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1. 2023年3月期第2四半期の連結業績（2022年4月1日～2022年9月30日）

(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
親会社株主に帰属する

四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2023年3月期第2四半期 5,613 26.3 38 ― 51 ― 30 ―

2022年3月期第2四半期 4,444 15.7 △7 ― △9 ― △5 ―

（注）包括利益 2023年3月期第2四半期　　△26百万円 （―％） 2022年3月期第2四半期　　△58百万円 （―％）

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

2023年3月期第2四半期 4.83 ―

2022年3月期第2四半期 △0.85 ―

(2) 連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

2023年3月期第2四半期 16,265 4,136 25.4

2022年3月期 16,405 4,162 25.4

（参考）自己資本 2023年3月期第2四半期 4,136百万円 2022年3月期 4,162百万円

2. 配当の状況

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

2022年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00

2023年3月期 ― 0.00

2023年3月期（予想） ― 0.00 0.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

3. 2023年 3月期の連結業績予想（2022年 4月 1日～2023年 3月31日）

（％表示は、対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属する

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 12,200 1.0 190 4.7 160 △19.7 100 △30.3 15.68

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無



※ 注記事項

(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

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 ： 無

④ 修正再表示 ： 無

(4) 発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 2023年3月期2Q 6,385,972 株 2022年3月期 6,385,972 株

② 期末自己株式数 2023年3月期2Q 7,075 株 2022年3月期 7,075 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2023年3月期2Q 6,378,897 株 2022年3月期2Q 6,379,040 株

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※ 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より作成したものであり、実際の業績は今後様々な要因により異なる結果となる可能性があり

ます。

　なお、業績予想に関する事項については、添付資料の2ページを参照して下さい。



㈱石川製作所(6208) 2023年３月期 第２四半期決算短信

－1－

○添付資料の目次

１．当四半期決算に関する定性的情報 ………………………………………………………………… 2

（１）経営成績に関する説明 …………………………………………………………………………… 2

（２）財政状態に関する説明 …………………………………………………………………………… 2

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 ……………………………………………… 2

２．四半期連結財務諸表及び主な注記 ………………………………………………………………… 3

（１）四半期連結貸借対照表 …………………………………………………………………………… 3

（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

（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 ………………………………………………………… 6

（４）四半期連結財務諸表に関する注記事項 ………………………………………………………… 7

　



㈱石川製作所(6208) 2023年３月期 第２四半期決算短信

－2－

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

当社グループの当第２四半期連結累計期間の受注高は52億45百万円(前年同期比30.0%増)となり、売上高は56億13

百万円(前年同期比26.3%増)となりました。

　セグメント別の業績を示すと、次のとおりであります。

紙工機械

受注高は23億4百万円(前年同期比263.7%増)、売上高は11億24百万円(前年同期比50.3%増)となりました。

受託生産

受注高は9億69百万円(前年同期比58.1%増)、売上高は8億32百万円(前年同期比65.1%増)となりました。

防衛機器

受注高は17億22百万円(前年同期比30.0%減)、売上高は35億11百万円(前年同期比16.1%増)となりました。

その他

受注高は2億48百万円(前年同期比23.6%減)、売上高は1億45百万円(前年同期比14.2%減)となりました。

損益面におきましては、売上高の増加に伴い営業利益は38百万円(前年同期は営業損失7百万円)となりました。

また、補助金収入20百万円を計上したことを主因に経常利益は51百万円(前年同期は経常損失9百万円)となり、親

会社株主に帰属する四半期純利益は30百万円(前年同期は親会社株主に帰属する四半期純損失5百万円)となりまし

た。

（２）財政状態に関する説明

a. 資産

流動資産は前連結会計年度末に比べ29百万円(0.2%)減少し、127億53百万円となりました。これは主に棚卸資産

が6億85百万円増加した一方で、受取手形、売掛金及び契約資産が5億59百万円、現金及び預金が3億23百万円減少

したことによります。

　固定資産は前連結会計年度末に比べ1億10百万円(3.1%)減少し、35億12百万円となりました。これは主に投資有

価証券の時価下落及び売却等により投資その他の資産が1億円減少したことによります。

　この結果、資産合計は前連結会計年度末に比べ1億39百万円(0.9%)減少し、162億65百万円となりました。

b. 負債

流動負債は前連結会計年度末に比べ21百万円(0.2%)増加し、101億43百万円となりました。これは主に支払手形

及び買掛金が2億22百万円、短期借入金が1億70百万円増加した一方で、契約負債が1億54百万円減少したことによ

ります。

　固定負債は前連結会計年度末に比べ1億35百万円(6.4%)減少し、19億85百万円となりました。これは主に長期借

入金が1億20百万円減少したことによります。

　この結果、負債合計は前連結会計年度末に比べ1億13百万円(0.9%)減少し、121億29百万円となりました。

c. 純資産

純資産合計は前連結会計年度末に比べ26百万円(0.6%)減少し、41億36百万円となりました。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

2022年５月11日に公表した業績予想に変更はありません。
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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

前連結会計年度
(2022年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2022年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 921 598

受取手形、売掛金及び契約資産 7,926 7,367

棚卸資産 3,833 4,518

その他 100 267

貸倒引当金 △0 △0

流動資産合計 12,782 12,753

固定資産

有形固定資産 2,549 2,505

無形固定資産 64 98

投資その他の資産

投資その他の資産 1,016 915

貸倒引当金 △6 △6

投資その他の資産合計 1,009 908

固定資産合計 3,623 3,512

資産合計 16,405 16,265

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 2,760 2,983

短期借入金 3,710 3,880

1年内返済予定の長期借入金 240 240

契約負債 2,547 2,393

賞与引当金 169 205

受注損失引当金 ― 9

製品保証引当金 2 2

その他 691 429

流動負債合計 10,121 10,143

固定負債

長期借入金 1,025 905

退職給付に係る負債 772 789

その他 323 291

固定負債合計 2,121 1,985

負債合計 12,242 12,129

純資産の部

株主資本

資本金 2,000 2,000

資本剰余金 36 36

利益剰余金 1,654 1,685

自己株式 △8 △8

株主資本合計 3,682 3,713

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 479 422

その他の包括利益累計額合計 479 422

純資産合計 4,162 4,136

負債純資産合計 16,405 16,265
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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２四半期連結累計期間

(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間

(自 2021年４月１日
　至 2021年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
　至 2022年９月30日)

売上高 4,444 5,613

売上原価 3,761 4,835

売上総利益 682 777

販売費及び一般管理費 690 739

営業利益又は営業損失（△） △7 38

営業外収益

受取利息 0 0

受取配当金 10 13

補助金収入 9 20

その他 3 2

営業外収益合計 22 36

営業外費用

支払利息 22 20

その他 2 2

営業外費用合計 25 23

経常利益又は経常損失（△） △9 51

特別利益

投資有価証券売却益 ― 8

特別利益合計 ― 8

特別損失

固定資産処分損 1 0

特別損失合計 1 0

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（△）

△10 59

法人税、住民税及び事業税 42 25

法人税等調整額 △47 2

法人税等合計 △5 28

四半期純利益又は四半期純損失（△） △5 30

親会社株主に帰属する四半期純利益又は
親会社株主に帰属する四半期純損失（△）

△5 30
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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：百万円)
前第２四半期連結累計期間

(自 2021年４月１日
　至 2021年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
　至 2022年９月30日)

四半期純利益又は四半期純損失(△) △5 30

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △53 △57

繰延ヘッジ損益 0 ―

その他の包括利益合計 △53 △57

四半期包括利益 △58 △26

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △58 △26

非支配株主に係る四半期包括利益 ― ―
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間

(自 2021年４月１日
　至 2021年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
　至 2022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又は税金等調整前四
半期純損失（△）

△10 59

減価償却費 95 98

賞与引当金の増減額（△は減少） 22 36

受注損失引当金の増減額（△は減少） ― 9

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △0 16

受取利息及び受取配当金 △10 △13

支払利息 22 20

投資有価証券売却損益(△は益） ― △8

固定資産処分損益（△は益） 1 0

売上債権の増減額（△は増加） 2,352 1,116

契約資産の増減額（△は増加） △3,004 △557

棚卸資産の増減額（△は増加） △335 △685

仕入債務の増減額（△は減少） 429 191

契約負債の増減額（△は減少） 446 △154

未払又は未収消費税等の増減額 △140 △220

その他 98 △151

小計 △32 △241

利息及び配当金の受取額 10 13

利息の支払額 △23 △20

法人税等の支払額 △20 △63

営業活動によるキャッシュ・フロー △66 △312

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出 △153 △83

投資有価証券の取得による支出 △0 △0

投資有価証券の売却による収入 ― 44

貸付金の回収による収入 1 ―

資産除去債務の履行による支出 △2 ―

投資活動によるキャッシュ・フロー △154 △40

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） △240 170

長期借入れによる収入 300 ―

長期借入金の返済による支出 △107 △120

リース債務の返済による支出 △21 △20

自己株式の取得による支出 △0 ―

財務活動によるキャッシュ・フロー △68 29

現金及び現金同等物に係る換算差額 ― ―

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △289 △323

現金及び現金同等物の期首残高 850 921

現金及び現金同等物の四半期末残高 561 598
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（４）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

該当事項はありません。

（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。

（会計方針の変更）

「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年６月17日。以下「時価算定

会計基準適用指針」という。）を第１四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-２

項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を、将来にわたって適

用することとしております。なお、四半期連結財務諸表に与える影響はありません。

　


