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1.  平成21年9月期第1四半期の業績（平成20年10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9月期第1四半期 2,625 ― 62 ― 114 ― △144 ―

20年9月期第1四半期 2,458 ― △70 ― 24 ― △159 ―

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9月期第1四半期 △9.93 ―

20年9月期第1四半期 △10.94 ―

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9月期第1四半期 28,095 19,013 67.7 1,302.05
20年9月期 26,973 19,353 71.8 1,324.98

（参考） 自己資本  21年9月期第1四半期  19,013百万円 20年9月期  19,353百万円

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9月期 ― ― ― 8.00 8.00
21年9月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年9月期（予想） ――― ― ― 8.00 8.00

3.  平成21年9月期の業績予想（平成20年10月1日～平成21年9月30日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期累計期間 11,000 ― 280 ― 380 ― 230 ― 15.75
通期 21,000 3.7 450 ― 650 160.0 390 983.3 26.70

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 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年9月期第1四半期 15,000,000株 20年9月期 15,000,000株

② 期末自己株式数 21年9月期第1四半期 396,886株 20年9月期 393,124株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年9月期第1四半期 14,604,955株 20年9月期第1四半期 14,613,697株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
・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 平成19年3月14日）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 平成19年3月14日）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。 
・上記業績予想は平成20年11月21日公表の業績予想と変更ありません。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。 
 業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、2ページ【定性的情報・財務諸表等】 「３．業績予想に関する定性的情報」をご
覧ください。  
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世界的な金融不安に伴う国内景気の急速な後退により大型案件の着工が相次いで延期され、また、銀行
融資引き締めによる建設計画の凍結・中止、鋼材価格の推移見極めによる着工手控えなどにより、鉄骨需
要量は2008年度後半も期待できず、2年連続で700万トン割れが確実とみられております。  
  このような状況において、当社は受注に鋭意努力した結果、第1四半期の受注高は前年同四半期並の
6,051百万円となりました。  
  完成工事高は、例年第1四半期の完成物件が少なく、2,625百万円にとどまりました。損益面では、営業
利益62百万円、経常利益114百万円となりましたが、特別損失に投資有価証券評価損を210百万円計上しま
したことから、四半期純損失は144百万円となりました。  
  

総資産は、前事業年度の26,973百万円から28,095百万円と1,122百万円増加しました。これは、現金及
び預金が1,392百万円、投資有価証券が340百万円それぞれ減少したものの、手持工事の未成工事支出金が
2,959百万円増加したことなどによるものです。  
  総負債は、未成工事受入金の増加により、1,461百万円の増となりました。  
  純資産は、利益剰余金が261百万円、その他有価証券の評価差額金が77百万円それぞれ減少し、19,013
百万円となりました。  
  

平成21年9月期の業績予想につきましては、平成20年11月21日に公表した業績予想から変更しておりま
せん。 
 ただし、実際の業績等に影響を与える可能性のある重要な要因に、以下の事項があります。なお、業績
に影響を与える要因はこれらに限定されるものではありません。 
 (1)完成工事高の計上基準に工事完成基準を適用しております。従いまして、各工事の工程により、各
四半期の売上高が大きく変動する可能性があります。 
 (2)四半期におきましても市場価格がある有価証券については、取得価額より時価が30％以上下落した
場合、一定の条件の下、減損処理を行っておりますが、当有価証券の減損処理に基づく評価損につきまし
ては、四半期洗替え法を適用しておりますので、 終的には、年度末（9月末）にならないと確定しませ
ん。 

【定性的情報・財務諸表等】

1. 経営成績に関する定性的情報

2. 財政状態に関する定性的情報

3. 業績予想に関する定性的情報
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  ① 一般債権の貸倒見積高の算定方法  
当第１四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 棚卸資産の評価方法 

営業循環過程から外れた処分見込等の棚卸資産で前事業年度末において帳簿価額を処分見込価額まで
切り下げているものについては、前事業年度以降に著しい変化がないと認められる限り、前事業年度末
における貸借対照表価額で計上する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 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。 
  

 ① 四半期財務諸表に関する会計基準の適用 
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 平成19年３月14日)

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 平成19年３月14
日)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、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
簿価切下げの方法)に変更しております。 
 これによる損益に与える影響はありません。 

 ③ リース取引に関する会計基準等の適用 
「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成５年６月17日 終改正平成19年３月30

日 企業会計基準第13号）及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会 平成
６年１月18日 終改正平成19年3月30日 企業会計基準適用指針第16号）を当第１四半期会計期間から
早期適用し、所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じ
た会計処理から通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理に変更し、リース資産として計上しており
ます。 
 また、リース資産の減価償却の方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして算定する
方法によっております。 
 なお、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常
の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を引き続き採用しております。  
 これによる損益に与える影響はありません。 

 ④ 有形固定資産の耐用年数の変更について 
平成20年度の法人税法改正に伴い、当第1四半期会計期間より「機械及び装置」については、改正後

の法人税法に基づく減価償却方法を適用しております。 
 これによる損益に与える影響は軽微であります。 
  

4. その他
(1) 簡便な会計処理の適用

(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

川岸工業㈱（5921）平成21年9月期　第1四半期決算短信

3



5.【四半期財務諸表】 
(1)【四半期貸借対照表】 

(単位：千円)

当第１四半期会計期間末 
(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９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,421,130 2,813,883

受取手形・完成工事未収入金 5,441,363 5,644,350

未成工事支出金 12,262,473 9,302,628

材料貯蔵品 327,559 380,710

その他 1,297,180 1,137,265

貸倒引当金 △29,163 △29,419

流動資産合計 20,720,544 19,249,418

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 1,250,957 1,268,927

機械及び装置（純額） 605,320 631,301

土地 3,812,373 3,812,373

その他（純額） 158,138 163,818

有形固定資産合計 5,826,790 5,876,420

無形固定資産 22,373 23,342

投資その他の資産   

投資有価証券 1,054,868 1,395,153

その他 471,049 430,255

貸倒引当金 △405 △990

投資その他の資産合計 1,525,512 1,824,419

固定資産合計 7,374,676 7,724,182

資産合計 28,095,220 26,973,600

負債の部   

流動負債   

工事未払金 4,021,418 4,018,034

短期借入金 400,000 400,000

未払法人税等 3,802 －

未成工事受入金 3,529,438 1,990,580

賞与引当金 19,973 88,861

その他 262,850 250,496

流動負債合計 8,237,482 6,747,972

固定負債   

退職給付引当金 715,618 749,780

役員退職慰労引当金 96,012 94,233

その他 32,185 27,771

固定負債合計 843,816 871,785

負債合計 9,081,299 7,619,758
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(単位：千円)

当第１四半期会計期間末 
(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９月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 955,491 955,491

資本剰余金 572,129 572,129

利益剰余金 17,617,585 17,879,403

自己株式 △125,320 △124,436

株主資本合計 19,019,885 19,282,588

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △5,964 71,253

評価・換算差額等合計 △5,964 71,253

純資産合計 19,013,921 19,353,842

負債純資産合計 28,095,220 26,973,600
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(2)【四半期損益計算書】 
 【第１四半期累計期間】 

(単位：千円)

当第１四半期累計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

完成工事高 2,625,031

完成工事原価 2,394,932

完成工事総利益 230,099

販売費及び一般管理費  

役員報酬 14,511

従業員給料手当 71,032

退職給付費用 2,911

役員退職慰労引当金繰入額 2,279

法定福利費 10,378

福利厚生費 1,341

修繕維持費 655

事務用品費 3,118

通信交通費 7,961

動力用水光熱費 2,610

交際費 5,876

寄付金 20

地代家賃 6,610

減価償却費 4,764

租税公課 14,367

保険料 2,265

雑費 16,986

販売費及び一般管理費合計 167,691

営業利益 62,407

営業外収益  

受取利息 389

受取配当金 8,138

不動産賃貸料 19,969

その他 25,554

営業外収益合計 54,052

営業外費用  

支払利息 1,428

その他 67

営業外費用合計 1,495

経常利益 114,964

特別利益 840

特別損失  

投資有価証券評価損 210,980

特別損失合計 210,980

税引前四半期純損失（△） △95,175

法人税、住民税及び事業税 2,550

法人税等調整額 47,237

法人税等合計 49,788

四半期純損失（△） △144,963
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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１四半期累計期間 
(自 平成20年10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  

税引前四半期純損失（△） △95,175

減価償却費 61,016

貸倒引当金の増減額（△は減少） △841

退職給付引当金の増減額（△は減少） △34,163

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 1,780

受取利息及び受取配当金 △8,528

支払利息 1,428

投資有価証券評価損益（△は益） 210,980

売上債権の増減額（△は増加） 40,061

未成工事支出金の増減額（△は増加） △2,973,156

その他のたな卸資産の増減額（△は増加） 53,151

仕入債務の増減額（△は減少） △1,825

未成工事受入金の増減額（△は減少） 1,538,857

その他 △65,513

小計 △1,271,928

利息及び配当金の受取額 8,528

利息の支払額 △1,216

法人税等の支払額 △624

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,265,240

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 △10,073

無形固定資産の取得による支出 △410

投資有価証券の取得による支出 △911

貸付けによる支出 △150

貸付金の回収による収入 1,770

投資活動によるキャッシュ・フロー △9,774

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 △884

配当金の支払額 △116,855

財務活動によるキャッシュ・フロー △117,739

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,392,753

現金及び現金同等物の期首残高 2,813,883

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,421,130
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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 平成19年3月14日）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 平成19年3月14日）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。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

(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
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【参考】 

（要約）前四半期損益計算書 

   （単位：千円、単位未満切捨て）

科  目

前第1四半期累計期間

（自平成19年10月1日
   至平成19年12月31日）

金  額 百分比

%

Ⅰ 完成工事高 2,458,227 100.0

Ⅱ 完成工事原価 2,365,020 96.2

  完成工事総利益 93,207 3.8

Ⅲ 販売費及び一般管理費 1163,579 6.7

   営業損失 70,372 △ 2.9

Ⅳ 営業外収益 96,858 3.9

Ⅴ 営業外費用 2,453 0.0

   経常利益 24,032 1.0

Ⅵ 特別利益 5,299 0.2

Ⅶ 特別損失

    投資有価証券評価損 174,096

  特別損失計 174,096 7.1

   税金等調整前四半期純損失 144,764 △ 5.9

   税金費用 15,051 0.6

   四半期純損失 159,815 △ 6.5
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６.その他の情報 

【生産、受注および販売の状況】

 ① 生産実績
前年同四半期 当第1四半期 前事業年度

（自平成19年10月１日 （自平成20年10月１日 （自平成19年10月１日

    至平成19年12月31日）    至平成20年12月31日）   至平成20年9月30日）

製品別
数 量 金 額 構成比 数 量 金 額 構成比 数 量 金 額 構成比

（屯・m3) （千円） （%） （屯・m3) （千円） （%） （屯・m3) （千円） （%）

鉄 骨 23,186 4,922,976 91.8 21,935 5,406,422 95.3 86,379 19,760,104 92.7

プレキャスト
6,292 438,056 8.2 4,345 265,701 4.7 24,043 1,550,344 7.3

コンクリート

合 計 ― 5,361,032 100.0 ― 5,672,124 100.0 ― 21,310,449 100.0

 ② 受注状況
   イ．受注高

前年同四半期 当第1四半期 前事業年度

（自平成19年10月１日 （自平成20年10月１日 （自平成19年10月１日

    至平成19年12月31日）    至平成20年12月31日）   至平成20年9月30日）

製品別
数 量 金 額 構成比 数 量 金 額 構成比 数 量 金 額 構成比

（屯・m3) （千円） （%） （屯・m3) （千円） （%） （屯・m3) （千円） （%）

鉄 骨 24,815 5,331,768 87.6 22,514 5,777,373 95.5 89,976 21,969,787 93.0

プレキャスト
11,223 753,835 12.4 4,091 273,780 4.5 25,028 1,662,680 7.0

コンクリート

合 計 ― 6,085,603 100.0 ― 6,051,153 100.0 ― 23,632,468 100.0

  ロ．受注残高
前年同四半期 当第1四半期 前事業年度

（自平成19年10月１日 （自平成20年10月１日 （自平成19年10月１日

    至平成19年12月31日）    至平成20年12月31日）   至平成20年9月30日）

製品別
数 量 金 額 構成比 数 量 金 額 構成比 数 量 金 額 構成比

（屯・m3) （千円） （%） （屯・m3) （千円） （%） （屯・m3) （千円） （%）

鉄 骨 84,826 17,761,151 90.8 86,459 21,519,915 94.7 75,140 18,363,793 95.1

プレキャスト
29,366 1,799,679 9.2 19,297 1,215,200 5.3 15,205 945,200 4.9

コンクリート

合 計 ― 19,560,830 100.0 ― 22,735,115 100.0 ― 19,308,993 100.0

 ③ 販売実績
前年同四半期 当第1四半期 前事業年度

（自平成19年10月１日 （自平成20年10月１日 （自平成19年10月１日

    至平成19年12月31日）    至平成20年12月31日）   至平成20年9月30日）

製品別
数 量 金 額 構成比 数 量 金 額 構成比 数 量 金 額 構成比

（屯・m3) （千円） （%） （屯・m3) （千円） （%） （屯・m3) （千円） （%）

鉄 骨 11,525 2,431,860 98.9 11,195 2,621,251 99.9 86,372 18,467,237 91.2

プレキャスト
420 26,367 1.1 0 3,780 0.1 28,386 1,789,692 8.8

コンクリート

合 計 ― 2,458,227 100.0 ― 2,625,031 100.0 ― 20,256,929 100.0
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