したことによるものであります。

これにより、第１四半期連結会計期間より「鉄構事業」「不動産事業」の２つのセグメント区分となってお

ります。

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）セグメント情報等

鉄構事業 不動産事業 ガス事業 合計
調整額

（注）１

四半期連結損益

計算書計上額

（注）２

売上高

外部顧客への売上高 3,191,951 659,432 146,972 3,998,356 ― 3,998,356

セグメント間の

内部売上高又は振替高
― ― ― ― ― ―

計 3,191,951 659,432 146,972 3,998,356 ― 3,998,356

セグメント利益又は

損失（△）
△32,973 416,624 △7,782 375,868 788 376,656

鉄構事業 不動産事業 合計
調整額

（注）１

四半期連結損益

計算書計上額

（注）２

売上高

外部顧客への売上高 6,162,071 645,043 6,807,115 ― 6,807,115

セグメント間の

内部売上高又は振替高
― ― ― ― ―

計 6,162,071 645,043 6,807,115 ― 6,807,115

セグメント利益 10,897 411,973 422,871 788 423,659


	余白埋め3: 
	余白埋め4: 
	余白埋め5: 
	余白埋め6: 
	余白埋め7: 
	余白埋め8: 
	余白埋め9: 
	余白埋め10: 
	ヘッダー１3: ㈱石井鐵工所　（6362）
	ヘッダー１4: ㈱石井鐵工所　（6362）
	ヘッダー１5: ㈱石井鐵工所　（6362）
	ヘッダー１6: ㈱石井鐵工所　（6362）
	ヘッダー１7: ㈱石井鐵工所　（6362）
	ヘッダー１8: ㈱石井鐵工所　（6362）
	ヘッダー１9: ㈱石井鐵工所　（6362）
	ヘッダー１10: ㈱石井鐵工所　（6362）
	ヘッダー２3: 平成25年３月期　第２四半期決算短信
	ヘッダー２4: 平成25年３月期　第２四半期決算短信
	ヘッダー２5: 平成25年３月期　第２四半期決算短信
	ヘッダー２6: 平成25年３月期　第２四半期決算短信
	ヘッダー２7: 平成25年３月期　第２四半期決算短信
	ヘッダー２8: 平成25年３月期　第２四半期決算短信
	ヘッダー２9: 平成25年３月期　第２四半期決算短信
	ヘッダー２10: 平成25年３月期　第２四半期決算短信
	フッター3: - 1 -
	フッター4: - 2 -
	フッター5: - 3 -
	フッター6: - 4 -
	フッター7: - 5 -
	フッター8: - 6 -
	フッター9: - 7 -
	フッター10: - 8 -


