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1.  平成23年3月期第3四半期の業績（平成22年4月1日～平成22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 ％

23年3月期第3四半期 12,389 22.6 276 67.9 269 63.1 212 44.6
22年3月期第3四半期 10,109 △17.2 164 △21.7 165 △6.3 147 178.6

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

23年3月期第3四半期 17.76 ―
22年3月期第3四半期 12.28 ―

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

23年3月期第3四半期 11,777 3,263 27.7 272.53
22年3月期 12,608 3,086 24.5 257.68

（参考） 自己資本   23年3月期第3四半期  3,263百万円 22年3月期  3,086百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  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

22年3月期 ― 0.00 ― 3.00 3.00
23年3月期 ― 0.00 ―
23年3月期 

（予想）
3.00 3.00

3.  平成23年3月期の業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％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   

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 9.8 380 △2.7 330 △10.6 300 △1.1 25.05



(1) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.3「その他の情報」をご覧ください。）

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） 23年3月期3Q 12,000,000株 22年3月期  12,000,000株
② 期末自己株式数 23年3月期3Q  26,373株 22年3月期  24,065株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期3Q 11,974,874株 22年3月期3Q 11,976,760株

※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終了していません。 

※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。 
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当第３四半期累計期間におけるわが国経済は、企業業績に回復の兆しが見られるものの、厳しい雇用

情勢やデフレ、急激な円高の影響を受け、先行き不透明な状況が続きました。 

このような状況の中で、当社は、黒字安定経営継続のための受注目標達成等の目標に向け事業活動を

展開してまいりました。 

その結果、第３四半期累計期間の経営成績は、完成工事高123億89百万円（前年同期比22.6％増）と

なりました。損益面では、完成工事高の増加による利益増により、営業利益は2億76百万円（前年同期

比67.9％増）、経常利益は2億69百万円（前年同期比63.1％増）、四半期純利益は2億12百万円（前年同

期比44.6％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8億30百万円減少し117億77百万円と

なりました。主な減少理由は、借入金返済による現金預金の減少等によるものであります。 

負債合計は、前事業年度末に比べ10億8百万円減少し85億14百万円となりました。主な減少理由は、

借入金の返済及び未成工事受入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1億77百万円増加し、32億63百万円とな

りました。 

  

平成23年３月期の業績予想につきましては、当第３四半期累計期間の実績に鑑み、売上高予想を下方

修正しております。それ以外は平成22年10月27日の決算発表時に公表しました業績予想に変更はありま

せん。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

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
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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、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。 

  

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。 

  

（資産除去債務に関する会計基準の適用） 

第１四半期会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」(企業会計基準第18号 平成20年３月

31日)および「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第21号 平成20年

３月31日)を適用しております。 

なお、この変更に伴う損益に与える影響はありません。 

  

（損益計算書に関する表示方法の変更） 

  前第３四半期累計期間において、独立掲記しておりました営業外費用の「売上債権売却損」は、

その金額が営業外費用合計の100分の20以下となったため、営業外費用の「その他」に含めて表示し

ております。なお、当第３四半期累計期間の営業外費用の「その他」に含まれている「売上債権売却

損」は、1,703千円であります。 

  

  

  

  

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12月31日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金預金 647,248 1,224,469

受取手形 1,229,528 942,203

完成工事未収入金 4,805,608 4,906,192

未成工事支出金 1,384,749 1,505,204

その他 200,519 455,464

貸倒引当金 △67,700 △68,500

流動資産合計 8,199,953 8,965,035

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 1,323,329 1,377,195

土地 1,720,934 1,721,349

その他（純額） 61,497 52,798

有形固定資産計 3,105,760 3,151,344

無形固定資産 97,922 81,979

投資その他の資産

その他 769,754 808,738

貸倒引当金 △395,846 △398,636

投資その他の資産計 373,907 410,102

固定資産合計 3,577,591 3,643,426

資産合計 11,777,544 12,608,461

負債の部

流動負債

支払手形 2,239,867 2,078,085

工事未払金 3,076,469 2,821,477

短期借入金 － 1,232,000

未払法人税等 22,188 31,770

未払消費税等 80,213 100,363

未成工事受入金 1,014,242 1,300,312

役員賞与引当金 － 6,410

賞与引当金 69,144 139,027

完成工事補償引当金 63,027 62,025

工事損失引当金 64,334 167,373

その他 245,954 693,671

流動負債合計 6,875,441 8,632,516

固定負債

長期借入金 700,000 －

退職給付引当金 807,690 804,034

環境対策引当金 9,105 9,383

その他 122,118 76,515

固定負債合計 1,638,914 889,933

負債合計 8,514,355 9,522,449
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(単位：千円)

当第３四半期会計期間末
(平成22年12月31日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成22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 1,266,928 1,090,177

自己株式 △5,639 △5,381

株主資本合計 3,237,538 3,061,046

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 25,650 24,965

評価・換算差額等合計 25,650 24,965

純資産合計 3,263,189 3,086,011

負債純資産合計 11,777,544 12,608,461

川崎設備工業㈱（１７７７）　平成23年３月期　第３四半期決算短信（非連結）



(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21年４月１日
至 平成21年12月31日)

当第３四半期累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年12月31日)

完成工事高 10,109,386 12,389,756

完成工事原価 9,027,770 11,198,637

完成工事総利益 1,081,616 1,191,118

販売費及び一般管理費 917,231 915,097

営業利益 164,384 276,020

営業外収益

受取配当金 3,493 3,727

不動産賃貸料 － 12,395

貸倒引当金戻入額 35,309 4,189

賠償金未払戻入額 － 10,000

その他 8,531 3,205

営業外収益合計 47,333 33,518

営業外費用

支払利息 28,792 19,157

不動産賃貸費用 － 7,976

売上債権売却損 7,169 －

その他 10,576 12,916

営業外費用合計 46,538 40,050

経常利益 165,180 269,487

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

減損損失 5,109 －

投資有価証券評価損 7,200 37,566

過年度損益修正損 17,250 －

特別損失合計 29,559 37,566

税引前四半期純利益 167,843 231,921

法人税等 20,716 19,242

四半期純利益 147,127 212,678
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該当事項ありません。 

  

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
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