
平成22年3月期 第3四半期決算短信（非連結） 

平成22年1月27日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 川崎設備工業株式会社 上場取引所 名 

コード番号 1777 URL http://kawasaki-sk.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 木村 嗣郎

問合せ先責任者 （役職名） 常務取締役管理本部長 （氏名） 坂部 彰一 TEL 052-221-7700
四半期報告書提出予定日 平成22年2月12日

配当支払開始予定日 ―

1.  平成22年3月期第3四半期の業績（平成21年4月1日～平成21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 ％

22年3月期第3四半期 10,109 △17.2 164 △21.7 165 △6.3 147 178.6
21年3月期第3四半期 12,206 ― 209 ― 176 ― 52 ―

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

22年3月期第3四半期 12.28 ―

21年3月期第3四半期 4.41 ―

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

22年3月期第3四半期 11,712 2,920 24.9 243.89
21年3月期 14,235 2,821 19.8 235.52

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  2,920百万円 21年3月期  2,821百万円

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

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

21年3月期 ― 0.00 ― 3.00 3.00
22年3月期 ― 0.00 ―

22年3月期 
（予想）

3.00 3.00

3.  平成22年3月期の業績予想（平成21年4月1日～平成22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  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 18,500 △10.0 370 △22.4 300 △27.0 300 8.0 25.05
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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、4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、4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） 22年3月期第3四半期 12,000,000株 21年3月期  12,000,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  23,870株 21年3月期  22,274株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年3月期第3四半期 11,976,572株 21年3月期第3四半期 11,979,035株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

業績につきましては、現時点で入手可能な情報および合理的であると判断するデータに基づいて作成しており、実際の業績は今後様々な要因によって異
なる可能性がございます。 
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当第３四半期累計期間におけるわが国経済は、景気に一部持ち直しの動きがみられるものの、企業業

績が低迷するなかで設備投資は減少し、雇用環境も悪化するなど、厳しい状況で推移しました。 

このような状況のなかで、当社は安定経営の定着、手持ち工事量の確保等の目標に向け、事業活動を

推進してまいりました。その結果、当第３四半期累計期間の経営成績は、完成工事高101億9百万円（前

年同期比17.2%減）となりました。損益面では完成工事高減少による利益減のため、営業利益は1億64百

万円（前年同期比21.7%減）、経常利益は1億65百万円（前年同期比6.3%減）となり、特別利益として貸

倒引当金戻入額を計上したこともあり四半期純利益は1億47百万円（前年同期比178.6%増）となりまし

た。 

  

当第３四半期会計期間末における総資産は、前事業年度末に比べ25億23百万円減少し117億12百万円

となりました。主な減少理由は、完成工事未収入金の減少によるものであります。 

負債合計は、前事業年度末に比べ26億22百万円減少し87億91百万円となりました。主な減少理由は、

工事未払金の減少によるものであります。 

純資産は、四半期純利益の計上等により前事業年度末に比べ99百万円増加し、29億20百万円となりま

した。 

  

今後の経済見通しにつきましては、デフレ状況のなかで、特に建設業においては公共投資の縮小等、

一層厳しい状況が続くと予想されます。 

このような厳しい経営環境ではありますが、当社は、①黒字継続により安定経営を定着させる、②平

成21年度以降の経営基盤を固めるため、受注目標達成による手持ち工事量を確保する、③株式会社関電

工との協業メリットを最大限創出する、の３点を基本方針として、全社一丸となって諸施策に取り組ん

でまいります。 

平成22年３月期の通期業績予想につきましては、平成21年10月28日に公表した数値に変更はありませ

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簡便な会計処理 

固定資産の減価償却費の算定方法 

減価償却の方法として定率法を採用している固定資産の減価償却費については、会計年度に係る

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。 
  

②四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

税金費用の計算 

当事業年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前

四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。 

  

会計処理の原則及び手続の変更 

完成工事高及び完成工事原価の計上基準の変更 

請負工事に係る収益の計上基準については、従来、長期大型工事（工期１年超かつ請負金額10億円

以上で進捗率が20％以上）については工事進行基準を、その他の工事については工事完成基準を適用

しておりましたが、第１四半期会計期間から「工事契約に関する会計基準」（企業会計基準第15号

平成19年12月27日）および「工事契約に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第18号

平成19年12月27日）が適用されたことに伴い、第１四半期会計期間に着手した工事契約から、当第３

四半期会計期間末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事については工事進行基準

（工事の進捗率の見積りは原価比例法）を、その他の工事については工事完成基準を適用しておりま

す。 

なお、平成21年3月31日以前に着手した工事契約のうち、長期大型工事（工期１年超かつ請負金額

10億円以上で進捗率が20％以上）については工事進行基準を、その他の工事については工事完成基準

を適用しております。 

これにより、従来の方法によった場合と比べ、当第３四半期累計期間に係る完成工事高は1,659百

万円増加し、営業利益、経常利益および税引前四半期純利益は、それぞれ97百万円増加しておりま

す。 
  

  

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

(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
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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21年12月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 1,125,361 1,985,597

受取手形 728,439 954,439

完成工事未収入金 2,732,147 4,279,610

未成工事支出金 3,238,301 2,734,919

その他 285,394 660,488

貸倒引当金 △56,200 △88,400

流動資産合計 8,053,444 10,526,655

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 1,402,073 1,433,814

土地 1,738,436 1,743,545

その他（純額） 43,342 38,769

有形固定資産計 3,183,852 3,216,129

無形固定資産 73,730 61,825

投資その他の資産   

その他 801,790 881,247

貸倒引当金 △400,496 △450,435

投資その他の資産計 401,294 430,811

固定資産合計 3,658,877 3,708,766

資産合計 11,712,322 14,235,421

負債の部   

流動負債   

支払手形 2,031,104 2,918,118

工事未払金 1,860,506 3,377,673

短期借入金 1,202,000 380,000

未払法人税等 22,913 19,822

未払消費税等 21,566 －

未成工事受入金 2,228,901 1,775,795

賞与引当金 71,627 197,522

完成工事補償引当金 76,365 91,023

工事損失引当金 － 123,278

その他 410,425 799,680

流動負債合計 7,925,410 9,682,913

固定負債   

長期借入金 － 882,000

退職給付引当金 809,841 821,846

その他 56,234 27,644

固定負債合計 866,076 1,731,490

負債合計 8,791,486 11,414,404
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(単位：千円)

当第３四半期会計期間末 
(平成21年12月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,581,000 1,581,000

資本剰余金 395,250 395,250

利益剰余金 933,865 822,671

自己株式 △5,361 △5,211

株主資本合計 2,904,753 2,793,709

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 16,081 27,308

評価・換算差額等合計 16,081 27,308

純資産合計 2,920,835 2,821,017

負債純資産合計 11,712,322 14,235,421
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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)

前第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) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

完成工事高 12,206,200 10,109,386

完成工事原価 11,014,092 9,027,770

完成工事総利益 1,192,107 1,081,616

販売費及び一般管理費 982,116 917,231

営業利益 209,990 164,384

営業外収益   

受取配当金 10,282 3,493

貸倒引当金戻入額 10,602 35,309

その他 6,708 8,531

営業外収益合計 27,593 47,333

営業外費用   

支払利息 37,904 28,792

売上債権売却損 10,495 7,169

その他 12,806 10,576

営業外費用合計 61,206 46,538

経常利益 176,378 165,180

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 32,222

特別利益合計 － 32,222

特別損失   

前期損益修正損 － 17,250

減損損失 － 5,109

貸倒引当金繰入額 92,064 －

投資有価証券評価損 10,678 7,200

特別損失合計 102,743 29,559

税引前四半期純利益 73,635 167,843

法人税等 20,828 20,716

四半期純利益 52,806 147,127
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

  

  

  

(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

6. その他の情報
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