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(％表示は対前年同四半期増減率) 

  

 
  

 
    

   

 

 
  

 
(注) 当四半期における配当予想の修正有無 ： 無 

  

(％表示は対前期増減率) 

 
(注) 当四半期における業績予想の修正有無 ： 有 

詳細につきましては、本日開示しております「業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。 
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1. 平成22年9月期第3四半期の業績（平成21年10月1日～平成22年6月30日）

 (1) 経営成績(累計)

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9月期第3四半期 14,576 14.9 821 195.3 989 136.1 504 180.3
21年9月期第3四半期 12,682 ― 278 ― 418 ― 180 ―

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9月期第3四半期 34.58 ―

  21年9月期第3四半期 12.33 ―

 (2) 財政状態

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9月期第3四半期 28,167 20,061 71.2 1,374.71

21年9月期 28,047 19,724 70.3 1,351.22 

(参考) 自己資本 22年9月期第3四半期 20,061百万円 21年9月期 19,724百万円

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

21年9月期 ― 0.00 ― 8.00 8.00

22年9月期 ― 0.00 ―

22年9月期(予想) 8.00 8.00

3. 平成22年9月期の業績予想（平成21年10月1日～平成22年9月30日）

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 18,000 △19.7 680 3.8 930 9.7 470 14.9 32.20



  

 

 

 
（注）「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、表示方法等の変更の有無となります。 

(3) 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レビュー手続の対象外であり、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財務諸表のレビュー手続は実施中です。 

  

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

 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、四半期決算短信（添付資料）２ページ「業績

予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
  

4. その他 (詳細は、【添付資料】P.2「その他の情報」をご覧ください。)

(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）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の有無となります。

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更

 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9月期第3Ｑ 15,000,000株 21年9月期 15,000,000株

② 期末自己株式数 22年9月期第3Ｑ 406,994株 21年9月期 402,485株

③ 期中平均株式数 (四半期累計期間) 22年9月期第3Ｑ 14,595,166株 21年9月期第3Ｑ 14,601,962株
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2009年度の鉄骨需要量は、400万トンを割り込む大幅な減少傾向を示しました。４月以降も横ばいで推
移しております。 
鉄骨単価も、ファブ同士の受注競争、ゼネコンの指し値攻勢など下落傾向が依然続いており、そのなか
で鋼材価格も相次いで値上げとなり、「見積りへの対応」で苦慮しております。 
このような中、当社は受注に鋭意努力しましたが、第３四半期累計期間の受注高は前年同四半期比
54.3%減の7,580百万円にとどまりました。 
完成工事高は、前期からの利益率の高い繰り越し工事については工事完成基準を適用しておりますの
で、前年同四半期比14.9%増の14,576百万円となり、損益面でも、営業利益821百万円、経常利益989百万
円、四半期純利益504百万円（前年同四半期は180百万円）となりました。 

  

総資産は、前事業年度の28,047百万円から28,167百万円と120百万円増加しました。これは、受取手
形・完成工事未収入金と手持ち工事の未成工事支出金等の減少があるも、現金及び預金、その他流動資産
（未収入金）及び有形固定資産（土地）の増加によるものです。 
総負債は、未成工事受入金、未払法人税等、長期借入金が増加するも、工事未払金が大幅に減少したこ
とにより、216百万円の減となりました。 
純資産は、利益剰余金の増加により、336百万円の増となりました。 

  

業績予想につきましては、平成22年5月12日に公表しました業績予想から、通期の業績予想を修正して
おります。詳細につきましては、本日開示しております「業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧くだ
さい。 

  

  ① 一般債権の貸倒見積高の算定方法  

当第３四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第2四半期会計期間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、第2四半期会計期間末以降に著しい変化がないと認められる
限り、第2四半期会計期間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、前事業年度末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 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、工事完成基準を適用しておりましたが、「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）及び「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）を第１四半期会計期間より適用し、
第１四半期会計期間に着手した工事から、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９月30日以前に着手した工事については工事完成基準を引き続き適用しております。
この変更により、当第３四半期累計期間の完成工事高は909百万円増加しましたが、営業利益、経常
利益及び税引前四半期純利益はそれぞれ54百万円減少しております。 

1. 当四半期の業績等に関する定性的情報

(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

2. その他の情報

(1) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要
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3. 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22年６月30日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表
(平成21年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 5,529,483 2,016,826

受取手形・完成工事未収入金 6,849,268 8,059,032

未成工事支出金 6,915,669 9,848,156

材料貯蔵品 128,044 262,125

その他 1,083,322 486,910

貸倒引当金 △50,254 △28,344

流動資産合計 20,455,533 20,644,706

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 1,148,298 1,202,549

機械及び装置（純額） 462,693 535,631

土地 4,227,081 3,812,373

その他（純額） 235,409 148,872

有形固定資産合計 6,073,483 5,699,425

無形固定資産 23,343 18,234

投資その他の資産

投資有価証券 1,257,802 1,340,459

その他 365,175 349,400

貸倒引当金 △8,000 △5,000

投資その他の資産合計 1,614,978 1,684,860

固定資産合計 7,711,805 7,402,520

資産合計 28,167,339 28,047,227

負債の部

流動負債

工事未払金 1,837,604 4,218,318

短期借入金 400,000 400,000

1年内返済予定の長期借入金 49,520 －

未払法人税等 427,802 11,155

未成工事受入金 3,536,112 2,495,130

賞与引当金 24,847 82,200

その他 792,516 312,400

流動負債合計 7,068,402 7,519,205

固定負債

長期借入金 250,480 －

退職給付引当金 646,185 668,945

役員退職慰労引当金 109,806 102,850

その他 31,247 31,826

固定負債合計 1,037,719 803,622

負債合計 8,106,121 8,322,828
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(単位：千円)

当第３四半期会計期間末
(平成22年６月30日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表
(平成21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 18,559,687 18,171,697

自己株式 △127,860 △126,708

株主資本合計 19,959,448 19,572,609

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 101,769 151,789

評価・換算差額等合計 101,769 151,789

純資産合計 20,061,217 19,724,399

負債純資産合計 28,167,339 28,047,227
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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10月１日
至 平成21年６月30日)

当第３四半期累計期間
(自 平成21年10月１日
至 平成22年６月30日)

完成工事高 12,682,884 14,576,796

完成工事原価 11,890,190 13,218,618

完成工事総利益 792,694 1,358,177

販売費及び一般管理費

役員報酬 55,837 67,888

従業員給料手当 217,399 232,764

退職給付費用 8,041 8,246

役員退職慰労引当金繰入額 6,837 6,955

法定福利費 32,474 38,252

福利厚生費 5,332 5,163

修繕維持費 3,816 2,734

事務用品費 9,303 9,949

通信交通費 23,988 24,630

動力用水光熱費 6,796 6,136

調査研究費 1,626 313

貸倒引当金繰入額 2,887 －

交際費 16,701 14,534

寄付金 40 30

地代家賃 20,384 19,576

減価償却費 14,902 13,487

租税公課 39,213 50,227

保険料 3,414 3,235

雑費 45,659 32,893

販売費及び一般管理費合計 514,659 537,018

営業利益 278,034 821,159

営業外収益

受取利息 10,344 3,110

受取配当金 16,692 9,939

不動産賃貸料 60,038 59,518

鉄屑売却益 － 70,989

その他 74,798 58,704

営業外収益合計 161,874 202,263

営業外費用

支払利息 3,911 5,791

たな卸資産評価損 14,652 －

貸倒引当金繰入額 － 26,927

その他 2,386 1,453

営業外費用合計 20,950 34,171

経常利益 418,957 989,250
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(単位：千円)

前第３四半期累計期間
(自 平成20年10月１日
至 平成21年６月30日)

当第３四半期累計期間
(自 平成21年10月１日
至 平成22年６月30日)

特別利益

貸倒引当金戻入額 990 2,016

特別利益合計 990 2,016

特別損失

投資有価証券評価損 123,360 －

会員権評価損 － 1,350

その他 12,650 －

特別損失合計 136,010 1,350

税引前四半期純利益 283,937 989,917

法人税、住民税及び事業税 7,306 424,142

法人税等調整額 96,527 61,004

法人税等合計 103,833 485,146

四半期純利益 180,104 504,770
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(3) 四半期キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

前第３四半期累計期間
(自 平成20年10月１日
至 平成21年６月30日)

当第３四半期累計期間
(自 平成21年10月１日
至 平成22年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期純利益 283,937 989,917

減価償却費 187,086 174,166

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,897 24,910

退職給付引当金の増減額（△は減少） △49,480 △22,759

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 6,338 6,955

受取利息及び受取配当金 △27,037 △13,049

支払利息 3,911 5,791

投資有価証券評価損益（△は益） 123,360 －

損害賠償損失 12,500 －

会員権評価損益（△は益） － 1,350

売上債権の増減額（△は増加） △792,303 588,489

未成工事支出金の増減額（△は増加） △4,901,618 2,932,487

その他のたな卸資産の増減額（△は増加） 114,072 134,081

仕入債務の増減額（△は減少） 778,981 △2,381,167

未成工事受入金の増減額（△は減少） 2,972,759 1,040,981

その他 265,011 398,947

小計 △1,020,586 3,881,099

利息及び配当金の受取額 27,037 13,049

利息の支払額 △3,721 △6,467

損害賠償金の支払額 △12,500 －

法人税等の支払額 △7,258 △3,569

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,017,028 3,884,112

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 △59,517 △545,376

有形固定資産の売却による収入 － 1,406

無形固定資産の取得による支出 △410 △9,328

投資有価証券の取得による支出 △2,114 △1,694

貸付けによる支出 △300 △150

貸付金の回収による収入 2,630 2,000

その他 477 198

投資活動によるキャッシュ・フロー △59,234 △552,944

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入 － 300,000

自己株式の取得による支出 △1,800 △1,152

配当金の支払額 △116,855 △116,780

その他 － △579

財務活動によるキャッシュ・フロー △118,655 181,489

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,194,917 3,512,657

現金及び現金同等物の期首残高 2,813,883 2,016,826

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,618,966 5,529,483
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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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4. 補足情報

生産、受注及び販売の状況

 ① 生産実績

前第３四半期累計期間 当第３四半期累計期間 前事業年度

（自平成20年10月１日 （自平成21年10月１日 （自平成20年10月１日

    至平成21年６月30日）    至平成22年６月30日）    至平成21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 64,666 17,151,314 95.5 45,628 11,099,198 94.8 84,169 22,227,556 95.6

プレキャスト
12,556 810,480 4.5 10,595 607,566 5.2 15,646 1,021,064 4.4

コンクリート

合 計 ― 17,961,795 100.0 ― 11,706,764 100.0 ― 23,248,620 100.0 

 ② 受注状況

   イ．受注高

前第３四半期累計期間 当第３四半期累計期間 前事業年度

（自平成20年10月１日 （自平成21年10月１日 （自平成20年10月１日

    至平成21年６月30日）    至平成22年６月30日）    至平成21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 59,798 16,280,615 98.2 34,223 7,373,346 97.3 77,522 20,388,900 95.5 

プレキャスト
3,614 305,545 1.8 4,000 207,181 2.7 15,103 969,734 4.5 

コンクリート

合 計 ― 16,586,160 100.0 ― 7,580,527 100.0 ― 21,358,634 100.0 

  ロ．受注残高

前第３四半期累計期間 当第３四半期累計期間 前事業年度

（自平成20年10月１日 （自平成21年10月１日 （自平成20年10月１日

    至平成21年６月30日）    至平成22年６月30日）    至平成21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 84,263 22,352,269 96.3 45,324 10,536,500 93.6 65,888 17,313,519 94.8 

プレキャスト
13,140 860,000 3.7 13,488 724,050 6.4 15,741 943,300 5.2 

コンクリート

合 計 ― 23,212,269 100.0 ― 11,260,550 100.0 ― 18,256,819 100.0 

 ③ 販売実績

前第３四半期累計期間 当第３四半期累計期間 前事業年度

（自平成20年10月１日 （自平成21年10月１日 （自平成20年10月１日

    至平成21年６月30日）    至平成22年６月30日）    至平成21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 50,676 12,292,139 96.9 54,787 14,150,365 97.1 86,774 21,439,174 95.7 

プレキャスト
5,679 390,745 3.1 6,253 426,431 2.9 14,567 971,634 4.3 

コンクリート

合 計 ― 12,682,884 100.0 ― 14,576,796 100.0 ― 22,410,809 100.0 

川岸工業㈱（5921）　平成22年9月期　第3四半期決算短信

9


