
平成25年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕（非連結） 

平成24年10月26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） 坂部 彰一
問合せ先責任者 （役職名） 常務取締役 （氏名） 廣江 勝志 TEL 052-221-7700
四半期報告書提出予定日 平成24年11月8日
配当支払開始予定日 ―
四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無
四半期決算説明会開催の有無 ： 無

1.  平成25年3月期第2四半期の業績（平成24年4月1日～平成24年9月30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 ％

25年3月期第2四半期 9,618 67.8 88 ― 90 117.9 78 171.6
24年3月期第2四半期 5,733 △28.9 0 △99.9 41 △82.9 28 △85.2

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

25年3月期第2四半期 6.58 ―
24年3月期第2四半期 2.42 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第2四半期 12,174 3,535 29.0
24年3月期 11,794 3,538 30.0
（参考） 自己資本   25年3月期第2四半期  3,535百万円 24年3月期  3,538百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  有  
 

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

24年3月期 ― 0.00 ― 5.00 5.00
25年3月期 ― 0.00
25年3月期（予想） ― 5.00 5.00

3. 平成25年 3月期の業績予想（平成24年 4月 1日～平成25年 3月31日）  
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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 20,000 28.0 380 40.2 360 16.0 300 5.0 25.06



(1) 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、添付資料Ｐ．２「四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」をご覧ください。 

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（注）詳細は、添付資料Ｐ．２「会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

※  注記事項

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   ：  有
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期2Q 12,000,000 株 24年3月期 12,000,000 株
② 期末自己株式数 25年3月期2Q 28,983 株 24年3月期 28,546 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期2Q 11,971,208 株 24年3月期2Q 11,972,322 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、四半期財務諸表に対する
四半期レビュー手続が実施中です。 

※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、その
達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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２四半期累計期間におけるわが国経済は、欧州債務問題を背景とした世界的な景気減速や円高の

長期化などの要因により、依然として低調な状況で推移しました。 

 このような状況の中で、当社は、業績の向上を目指し事業活動を展開してまいりました。その結果、

受注高につきましては、115億17百万円（前年同期比45.2％増）となりました。工事種別では、一般ビ

ル工事は、病院工事等の増加により80億45百万円（前年同期比37.6％増）、産業施設工事および電気工

事は工場関連施設工事の増加によりそれぞれ19億96百万円（前年同期比15.8％増）、14億74百万円（前

年同期比307.8％増）となりました。  

 完成工事高につきましては、96億18百万円（前年同期比67.8％増）となりました。工事種別では、一

般ビル工事は厚生福祉施設工事の増加により55億65百万円（前年同期比31.9％増）、産業施設工事およ

び電気工事は工場関連施設工事の増加により、それぞれ30億76百万円（前年同期比168.5％増）、9億76

百万円（前年同期比165.8％増）となりました。 

 損益面につきましては、完成工事高の増加により、第２四半期累計期間の経常利益は90百万円（前年

同期比117.9％増）、四半期純利益は78百万円（前年同期比171.6％増）となりました。 

  

当第２四半期会計期間の資産合計は、前事業年度末に比べ3億79百万円増加し121億74百万円となりま

した。主な増加理由は、現金預金等で減少があるものの、完成工事未収入金が増加したことによるもの

です。 

負債合計は、前事業年度末に比べ3億83百万円増加し86億38百万円となりました。主な増加理由は、

工事未払金等で減少があるものの、支払手形及び電子記録債務が増加したことによるものです。 

純資産合計は、35億35百万円となりました。前事業年度末に比べ大幅な増減はありません。 

  

業績予想につきましては、平成24年4月26日発表の予想に変更ありませんが、配当予想につきまして

は予想を修正いたしました。詳細につきましては、本日公表の「配当予想の修正に関するお知らせ」を

ご参照ください。 

  

税金費用については、当第２四半期会計期間を含む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してお

ります。 

  

当社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期会計期間より、平成24年４月１日以後に取得した有形

固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。 

なお、この変更に伴う損益に与える影響はありません。 

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．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）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

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更）
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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)

前事業年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 1,527,277 823,736

受取手形 1,626,204 1,713,893

完成工事未収入金 4,363,939 5,665,277

未成工事支出金 535,919 639,098

その他 349,821 39,194

貸倒引当金 △65,200 △78,300

流動資産合計 8,337,961 8,802,900

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 1,240,441 1,208,525

土地 1,720,752 1,720,752

その他（純額） 65,506 65,941

有形固定資産合計 3,026,699 2,995,218

無形固定資産 83,644 92,358

投資その他の資産   

その他 665,516 569,107

貸倒引当金 △319,557 △285,509

投資その他の資産合計 345,959 283,598

固定資産合計 3,456,304 3,371,174

資産合計 11,794,266 12,174,075

負債の部   

流動負債   

支払手形 1,976,204 2,453,738

電子記録債務 383,106 877,915

工事未払金 3,032,853 2,300,802

未払法人税等 29,141 17,778

未成工事受入金 546,186 756,249

役員賞与引当金 9,404 －

賞与引当金 176,674 135,603

完成工事補償引当金 37,025 38,921

工事損失引当金 160,853 136,770

その他 308,574 327,257

流動負債合計 6,660,024 7,045,037

固定負債   

長期借入金 700,000 700,000

退職給付引当金 793,134 789,562

環境対策引当金 9,105 9,105

その他 93,491 95,128

固定負債合計 1,595,731 1,593,797

負債合計 8,255,756 8,638,834
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(単位：千円)

前事業年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期会計期間 
(平成24年９月30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 1,540,228 1,559,097

自己株式 △5,932 △5,999

株主資本合計 3,510,546 3,529,348

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 27,963 5,892

評価・換算差額等合計 27,963 5,892

純資産合計 3,538,509 3,535,240

負債純資産合計 11,794,266 12,174,075
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（２）四半期損益計算書 
 第２四半期累計期間 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

完成工事高 5,733,230 9,618,757

完成工事原価 5,131,132 8,905,875

完成工事総利益 602,098 712,881

販売費及び一般管理費 601,777 623,913

営業利益 320 88,968

営業外収益   

受取配当金 2,397 2,549

不動産賃貸料 12,916 11,727

還付加算金 － 3,230

その他 44,524 2,188

営業外収益合計 59,837 19,695

営業外費用   

支払利息 5,377 5,254

不動産賃貸費用 7,889 9,640

その他 5,196 2,919

営業外費用合計 18,463 17,815

経常利益 41,694 90,848

税引前四半期純利益 41,694 90,848

法人税等 12,710 12,121

四半期純利益 28,984 78,726
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当第２四半期累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年９月30日） 

 該当事項はありません。 

  

当第２四半期累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年９月30日） 

 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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