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1. 平成30年9月期第1四半期の業績（平成29年10月1日～平成29年12月31日）

(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 ％

30年9月期第1四半期 6,029 25.0 922 19.7 968 21.5 681 6.6

29年9月期第1四半期 4,823 △3.4 770 8.6 797 7.0 639 36.0

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

30年9月期第1四半期 46.80 ―

29年9月期第1四半期 43.89 ―

(2) 財政状態

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

30年9月期第1四半期 26,539 21,296 80.2

29年9月期 25,650 20,852 81.3

（参考）自己資本 30年9月期第1四半期 21,296百万円 29年9月期 20,852百万円

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

29年9月期 ― 0.00 ― 20.00 20.00

30年9月期 ―

30年9月期（予想） 0.00 ― 90.00 90.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

当社は、平成30年４月１日を効力発生日として普通株式５株につき１株の割合で株式併合を実施する予定であるため、平成30年９月期(予想)の１株当たり期末
配当金については、当該株式併合の影響を考慮した金額を記載しております。株式併合の影響を考慮しない場合の１株当たり期末配当金は18円となります。詳
細につきましては「業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項」をご覧下さい。

3. 平成30年 9月期の業績予想（平成29年10月 1日～平成30年 9月30日）

（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

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) 11,000 19.4 1,400 8.0 1,450 6.8 1,000 △7.7 68.65

通期 21,000 7.2 2,600 △8.7 2,700 △8.9 1,870 △13.1 641.92

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無

当社は、平成30年４月１日を効力発生日として普通株式５株につき１株の割合で株式併合を実施する予定であります。平成30年９月期の業績予想における１株
当たり当期純利益につきましては、当該株式併合の影響を考慮しております。詳細につきましては、「業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項」を
ご覧下さい。



※ 注記事項

(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 有

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 無

② ①以外の会計方針の変更 ： 無

③ 会計上の見積りの変更 ： 無

④ 修正再表示 ： 無

(3) 発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 30年9月期1Q 15,000,000 株 29年9月期 15,000,000 株

② 期末自己株式数 30年9月期1Q 435,091 株 29年9月期 433,568 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 30年9月期1Q 14,565,766 株 29年9月期1Q 14,570,043 株

※四半期決算短信は四半期レビューの対象外です

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

　平成29年12月20日開催の第71回定時株主総会において、株式併合議案が承認されたことにより、平成30年４月１日を効力発生日として、当社株式５株につき
１株の割合で株式併合を実施することといたしました。なお、株式併合の影響を考慮しない場合の平成30年９月期の配当金及び１株当たり当期純利益は以下の
通りとなります。

１．平成30年９月期の配当予想

　　１株当たり配当金　　期末　　18円

２．平成30年9月期の業績予想

　　１株当たり当期純利益　　128.38円

　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「業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧下さい。
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１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

　当第１四半期における我が国経済は、企業収益、雇用環境の改善、安定した株価を背景に緩やかな回復基調が継続し

たものの、米国経済の政策運営や北東アジアの地政学的なリスク等により先行きは不透明な状況で推移しました。

当業界におきましては、依然、堅調な需要に支えられておりますが、材料費、外注費等の高騰が懸念材料としてあり

ます。この様な中、当社の受注状況は、十分な受注量を確保していることもあり、当第1四半期では、前年同期比9.2％

減の5,009百万円となりました。完成工事高は、前年同四半期比25.0％増の6,029百万円となりました。

　損益面では、コスト削減、追加変更等の獲得が寄与した結果、営業利益922百万円（前年同四半期19.7％増）、経常利

益968百万円（前年同四半期21.5％増）、四半期純利益681百万円（前年同四半期6.6％増）となりました。

（２）財政状態に関する説明

　当第１四半期会計期間末の総資産は、前事業年度末の25,650百万円から26,539百万円と888百万円増加しました。これ

は、現金預金、未成工事支出金等が減少したものの、受取手形・完成工事未収入金等が増加したことによるものであり

ます。

　総負債は、工事未払金等の増加により444百万円の増加となりました。

　純資産は、利益剰余金等の増加により、444百万円の増加となりました。

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成30年9月期の決算予想につきましては、平成29年11月10日に公表しました業績予想から変更はしておりません。
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２．四半期財務諸表及び主な注記

（１）四半期貸借対照表

(単位：千円)

前事業年度
(平成29年９月30日)

当第１四半期会計期間
(平成29年12月31日)

資産の部

流動資産

現金預金 4,073,781 3,301,716

受取手形・完成工事未収入金 13,411,275 15,055,722

未成工事支出金 876,304 699,598

材料貯蔵品 174,584 194,145

未収入金 31,748 36,881

その他 146,264 146,703

貸倒引当金 △14,623 △14,989

流動資産合計 18,699,336 19,419,778

固定資産

有形固定資産

建物・構築物（純額） 945,741 932,608

機械・運搬具（純額） 1,209,326 1,226,348

土地 3,461,504 3,461,504

その他（純額） 38,554 95,404

有形固定資産合計 5,655,126 5,715,866

無形固定資産 15,009 19,484

投資その他の資産

投資有価証券 832,777 916,045

その他 476,245 495,788

貸倒引当金 △27,750 △27,250

投資その他の資産合計 1,281,272 1,384,584

固定資産合計 6,951,408 7,119,934

資産合計 25,650,745 26,539,713

負債の部

流動負債

工事未払金 3,010,800 3,522,874

未払法人税等 293,828 295,793

賞与引当金 102,705 88,509

その他 586,607 528,477

流動負債合計 3,993,941 4,435,654

固定負債

退職給付引当金 186,888 189,363

役員退職慰労引当金 135,376 120,720

補償損失引当金 240,000 240,000

その他 242,499 256,980

固定負債合計 804,763 807,064

負債合計 4,798,705 5,242,718
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(単位：千円)

前事業年度
(平成29年９月30日)

当第１四半期会計期間
(平成29年12月31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 19,116,186 19,506,562

自己株式 △138,992 △140,694

株主資本合計 20,504,815 20,893,489

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 347,224 403,505

評価・換算差額等合計 347,224 403,505

純資産合計 20,852,039 21,296,994

負債純資産合計 25,650,745 26,539,713
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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)
前第１四半期累計期間
(自 平成28年10月１日
　至 平成28年12月31日)

当第１四半期累計期間
(自 平成29年10月１日
　至 平成29年12月31日)

完成工事高 4,823,990 6,029,327

完成工事原価 3,895,220 4,940,108

完成工事総利益 928,769 1,089,218

販売費及び一般管理費 158,542 167,043

営業利益 770,227 922,175

営業外収益

受取利息 7 7

受取配当金 6,059 10,168

不動産賃貸料 19,962 19,297

鉄屑売却益 12,399 12,588

その他 7,709 7,428

営業外収益合計 46,138 49,490

営業外費用

賃貸費用 2,483 2,245

固定資産解体費用 9,475 ―

環境対策費 5,445 ―

その他 1,559 453

営業外費用合計 18,963 2,698

経常利益 797,403 968,967

税引前四半期純利益 797,403 968,967

法人税等 157,853 287,262

四半期純利益 639,549 681,704
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（３）四半期財務諸表に関する注記事項

（四半期貸借対照表関係）

偶発債務

（高層分譲住宅の外壁PCタイルの剥落について）

当社が過去に製作しました高層分譲住宅の一部外壁タイルの下地コンクリートからタイル剥落が発生し、調査

を進めておりました。その補修費用等については、協議中ではありますが、当社の負担が見込まれる金額を補償

損失引当金として計上しております。

　なお、協議は現在も継続中であり、施工会社の提示内容と大きな乖離があり、協議次第では変動する可能性が

あります。

　

（継続企業の前提に関する注記）

該当事項はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

該当事項はありません。

（四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用）

(税金費用の計算方法)

税金費用については、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も

り、税引前四半期純損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。

決算短信（宝印刷） 2018年02月08日 07時52分 6ページ（Tess 1.50(64) 20171211_01）



川岸工業株式会社(5921) 平成30年９月期 第１四半期決算短信

－ 7 －

３．補足情報

生産、受注及び販売の状況

① 生産実績

前第1四半期累計期間
(自 平成28年10月１日
至 平成28年12月31日)

当第1四半期累計期間
(自 平成29年10月１日
至 平成29年12月31日)

前事業年度
(自 平成28年10月１日
至 平成29年９月30日)

製品別
数量

(屯・m3)
金額
(千円)

構成比
(％)

数量
(屯・m3)

金額
(千円)

構成比
(％)

数量
(屯・m3)

金額
(千円)

構成比
(％)

鉄骨 13,310 4,309,381 94.3 17,730 5,530,265 94.7 61,614 18,408,382 95.5

プレキャスト
コンクリート

2,606 262,771 5.7 2,545 310,244 5.3 8,289 863,100 4.5

合計 ― 4,572,152 100.0 ― 5,840,509 100.0 ― 19,271,482 100.0

　

② 受注状況

イ．受注高

前第1四半期累計期間
(自 平成28年10月１日
至 平成28年12月31日)

当第1四半期累計期間
(自 平成29年10月１日
至 平成29年12月31日)

前事業年度
(自 平成28年10月１日
至 平成29年９月30日)

製品別
数量

(屯・m3)
金額
(千円)

構成比
(％)

数量
(屯・m3)

金額
(千円)

構成比
(％)

数量
(屯・m3)

金額
(千円)

構成比
(％)

鉄骨 16,141 5,043,190 91.4 13,767 5,009,536 100.0 77,010 23,305,956 92.5

プレキャスト
コンクリート

5,210 476,513 8.6 ― ― ― 19,868 1,879,818 7.5

合計 ― 5,519,704 100.0 ― 5,009,536 100.0 ― 25,185,774 100.0

ロ．受注残高

前第1四半期累計期間
(自 平成28年10月１日
至 平成28年12月31日)

当第1四半期累計期間
(自 平成29年10月１日
至 平成29年12月31日)

前事業年度
(自 平成28年10月１日
至 平成29年９月30日)

製品別
数量

(屯・m3)
金額
(千円)

構成比
(％)

数量
(屯・m3)

金額
(千円)

構成比
(％)

数量
(屯・m3)

金額
(千円)

構成比
(％)

鉄骨 45,862 12,960,052 93.9 53,802 16,352,757 92.5 58,365 17,064,794 91.2

プレキャスト
コンクリート

9,309 841,968 6.1 15,723 1,332,381 7.5 18,270 1,640,135 8.8

合計 ― 13,802,020 100.0 ― 17,685,138 100.0 ― 18,704,929 100.0

③ 販売実績

前第1四半期累計期間
(自 平成28年10月１日
至 平成28年12月31日)

当第1四半期累計期間
(自 平成29年10月１日
至 平成29年12月31日)

前事業年度
(自 平成28年10月１日
至 平成29年９月30日)

製品別
数量

(屯・m3)
金額
(千円)

構成比
(％)

数量
(屯・m3)

金額
(千円)

構成比
(％)

数量
(屯・m3)

金額
(千円)

構成比
(％)

鉄骨 14,011 4,564,837 94.6 18,330 5,721,573 94.9 62,376 18,722,860 95.6

プレキャスト
コンクリート

2,609 259,153 5.4 2,547 307,754 5.1 8,305 864,291 4.4

合計 ― 4,823,990 100.0 ― 6,029,327 100.0 ― 19,587,151 100.0
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