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1. 平成30年9月期の業績（平成29年10月1日～平成30年9月30日）

(1) 経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

30年9月期 25,746 31.4 2,880 1.1 3,078 3.9 2,124 △1.2

29年9月期 19,587 6.7 2,848 30.9 2,963 30.1 2,151 4.9

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利益

率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

30年9月期 729.61 ― 9.8 11.3 11.2

29年9月期 738.38 ― 10.9 12.1 14.5

（参考） 持分法投資損益 30年9月期 ―百万円 29年9月期 ―百万円

（注）平成30年４月１日付で当社株式５株につき１株の割合で株式併合を実施したため、前事業年度の期首に当該株式併合が行われたと仮定して、１株当たり当期
純利益を算定しております。

(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

30年9月期 29,061 22,725 78.2 7,803.75

29年9月期 25,650 20,852 81.3 7,157.56

（参考） 自己資本 30年9月期 22,725百万円 29年9月期 20,852百万円

（注）平成30年４月１日付で当社株式５株につき１株の割合で株式併合を実施したため、前事業年度の期首に当該株式併合が行われたと仮定して、１株当たり純資
産を算定しております。

(3) キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

30年9月期 74 △748 △301 3,099

29年9月期 2,350 △802 △240 4,073

2. 配当の状況

年間配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
純資産配当

率第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 百万円 ％ ％

29年9月期 ― 0.00 ― 20.00 20.00 291 13.5 1.5

30年9月期 ― 0.00 ― 125.00 125.00 364 17.1 1.7

31年9月期(予想) ― 0.00 ― 80.00 80.00 21.4

（注）平成30年４月１日付で当社株式５株につき１株の割合で株式併合を実施したため、平成30年９月期の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25円になります。

3. 平成31年 9月期の業績予想（平成30年10月 1日～平成31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) 10,000 △16.1 680 △52.0 760 △49.8 530 △50.0 181.98

通期 20,000 △22.3 1,440 △50.0 1,570 △49.0 1,090 △48.7 374.26



※ 注記事項

(1) 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

(2) 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 3,000,000 株 29年9月期 3,000,000 株

② 期末自己株式数 30年9月期 87,854 株 29年9月期 86,713 株

③ 期中平均株式数 30年9月期 2,912,452 株 29年9月期 2,913,768 株

(注)　平成30年４月１日付で当社株式５株につき１株の割合で株式併合を実施したため、前事業年度の期首に当該株式併合が行われたと仮定して、期末発行
済株式数、期末自己株式数及び期中平均株式数を算定しております。

※ 決算短信は公認会計士又は監査法人の監査の対象外です

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

　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。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、添付資料２ページ「１.経営成績等の概況の（４）今後の見通し」をご覧下さい。
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１．経営成績等の概況

（１）当期の経営成績の概況

当事業年度の我が国経済は、政府の経済政策や日銀の金融緩和政策を背景に、企業業績の向上や雇用情勢の改善

等が進み、景気は緩やかな回復基調で推移しましたが、一方で日本国内で多発した自然災害による景気への影響、

米国を中心とした世界的な貿易摩擦と世界経済の下振れリスク等が懸念され、景気の先行きについては依然として

不透明な状況が続いております。

当業界におきましては、首都圏を中心とした大型再開発案件等の展開が継続し、各社とも工場稼働率が高水準で

推移する等、堅調に推移しておりますが、一方で鋼材価格の高騰、溶接・輸送をはじめとした専門業者の確保難に

よる人件費の上昇等について懸念材料も多く、工場運営や経営環境に与える影響は予断を許さない状態が続いてお

ります。

このような状況において、当社は受注に鋭意努力しましたが、受注高は通期で前期比9.6％減の22,773百万円とな

りました。当期末の受注残高も、前期比15.9％減の15,732百万円にとどまりました。

一方、完成工事高は、工場の稼働率が高水準で推移した事により、前期比31.4％増の25,746百万円となりまし

た。

（鉄骨事業）

主な受注工事は、「(仮称）浜松町二丁目４地区Ａ街区Ａ３棟建設工事」、「大手町二丁目常盤橋地区第一種市

街地再開発事業（Ａ棟）」、「(仮称)山下町Ａ街区ホテル計画新築工事」、「コナミクリエイティブセンター銀

座新築工事」、「プロジェクト維新 ３号棟新築工事」、「（仮称）三井不動産ロジスティクスパーク広島Ⅰ新

築工事」、「（仮称）銀座六丁目ホテル計画」であります。

主な完成工事は、「(仮称)丸ノ内３―２計画」、「日本橋室町三丁目地区第一種市街地再開発事業Ａ地区新築

工事」、「新国立競技場整備事業（第Ⅱ期）」、「（仮称）ベルコ難波ホテル新築工事」、「マイクロンメモリ

ジャパン株式会社 Ｂ２棟及びＣＵＰ棟建設プロジェクト」、「（仮称）ヒューリック有楽町二丁目開発計画」

であります。

（プレキャストコンクリート事業）

主な受注工事は、「（仮称）赤坂５丁目プロジェクト」であります。

主な完成工事は、「順天堂大学キャンパス・ホスピタル再編事業（仮称）新研究棟建築工事」、「乃木坂ナシ

ョナルコートマンション建替事業」、「（仮称）湊二丁目計画」であります。

損益面では、工場の稼働率が高水準で推移し売上高が増加したことから、営業利益は2,880百万円（前期比1.1％

増）、経常利益は3,078百万円(同3.9％増)となりました。

　当期純利益については、税金費用が増加したため2,124百万円(同1.2％減)となりました。

　

（２）当期の財政状態の概況

総資産は、前事業年度末の25,650百万円から当事業年度末は29,061百万円となり、3,411百万円増加しました。

この主な理由は、現金預金及び受取手形等が減少したものの、完成工事未収入金等の増加によるものでありま

す。

　総負債は、未払金等が減少したものの、工事未払金及び未払法人税等の増加により1,537百万円の増になりまし

た。

　純資産は、利益剰余金の増加により、1,873百万円の増になりました。

　

決算短信（宝印刷） 2018年11月12日 09時35分 2ページ（Tess 1.50(64) 20180621_01）



川岸工業株式会社(5921) 平成30年９月期 決算短信

3

（３）当期のキャッシュ・フローの概況

営業活動によるキャッシュ・フローは、主に税引前当期純利益が3,078百万円の計上、仕入債務の増加及び減

価償却費の計上等がありましたが、売上債権の増加及び法人税等の支払等により、74百万円の資金増加となり

ました。

投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得等による支出により、748百万円の資金減少とな

りました。

財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払等により、301百万円の資金減少となりました。

以上の結果、「現金及び現金同等物」は974百万円減少し、当期末残高は3,099百万円となりました。

　

（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移
　

平成26年９月期 平成27年９月期 平成28年９月期 平成29年９月期 平成30年９月期

自己資本比率 (%) 70.0 79.0 81.0 81.3 78.2

時価ベースの自己資本比率 (%) 35.3 27.0 33.2 63.7 40.5

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率 (年)

― 21.5 ― ― ―

インタレスト・カバレッジ・
レシオ (倍)

― 174.6 976.0 3,802.8 51.3

　

自己資本比率：自己資本／総資産

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／営業キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い

　

※株式時価総額は 期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。

※有利子負債は、貸借対照表に計上されている負債のうち、利子を支払っている全ての負債を対象としておりま

す。

※営業キャッシュ・フロー及び利払いは、キャッシュ・フロー計算書に計上されている「営業活動によるキャッ

シュ・フロー」及び「利息の支払額」を用いております。

※計算の結果がマイナスとなる場合は、「－」で表示しております。

（４）今後の見通し

平成31年9月期の見通しとして、オリンピック需要の影響等を受け今年末から来年末にかけて、わが社が得意と

する超高層ビルの工事が端境期となることから、工場稼働率が大幅に落ちることが予想され、売上高を押し下げ

る要因となっております。さらに、鋼材価格の高騰、輸送費の高騰、人件費の上昇等の不安材料もあります。

　上記のような厳しい環境が想定されることから、来期は完成工事高は20,000百万円(当期比22.3％減)、営業利

益1,440百万円(同50.0％減)、経常利益1,570百万円(同49.0％減)、当期純利益1,090百万円(同48.7％減)を見込ん

でおります。

　

２．会計基準の選択に関する基本的な考え方

　当社は、国際的な事業展開や資金調達を行っておりませんので、日本基準に基づき財務諸表を作成しておりま

す。
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３．財務諸表及び主な注記

（１）貸借対照表

(単位：千円)

前事業年度
(平成29年９月30日)

当事業年度
(平成30年９月30日)

資産の部

流動資産

現金預金 4,073,781 3,099,088

受取手形 828,492 308,518

完成工事未収入金 12,582,783 17,229,476

未成工事支出金 876,304 894,713

材料貯蔵品 174,584 128,658

前払費用 5,713 6,905

未収入金 31,748 20,116

繰延税金資産 127,832 82,141

その他 12,717 66,112

貸倒引当金 △14,623 △1,080

流動資産合計 18,699,336 21,834,650

固定資産

有形固定資産

建物 3,337,580 3,658,932

減価償却累計額 △2,541,505 △2,600,631

建物（純額） 796,074 1,058,300

構築物 896,918 938,664

減価償却累計額 △747,252 △765,047

構築物（純額） 149,666 173,616

機械及び装置 5,362,420 5,387,881

減価償却累計額 △4,160,922 △4,330,738

機械及び装置（純額） 1,201,497 1,057,143

車両運搬具 70,878 69,678

減価償却累計額 △63,049 △64,595

車両運搬具（純額） 7,829 5,083

工具器具・備品 210,508 226,755

減価償却累計額 △176,099 △189,113

工具器具・備品（純額） 34,408 37,641

土地 3,461,504 3,461,504

建設仮勘定 4,145 －

有形固定資産合計 5,655,126 5,793,289

無形固定資産

その他 15,009 17,691

無形固定資産合計 15,009 17,691

投資その他の資産

投資有価証券 832,777 906,017

関係会社株式 4,650 4,650

関係会社長期貸付金 27,750 26,250

長期前払費用 11,715 12,903

前払年金費用 98,727 157,029

保険積立金 65,949 65,949

賃貸不動産（純額） 237,937 237,397

その他 29,516 32,307

貸倒引当金 △27,750 △26,250

投資その他の資産合計 1,281,272 1,416,254

固定資産合計 6,951,408 7,227,235

資産合計 25,650,745 29,061,886
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(単位：千円)

前事業年度
(平成29年９月30日)

当事業年度
(平成30年９月30日)

負債の部

流動負債

工事未払金 3,010,800 4,193,606

リース債務 4,169 2,378

未払金 253,684 19,522

未払費用 175,813 196,355

未払法人税等 293,828 800,330

未成工事受入金 28 54,047

預り金 35,852 39,780

賞与引当金 102,705 111,645

その他 117,057 155,633

流動負債合計 3,993,941 5,573,300

固定負債

リース債務 4,558 2,180

繰延税金負債 196,243 177,400

退職給付引当金 186,888 184,895

役員退職慰労引当金 135,376 126,056

補償損失引当金 240,000 240,000

その他 41,696 32,407

固定負債合計 804,763 762,939

負債合計 4,798,705 6,336,239

純資産の部

株主資本

資本金 955,491 955,491

資本剰余金

資本準備金 572,129 572,129

その他資本剰余金 － 227

資本剰余金合計 572,129 572,357

利益剰余金

利益準備金 238,872 238,872

その他利益剰余金

固定資産圧縮積立金 32,332 31,140

配当平均積立金 360,000 540,000

別途積立金 16,168,000 17,768,000

繰越利益剰余金 2,316,981 2,371,792

利益剰余金合計 19,116,186 20,949,806

自己株式 △138,992 △145,444

株主資本合計 20,504,815 22,332,210

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 347,224 393,435

評価・換算差額等合計 347,224 393,435

純資産合計 20,852,039 22,725,646

負債純資産合計 25,650,745 29,061,886
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（２）損益計算書

(単位：千円)
前事業年度

(自 平成28年10月１日
　至 平成29年９月30日)

当事業年度
(自 平成29年10月１日
　至 平成30年９月30日)

完成工事高 19,587,151 25,746,500

完成工事原価 15,997,122 22,137,769

完成工事総利益 3,590,029 3,608,731

販売費及び一般管理費

役員報酬 101,034 82,202

従業員給料手当 290,607 296,809

退職給付費用 15,070 9,016

役員退職慰労引当金繰入額 8,766 7,114

法定福利費 47,458 50,308

福利厚生費 6,080 6,433

修繕維持費 8,885 8,312

事務用品費 6,130 7,577

通信交通費 27,325 30,516

動力用水光熱費 3,991 4,874

調査研究費 6,405 6,842

広告宣伝費 1,324 ―

寄付金 ― 10

交際費 15,518 15,592

地代家賃 20,577 21,070

減価償却費 12,842 15,239

租税公課 92,858 94,160

保険料 3,895 5,285

雑費 73,099 67,003

販売費及び一般管理費合計 741,874 728,371

営業利益 2,848,154 2,880,359

営業外収益

受取利息 30 31

受取配当金 22,837 28,242

不動産賃貸料 79,629 77,031

鉄屑売却益 53,001 65,715

その他 45,721 46,997

営業外収益合計 201,220 218,018

営業外費用

支払利息 618 1,460

賃貸費用 9,323 8,981

支払補償費 8,425 ―

固定資産除却損 21,039 ―

固定資産解体費用 22,305 6,031

保険解約損 10,308 ―

その他 13,461 3,422

営業外費用合計 85,482 19,895

経常利益 2,963,893 3,078,482
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(単位：千円)
前事業年度

(自 平成28年10月１日
　至 平成29年９月30日)

当事業年度
(自 平成29年10月１日
　至 平成30年９月30日)

特別利益

損害賠償損失引当金戻入額 57,484 ―

特別利益合計 57,484 ―

特別損失

補償損失引当金繰入額 240,000 ―

退職給付制度移行損失 89,907 ―

特別損失合計 329,907 ―

税引前当期純利益 2,691,470 3,078,482

法人税、住民税及び事業税 385,411 946,918

法人税等調整額 154,593 6,615

法人税等合計 540,005 953,534

当期純利益 2,151,465 2,124,948
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（３）株主資本等変動計算書

前事業年度(自 平成28年10月１日 至 平成29年９月30日)

(単位：千円)

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金
その他資本

剰余金

資本剰余金

合計
利益準備金

その他利益剰余金

固定資産

圧縮積立金

配当平均

積立金
別途積立金

繰越利益

剰余金

当期首残高 955,491 572,129 ― 572,129 238,872 28,402 240,000 14,468,000 2,222,566

当期変動額

剰余金の配当 △233,120

当期純利益 2,151,465

固定資産圧縮積立金の

積立
5,229 △5,229

固定資産圧縮積立金の

取崩
△1,299 1,299

配当平均積立金の積立 120,000 △120,000

別途積立金の積立 1,700,000 △1,700,000

自己株式の取得

自己株式の処分

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）

当期変動額合計 ― ― ― ― ― 3,929 120,000 1,700,000 94,414

当期末残高 955,491 572,129 ― 572,129 238,872 32,332 360,000 16,168,000 2,316,981

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
利益剰余金

自己株式
株主資本

合計

その他

有価証券

評価差額金

評価・換算

差額等合計利益剰余金

合計

当期首残高 17,197,842 △135,650 18,589,812 181,610 181,610 18,771,422

当期変動額

剰余金の配当 △233,120 △233,120 △233,120

当期純利益 2,151,465 2,151,465 2,151,465

固定資産圧縮積立金の

積立
― ― ―

固定資産圧縮積立金の

取崩
― ― ―

配当平均積立金の積立 ― ― ―

別途積立金の積立 ― ― ―

自己株式の取得 △3,341 △3,341 △3,341

自己株式の処分 ―

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）
165,614 165,614 165,614

当期変動額合計 1,918,344 △3,341 1,915,002 165,614 165,614 2,080,616

当期末残高 19,116,186 △138,992 20,504,815 347,224 347,224 20,852,039
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当事業年度(自 平成29年10月１日 至 平成30年９月30日)

(単位：千円)

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金
その他資本

剰余金

資本剰余金

合計
利益準備金

その他利益剰余金

固定資産

圧縮積立金

配当平均

積立金
別途積立金

繰越利益

剰余金

当期首残高 955,491 572,129 ― 572,129 238,872 32,332 360,000 16,168,000 2,316,981

当期変動額

剰余金の配当 △291,328

当期純利益 2,124,948

固定資産圧縮積立金の

積立

固定資産圧縮積立金の

取崩
△1,191 1,191

配当平均積立金の積立 180,000 △180,000

別途積立金の積立 1,600,000 △1,600,000

自己株式の取得

自己株式の処分 227 227

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）

当期変動額合計 ― ― 227 227 ― △1,191 180,000 1,600,000 54,811

当期末残高 955,491 572,129 227 572,357 238,872 31,140 540,000 17,768,000 2,371,792

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
利益剰余金

自己株式
株主資本

合計

その他

有価証券

評価差額金

評価・換算

差額等合計利益剰余金

合計

当期首残高 19,116,186 △138,992 20,504,815 347,224 347,224 20,852,039

当期変動額

剰余金の配当 △291,328 △291,328 △291,328

当期純利益 2,124,948 2,124,948 2,124,948

固定資産圧縮積立金の

積立
― ―

固定資産圧縮積立金の

取崩
― ― ―

配当平均積立金の積立 ― ― ―

別途積立金の積立 ― ― ―

自己株式の取得 △6,610 △6,610 △6,610

自己株式の処分 158 386 386

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）
46,211 46,211 46,211

当期変動額合計 1,833,619 △6,451 1,827,395 46,211 46,211 1,873,607

当期末残高 20,949,806 △145,444 22,332,210 393,435 393,435 22,725,646
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（４）キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)
前事業年度

(自 平成28年10月１日
　至 平成29年９月30日)

当事業年度
(自 平成29年10月１日
　至 平成30年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益 2,691,470 3,078,482

減価償却費 271,983 371,461

貸倒引当金の増減額（△は減少） △7,777 △15,042

退職給付引当金の増減額（△は減少） △15,951 △1,992

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 7,132 △9,320

補償損失引当金の増減額（△は減少） 217,362 －

受取利息及び受取配当金 △22,868 △28,273

保険解約損益（△は益） 10,308 －

支払利息 618 1,460

損害賠償損失引当金戻入額 △57,484 －

有形固定資産売却損益（△は益） △9,399 －

売上債権の増減額（△は増加） △844,318 △4,126,719

未成工事支出金の増減額（△は増加） 348,742 △18,408

その他のたな卸資産の増減額（△は増加） △87,342 45,925

仕入債務の増減額（△は減少） 242,148 1,182,805

未成工事受入金の増減額（△は減少） △1,531 54,019

その他 13,674 △66,751

小計 2,756,766 467,645

利息及び配当金の受取額 22,868 28,273

利息の支払額 △618 △1,460

保険金の受取額 65,000 －

損害賠償金の支払額 △142,515 －

法人税等の支払額 △351,371 △419,564

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,350,129 74,895

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 △827,239 △731,648

有形固定資産の売却による収入 10,147 －

無形固定資産の取得による支出 △1,562 △8,788

投資有価証券の取得による支出 △5,820 △6,797

貸付けによる支出 △240 －

貸付金の回収による収入 7,575 2,315

保険積立金の解約による収入 11,505 －

その他 3,194 △3,606

投資活動によるキャッシュ・フロー △802,438 △748,524

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入 2,500,000 5,000,000

短期借入金の返済による支出 △2,500,000 △5,000,000

自己株式の取得による支出 △3,341 △6,610

自己株式の売却による収入 － 386

配当金の支払額 △232,156 △290,671

その他 △4,732 △4,169

財務活動によるキャッシュ・フロー △240,230 △301,064

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,307,460 △974,693

現金及び現金同等物の期首残高 2,766,321 4,073,781

現金及び現金同等物の期末残高 4,073,781 3,099,088
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（５）財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

　

(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。

　

(持分法損益等)

該当事項はありません。

　

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

当社は、建設業以外の事業を営んでいないため、セグメント情報については、記載しておりません。

　

【関連情報】

前事業年度(自 平成28年10月１日 至 平成29年９月30日)

１．製品及びサービスごとの情報

単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が損益計算書の完成工事高の90％を超えるため、記載を省略

しております。

　

２．主要な顧客ごとの情報

顧客の名称又は氏名 完成工事高(千円) 関連するセグメント名

鹿島建設㈱ 7,506,755 建設業

大成建設㈱ 3,059,702 建設業

　

当事業年度(自 平成29年10月１日 至 平成30年９月30日)

１．製品及びサービスごとの情報

単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が損益計算書の完成工事高の90％を超えるため、記載を省略

しております。

　

２．主要な顧客ごとの情報

顧客の名称又は氏名 完成工事高(千円) 関連するセグメント名

鹿島建設㈱ 9,802,012 建設業

大成建設㈱ 3,127,163 建設業

日鉄住金物産㈱ 2,639,138 建設業

　

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

該当事項はありません。

　

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

該当事項はありません。

　

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

該当事項はありません。
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(１株当たり情報)

前事業年度
(自 平成28年10月１日
至 平成29年９月30日)

当事業年度
(自 平成29年10月１日
至 平成30年９月30日)

１株当たり純資産額 (円) 7,157.56 7,803.75

１株当たり当期純利益 (円) 738.38 729.61

　
(注) １．平成30年４月１日付で当社株式５株につき１株の割合で株式併合を実施したため、前事業年度の期首に当該

株式併合が行われたと仮定して１株当たり純資産額、１株当たり当期純利益を算定しております。

２．潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

３. １株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

前事業年度
(自 平成28年10月１日
至 平成29年９月30日)

当事業年度
(自 平成29年10月１日
至 平成30年９月30日)

当期純利益 (千円) 2,151,465 2,124,948

普通株主に帰属しない金額 (千円) 　 ― ―

普通株式に係る当期純利益 (千円) 2,151,465 2,124,948

普通株式の期中平均株式数 (株) 2,913,768 2,912,452

４．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

前事業年度
(平成29年９月30日)

当事業年度
(平成30年９月30日)

純資産の部の合計額 (千円) 20,852,039 22,725,646

純資産の部の合計額から控除する金額 (千円) 　 ― ―

普通株式に係る期末純資産額 (千円) 20,852,039 22,725,646

１株当たり純資産額の算定に用いられた期末の
普通株式の数 (株)

2,913,287 2,912,146

(重要な後発事象)

該当事項はありません。
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４．補足情報

（１）役員の異動

１．代表取締役の異動

該当事項はありません。

２.その他の役員の異動(平成30年12月20日予定)

（1）新任取締役候補

常務取締役 森田 祐司 （現 顧問）

　 （元 エムエム建材㈱常務執行役員第一営業本部長）

（2）新任監査役候補

（常勤）監査役 箱崎 一彦 （現 顧問）

　 （元 ㈱みずほ銀行執行役員小舟町支店長）
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（２）生産、受注及び売上の状況

　

① 生産実績

前事業年度
(自 平成28年10月１日
至 平成29年９月30日)

当事業年度
(自 平成29年10月１日
至 平成30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
(％)

鉄骨 61,614 18,408,382 95.5 77,150 24,287,284 94.1

プレキャスト
コンクリート

8,289 863,100 4.5 16,510 1,530,649 5.9

合計 ― 19,271,482 100.0 ― 25,817,933 100.0

② 受注状況

イ．受注高

前事業年度
(自 平成28年10月１日
至 平成29年９月30日)

当事業年度
(自 平成29年10月１日
至 平成30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
(％)

鉄骨 77,010 23,305,956 92.5 70,574 22,572,359 99.1

プレキャスト
コンクリート

19,868 1,879,818 7.5 2,153 201,510 0.9

合計 ― 25,185,774 100.0 ― 22,773,869 100.0

ロ．受注残高

前事業年度
(自 平成28年10月１日
至 平成29年９月30日)

当事業年度
(自 平成29年10月１日
至 平成30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
(％)

鉄骨 58,365 17,064,794 91.2 50,814 15,394,759 97.9

プレキャスト
コンクリート

18,270 1,640,135 8.8 3,960 337,538 2.1

合計 ― 18,704,929 100.0 ― 15,732,297 100.0

③ 売上実績

前事業年度
(自 平成28年10月１日
至 平成29年９月30日)

当事業年度
(自 平成29年10月１日
至 平成30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
(％)

鉄骨 62,376 18,722,860 95.6 78,126 24,242,393 94.2

プレキャスト
コンクリート

8,305 864,291 4.4 16,464 1,504,107 5.8

合計 ― 19,587,151 100.0 ― 25,746,500 100.0
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