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第一部 【企業情報】

 

第１ 【企業の概況】

 

１ 【主要な経営指標等の推移】
 

回次
第92期

第１四半期累計期間
第93期

第１四半期累計期間
第92期

会計期間
自 2018年４月１日
至 2018年６月30日

自 2019年４月１日
至 2019年６月30日

自 2018年４月１日
至 2019年３月31日

完成工事高 (千円) 3,498,069 5,533,316 24,124,370

経常利益 (千円) 77,245 399,538 1,604,805

四半期(当期)純利益 (千円) 47,919 278,120 1,101,146

持分法を適用した場合の
投資利益

(千円) ― ― ―

資本金 (千円) 1,581,000 1,581,000 1,581,000

発行済株式総数 (株) 12,000,000 12,000,000 12,000,000

純資産額 (千円) 7,147,167 8,328,797 8,175,648

総資産額 (千円) 14,822,424 18,263,812 18,653,316

１株当たり四半期
(当期)純利益

(円) 4.01 23.25 92.04

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益

(円) ― ― ―

１株当たり配当額 (円) ― ― 10.00

自己資本比率 (％) 48.2 45.6 43.8
 

(注) １　当社は四半期連結財務諸表を作成していないので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移については

記載しておりません。

２　完成工事高には、消費税等は含まれておりません。

３　持分法を適用した場合の投資利益は、関連会社がないため記載しておりません。

４　潜在株式調整後１株当たり四半期（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。

 

２ 【事業の内容】

当第１四半期累計期間において、当社グループ(当社および当社の関係会社)において営まれている事業の内容に重

要な変更はありません。

　また、主要な関係会社についても異動はありません。
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第２ 【事業の状況】
　

１ 【事業等のリスク】

当第１四半期累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投

資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生または前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等

のリスク」についての重要な変更はありません。

　なお、重要事象等は存在しておりません。

 
２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において判断したものであります。

(1) 財政状態及び経営成績の状況

①経営成績

第１四半期累計期間におけるわが国経済は、企業収益や雇用環境の改善等により緩やかな回復基調で推移した

ものの、米中貿易摩擦の激化の影響が懸念される等、先行き不透明な状況が続いております。

　建設業界におきましては、人手不足の対応や原材料価格の上昇等の懸念材料は顕在しながらも、首都圏の再開

発やインフラ整備関連等を控え、また、公共工事予算の伸びも追い風となり、公共投資、民間設備投資ともに依

然として底堅く推移しております。

　このような状況のなかで、当社は、社会に貢献し夢のある会社の実現に向け、黒字安定経営の継続を目指し、

受注目標の達成等の施策を推進してまいりました。

　その結果、当第１四半期累計期間の経営成績は、受注高につきましては、一般ビル工事、産業施設工事および

電気工事がすべて減少したことにより61億60百万円（前年同期比17.6％減）となりました。完成工事高につきま

しては、一般ビル工事および産業施設工事の増加により55億33百万円（前年同期比58.2％増）となりました。損

益面につきましては、営業利益３億86百万円（前年同期比464.0％増）、経常利益３億99百万円（前年同期比

417.2％増）、四半期純利益２億78百万円（前年同期比480.4％増）となりました。

 
セグメントの経営成績は、次のとおりであります。

〔東部〕

東部の業績につきましては、一般ビル工事および産業施設工事が堅調であったため、完成工事高は18億５百

万円（前年同期比58.5％増）となり、セグメント利益は２億19百万円（前年同期比116.1％増）となりました。

〔中部〕

中部の業績につきましては、一般ビル工事および産業施設工事が堅調であったため、完成工事高は27億16百

万円（前年同期比113.4％増）となり、セグメント利益は３億10百万円（前年同期比116.6％増）となりまし

た。

〔西部〕

西部の業績につきましては、一般ビル工事および電気工事が低調であったため、完成工事高は10億11百万円

（前年同期比6.9％減）となりましたが、セグメント利益は利益率の向上により67百万円（前年同期比4.6％

増）となりました。

 
②財政状態

当第１四半期会計期間の資産合計は、前事業年度末に比べ３億89百万円減少し、182億63百万円となりました。

主な減少理由は、現金預金等で増加があるものの、完成工事未収入金等が減少したことによるものであります。

　負債合計は、前事業年度末に比べ５億42百万円減少し、99億35百万円となりました。主な減少理由は、電子記

録債務等で増加があるものの、工事未払金等が減少したことによるものであります。

　純資産合計は、前事業年度末に比べ１億53百万円増加し、83億28百万円となりました。主な増加理由は、四半

期純利益の計上によるものであります。

 
(2) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期累計期間において、当社の事業上および財務上の対処すべき課題に、重要な変更および新たに生じ

た課題はありません。

 
(3) 研究開発活動

当第１四半期累計期間の研究開発費の総額は２百万円であります。

　

　

３ 【経営上の重要な契約等】

当第１四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定または締結等はありません。　

EDINET提出書類

川崎設備工業株式会社(E00271)

四半期報告書

 3/14



第３ 【提出会社の状況】

 

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 35,000,000

計 35,000,000
 

 

② 【発行済株式】

 

種類
第１四半期会計期間
末現在発行数(株)
(2019年６月30日)

提出日現在
発行数(株)

(2019年８月９日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 12,000,000 12,000,000
名古屋証券取引所
（市場第二部）

単元株式数は100株であります。

計 12,000,000 12,000,000 ― ―
 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

　該当事項はありません。

 
② 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日
発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

2019年４月１日～
2019年６月30日

― 12,000,000 ― 1,581,000 ― 395,250
 

 

(5) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

   2019年６月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
（自己保有株式）
普通株式 35,700

 

― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式

119,637 ―
11,963,700

単元未満株式 普通株式 600
 

― ―

発行済株式総数 12,000,000 ― ―

総株主の議決権 ― 119,637 ―
 

(注) 1　「単元未満株式」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が400株含まれております。

2　「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式が98株含まれております。

 

② 【自己株式等】

   2019年６月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

（自己保有株式）
川崎設備工業株式会社

名古屋市中区大須１－６－47 35,700 ― 35,700 0.30

計 ― 35,700 ― 35,700 0.30
 

 

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４ 【経理の状況】

 

１．四半期財務諸表の作成方法について

当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第63

号。以下「四半期財務諸表等規則」という。)に準拠して作成し、「建設業法施行規則」（昭和24年建設省令第14号）

に準じて記載しております。

 

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期会計期間(2019年４月１日から2019年６月

30日まで)および第１四半期累計期間(2019年４月１日から2019年６月30日まで)に係る四半期財務諸表について、有限

責任 あずさ監査法人による四半期レビューを受けております。

 

３．四半期連結財務諸表について

当社は、子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。
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１ 【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

(2019年３月31日)
当第１四半期会計期間
(2019年６月30日)

資産の部   

 流動資産   

  現金預金 1,401,034 2,246,448

  受取手形 ※1  755,733 ※1  761,269

  電子記録債権 ※1  2,768,926 ※1  2,845,502

  完成工事未収入金 8,342,189 7,178,506

  未成工事支出金 297,662 430,864

  その他 593,608 304,759

  貸倒引当金 △129,100 △114,700

  流動資産合計 14,030,054 13,652,651

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物（純額） 1,666,501 1,641,032

   土地 1,647,813 1,645,243

   その他（純額） 120,161 112,014

   有形固定資産合計 3,434,476 3,398,290

  無形固定資産 294,603 320,830

  投資その他の資産   

   その他 921,976 920,290

   貸倒引当金 △27,794 △28,250

   投資その他の資産合計 894,182 892,040

  固定資産合計 4,623,262 4,611,161

 資産合計 18,653,316 18,263,812
 

 

EDINET提出書類

川崎設備工業株式会社(E00271)

四半期報告書

 7/14



 

           (単位：千円)

          
前事業年度

(2019年３月31日)
当第１四半期会計期間
(2019年６月30日)

負債の部   

 流動負債   

  支払手形 ※1  901,235 ※1  979,281

  電子記録債務 ※1  2,155,367 ※1  2,840,147

  工事未払金 4,100,906 2,277,863

  未払法人税等 276,409 130,561

  未成工事受入金 475,330 1,021,832

  賞与引当金 531,370 189,168

  役員賞与引当金 22,336 -

  完成工事補償引当金 29,414 31,142

  工事損失引当金 92,021 57,176

  その他 734,602 1,229,858

  流動負債合計 9,318,993 8,757,030

 固定負債   

  退職給付引当金 997,464 999,447

  その他 161,210 178,536

  固定負債合計 1,158,674 1,177,984

 負債合計 10,477,668 9,935,015

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 6,170,789 6,329,268

  自己株式 △7,888 △7,888

  株主資本合計 8,139,150 8,297,629

 評価・換算差額等   

  その他有価証券評価差額金 36,497 31,167

  評価・換算差額等合計 36,497 31,167

 純資産合計 8,175,648 8,328,797

負債純資産合計 18,653,316 18,263,812
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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 2018年４月１日
　至 2018年６月30日)

当第１四半期累計期間
(自 2019年４月１日
　至 2019年６月30日)

完成工事高 3,498,069 5,533,316

完成工事原価 3,004,849 4,718,371

完成工事総利益 493,219 814,945

販売費及び一般管理費 424,623 428,096

営業利益 68,595 386,848

営業外収益   

 受取配当金 2,926 2,675

 不動産賃貸料 11,000 11,340

 固定資産売却益 5 4,743

 その他 1,849 614

 営業外収益合計 15,781 19,374

営業外費用   

 支払利息 339 202

 不動産賃貸費用 4,088 4,817

 その他 2,703 1,664

 営業外費用合計 7,131 6,684

経常利益 77,245 399,538

税引前四半期純利益 77,245 399,538

法人税等 29,326 121,418

四半期純利益 47,919 278,120
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【注記事項】

(継続企業の前提に関する事項)

該当事項はありません。

 

(四半期財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)

税金費用の計算

税金費用については、当第１四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。

 

(四半期貸借対照表関係)

※１　四半期会計期間末日満期手形等の会計処理については、満期日に決済が行われたものとして処理しております。

     なお、当第１四半期会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期会計期間末日満期手形等を満期日

に決済が行われたものとして処理しております。

 
前事業年度

(2019年３月31日)
当第１四半期会計期間
(2019年６月30日)

受取手形     47,915千円     31,538千円

電子記録債権 9,438 201,276

支払手形 74,810 67,718

電子記録債務 153,166 253,997
 

 

(四半期損益計算書関係)

該当事項はありません。

 

(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)

当第１四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半期累計

期間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。　

 

 
前第１四半期累計期間
(自 2018年４月１日
至 2018年６月30日)

当第１四半期累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年６月30日)

減価償却費 43,426千円 43,995千円
 

 

EDINET提出書類

川崎設備工業株式会社(E00271)

四半期報告書

10/14



 

(株主資本等関係)

前第１四半期累計期間(自 2018年４月１日 至 2018年６月30日)

１．配当金支払額

 

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2018年６月27日
定時株主総会

普通株式 119,642 10.00 2018年３月31日 2018年６月28日 利益剰余金
 

 

２．基準日が当第１四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期会計期間の末日後とな

るもの

該当事項はありません。

 

当第１四半期累計期間(自 2019年４月１日 至 2019年６月30日)

１．配当金支払額

 

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2019年６月27日
定時株主総会

普通株式 119,642 10.00 2019年３月31日 2019年６月28日 利益剰余金
 

 

２．基準日が当第１四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期会計期間の末日後とな

るもの

該当事項はありません。

 

(金融商品関係)

四半期財務諸表等規則第10条の２の規定に基づき、注記を省略しております。　

 

(有価証券関係)

四半期財務諸表等規則第10条の２の規定に基づき、注記を省略しております。

 

(デリバティブ取引関係)

当社はデリバティブ取引を行っていないため、該当事項はありません。　

 

(持分法損益等)

関連会社がないため、該当事項はありません。

 

(企業結合等関係)

該当事項はありません。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

　 前第１四半期累計期間(自 2018年４月１日 至 2018年６月30日)

　　報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報

     (単位：千円)

 
報告セグメント

調整額
(注1)

四半期
損益計算書
計上額
(注2)東部 中部 西部 小計

完 成 工 事 高 1,139,335 1,273,303 1,085,430 3,498,069 ― 3,498,069

セグメント利益 101,692 143,281 64,864 309,838 △241,242 68,595

 

(注)1.セグメント利益の調整額は、各報告セグメントに配分していない全社費用(一般管理費)であります。

2.セグメント利益は、四半期損益計算書の営業利益と調整を行っております。

 

　 当第１四半期累計期間(自 2019年４月１日 至 2019年６月30日)

　　報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報

     (単位：千円)

 
報告セグメント

調整額
(注1)

四半期
損益計算書
計上額
(注2)東部 中部 西部 小計

完 成 工 事 高 1,805,544 2,716,772 1,011,000 5,533,316 ― 5,533,316

セグメント利益 219,732 310,287 67,861 597,880 △211,032 386,848

 

(注)1.セグメント利益の調整額は、各報告セグメントに配分していない全社費用(一般管理費)であります。

2.セグメント利益は、四半期損益計算書の営業利益と調整を行っております。

 

(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目
前第１四半期累計期間
(自 2018年４月１日
至 2018年６月30日)

当第１四半期累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年６月30日)

１株当たり四半期純利益 ４円１銭 23円25銭

 (算定上の基礎)   

四半期純利益 47,919千円 278,120千円

普通株主に帰属しない金額 ― ―

普通株式に係る四半期純利益 47,919千円 278,120千円

普通株式の期中平均株式数 11,964,207株 11,964,202株
 

（注）潜在株式調整後１株当たり四半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。

 

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

 
２ 【その他】

　該当事項はありません。

EDINET提出書類

川崎設備工業株式会社(E00271)

四半期報告書

12/14



第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
 

2019年８月９日

川崎設備工業株式会社

取締役会  御中

有限責任 あずさ監査法人
 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 堀　　内　　計　　尚 印
 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 葛　　西   秀　　彦 印
 

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている川崎設備工業株

式会社の2019年４月１日から2020年３月31日までの第93期事業年度の第１四半期会計期間（2019年４月１日から2019年

６月30日まで）及び第１四半期累計期間（2019年４月１日から2019年６月30日まで）に係る四半期財務諸表、すなわ

ち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び注記について四半期レビューを行った。

 
四半期財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表

を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適

正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 
監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期財務諸表に対する結

論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し

て四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と

認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 
監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、川崎設備工業株式会社の2019年６月30日現在の財政状態及び同日をもって

終了する第１四半期累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認めら

れなかった。

 
利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 
以  上

 
 

（注）１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれておりません。
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