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1.  平成26年3月期第2四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25年9月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（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 ％

26年3月期第2四半期 38,590 △10.0 △948 ― △759 ― △713 ―
25年3月期第2四半期 42,878 11.4 345 △44.1 △150 ― △239 ―

（注）包括利益 26年3月期第2四半期 △279百万円 （―％） 25年3月期第2四半期 △238百万円 （―％）

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

26年3月期第2四半期 △125.27 ―
25年3月期第2四半期 △42.11 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第2四半期 93,029 29,466 31.5
25年3月期 93,258 29,886 31.8
（参考） 自己資本  26年3月期第2四半期  29,270百万円 25年3月期  29,673百万円

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  ：  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

25年3月期 ― ― ― 30.00 30.00
26年3月期 ― ―
26年3月期（予想） ― 30.00 30.00

3. 平成26年 3月期の連結業績予想（平成25年 4月 1日～平成26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 90,000 2.7 1,000 △51.0 700 △66.4 500 △64.6 87.74



(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  ：  無  

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※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、四半期連結財務諸表に対
する四半期レビュー手続が終了しています。 

※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、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３ページ「連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。 

※  注記事項

新規 ― 社 （社名） 、 除外 ― 社 （社名）

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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 26年3月期2Q 5,781,070 株 25年3月期 5,781,070 株
② 期末自己株式数 26年3月期2Q 73,769 株 25年3月期 82,641 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期2Q 5,699,800 株 25年3月期2Q 5,698,876 株
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、金融緩和政策や各種経済政策を背景として株価上

昇や円高是正が進行し、景気は緩やかな回復傾向を示しています。しかしながら、新興国経済の成長鈍

化や欧州経済の低迷などから、依然として不透明感が払拭できない状況が続いています。 

建設業界につきましては、平成24年度補正予算の実行や震災復旧・復興関連事業の本格発注などを背

景に公共工事は堅調に推移しております。また、民間工事につきましても、設備投資関連需要の増加が

見込まれるなど明るさを取り戻しつつあります。しかしながら、労務・資材不足による建設費用の高騰

や工事の着工遅延などの懸念材料もあり、依然として予断を許さない経営環境が続いています。 

このような状況のもと、当社グループでは受注量の拡大と収益体質の確立を基本的な姿勢として、生

産性および品質の向上、コスト削減の徹底など価格競争力確保のため諸施策を展開し、業績の向上に努

めています。 

  当社グループの当第2四半期連結累計期間における業績は、受注高は48,250百万円（前年同四半期比

54.3%増）、売上高は38,590百万円（前年同四半期比10.0%減）となりました。 

収益面につきましては、営業損失948百万円（前年同四半期は営業利益345百万円）、経常損失は759

百万円（前年同四半期は経常損失150百万円）、四半期純損失は713百万円（前年同四半期は四半期純損

失239百万円）の計上となりました。 

  

なお、セグメントの業績は、次のとおりであります。（セグメントの業績については、セグメント間

の内部売上高等を含めて記載しています。） 

  

 （鉄構セグメント） 

鉄構セグメントにおきましては、期中の受注高は増加したものの、第２四半期累計期間における製作

物件が少なかったことから施工高は伸び悩み、売上高は19,301百万円（前年同四半期比14.2％減）とな

りました。収益面では、鋼橋工事において過年度に受注した採算の厳しい大型工事が進捗したことで利

益を圧迫し、原価低減と生産性の向上に努めましたが、営業利益は245百万円（前年同四半期比72.5％

減）に止まりました。 

 （土木セグメント） 

土木セグメントにおきましては、受注高は大幅に増加しましたが、前期からの繰越高が少なかったた

め、売上高は前年度に比べ微増の11,065百万円（前年同四半期比1.2％増）となりました。一方、収益

面ではPC橋梁工事や保全工事の設計変更の成約に遅れが出ていることから採算が悪化し、営業損失497

百万円（前年同四半期は営業損失176百万円）の計上となりました。 

 （建築セグメント） 

建築セグメントにおきましては、消費税改正に伴う駆け込み需要的な受注はあったものの、着工の先

送りなどの影響から施工高は低調に推移し、売上高は4,526百万円（前年同四半期比27.5％減）となり

ました。収益面では、継続的なコスト削減等による収益改善に努めておりますが、売上高が減少したこ

とから営業損失90百万円（前年同四半期は営業利益47百万円）の計上となりました。 

 （その他） 

その他におきましては、売上高は4,449百万円（前年同四半期比14.1%増）となりました。収益面で

は、連結各社において順調に売上を伸ばしたことに加え、継続的な原価改善に努めた結果、営業利益56

百万円（前年同四半期比44.7%増）となりました。 

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）連結経営成績に関する説明
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当第２四半期連結会計期間における「資産の部」は、93,029百万円となり前連結会計年度末に比べ

229百万円（△0.2％）減少しました。これは主に、建設仮勘定などの有形固定資産が1,010百万円及び

関係会社株式などの投資その他の資産が899百万円増加しましたが、工事債権の回収が進み受取手形・

完成工事未収入金等が2,586百万円減少したことによるものであります。 

 また、「負債の部」は、63,563百万円となり前連結会計年度末に比べ190百万円（＋0.3％）増加しま

した。これは主に、支払手形・工事未払金等が756百万円及び未成工事受入金が456百万円減少しました

が、長期運転資金の調達のため長期借入金が2,072百万円増加したことによるものであります。 

 一方、「純資産の部」は29,466百万円となり、前連結会計年度末に比べ419百万円（△1.4％）減少し

ました。これは主に当第２四半期連結累計期間に四半期純損失713百万円を計上したことによるもので

あります。この結果、自己資本比率は前期末の31.8％から31.5％となりました。 

  

当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、前連

結会計年度末に比べ、226百万円増加し6,817百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動によるキャッシュ・フローは、688百万円の資金減少（前年同四半期連結累計期間は728百万

円の資金増加）となりました。これは主に仕入債務の減少等による資金の減少があったことによるもの

であります。 

（投資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・フローは、1,030百万円の資金減少（前年同四半期連結累計期間は373百

万円の資金減少）となりました。これは主に有形固定資産の取得等による資金の減少があったことによ

るものであります。 

（財務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・フローは、1,943百万円の資金増加（前年同四半期連結累計期間は1,885

百万円の資金増加）となりました。これは主に長期借入金の借入及び社債の発行による資金の増加があ

ったことによるものであります。 

  

現時点で合理的に把握出来るものを反映した結果、通期業績予想につきましては、平成25年５月10日

公表の連結業績予想の内容と変更ございません。なお、今後何らかの変化が認識された場合には適切に

開示してまいります。 

  

該当事項はありません。  

  

 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

（２）連結財政状態に関する説明

①資産、負債、純資産の状況

②キャッシュ・フローの状況

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

― 3 ―

川田テクノロジーズ㈱（3443）平成26年３月期　第２四半期決算短信



３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 6,687 6,914

受取手形・完成工事未収入金等 32,391 29,805

未成工事支出金 1,085 1,445

その他のたな卸資産 868 908

繰延税金資産 51 42

その他 1,829 1,672

貸倒引当金 △61 △58

流動資産合計 42,852 40,730

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物（純額） 4,904 4,873

機械、運搬具及び工具器具備品（純額） 1,313 1,335

航空機（純額） 1,510 1,501

土地 16,589 16,589

リース資産（純額） 2,267 2,719

建設仮勘定 62 639

有形固定資産合計 26,648 27,659

無形固定資産 768 755

投資その他の資産   

投資有価証券 931 1,022

関係会社株式 20,116 20,999

長期貸付金 497 491

その他 2,232 2,201

貸倒引当金 △795 △833

投資その他の資産合計 22,982 23,881

固定資産合計 50,399 52,296

繰延資産   

創立費 7 2

繰延資産合計 7 2

資産合計 93,258 93,029
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 19,210 18,454

短期借入金 9,503 9,221

1年内返済予定の長期借入金 6,218 6,351

1年内償還予定の社債 210 410

未払法人税等 179 105

未成工事受入金 3,946 3,490

賞与引当金 952 745

完成工事補償引当金 92 65

工事損失引当金 1,807 1,510

損害補償損失引当金 208 23

資産除去債務 5 5

その他 3,314 2,695

流動負債合計 45,650 43,079

固定負債   

社債 525 1,220

長期借入金 9,391 11,463

繰延税金負債 23 58

再評価に係る繰延税金負債 1,936 1,936

退職給付引当金 3,298 3,110

役員退職慰労引当金 284 265

資産除去債務 149 149

負ののれん 267 258

その他 1,847 2,021

固定負債合計 17,722 20,484

負債合計 63,372 63,563

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,000 5,000

資本剰余金 10,368 10,364

利益剰余金 13,794 12,910

自己株式 △277 △247

株主資本合計 28,885 28,026

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 135 379

土地再評価差額金 418 418

為替換算調整勘定 234 445

その他の包括利益累計額合計 787 1,243

少数株主持分 212 195

純資産合計 29,886 29,466

負債純資産合計 93,258 93,029
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
 四半期連結損益計算書 
 第２四半期連結累計期間 

(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

売上高 42,878 38,590

売上原価 39,786 36,769

売上総利益 3,092 1,820

販売費及び一般管理費 2,747 2,769

営業利益又は営業損失（△） 345 △948

営業外収益   

受取利息 4 5

受取配当金 26 27

受取賃貸料 102 91

負ののれん償却額 10 10

持分法による投資利益 － 660

貸倒引当金戻入額 1 －

その他 68 81

営業外収益合計 214 877

営業外費用   

支払利息 390 359

賃貸費用 248 257

持分法による投資損失 34 －

その他 38 71

営業外費用合計 710 688

経常損失（△） △150 △759

特別利益   

固定資産売却益 5 2

保険差益 1 －

損害補償損失引当金戻入額 － 154

その他 1 1

特別利益合計 7 157

特別損失   

固定資産除却損 5 6

関係会社出資金評価損 － 8

ゴルフ会員権評価損 12 －

退職特別加算金 5 －

その他 2 0

特別損失合計 27 14

税金等調整前四半期純損失（△） △170 △615

法人税、住民税及び事業税 50 104

法人税等調整額 9 14

法人税等合計 60 119

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △230 △735

少数株主利益又は少数株主損失（△） 9 △21

四半期純損失（△） △239 △713
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 四半期連結包括利益計算書 
 第２四半期連結累計期間 

(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △230 △735

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △70 53

持分法適用会社に対する持分相当額 62 402

その他の包括利益合計 △8 455

四半期包括利益 △238 △279

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △247 △258

少数株主に係る四半期包括利益 8 △21
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純損失（△） △170 △615

減価償却費 1,104 1,089

負ののれん償却額 △9 △9

関係会社出資金評価損 － 8

貸倒引当金の増減額（△は減少） △205 35

賞与引当金の増減額（△は減少） △47 △207

工事損失引当金の増減額（△は減少） △561 △296

損害補償損失引当金の増減額（△は減少） 2 △185

その他の引当金の増減額（△は減少） 26 △71

退職給付引当金の増減額（△は減少） △5 △187

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 14 △19

受取利息及び受取配当金 △31 △33

支払利息 390 359

持分法による投資損益（△は益） 34 △660

保険差益 △1 －

投資有価証券売却損益（△は益） △0 △0

有形固定資産売却損益（△は益） △2 △2

有形固定資産除却損 5 6

売上債権の増減額（△は増加） △670 2,586

未成工事支出金の増減額（△は増加） △499 △360

たな卸資産の増減額（△は増加） △125 8

仕入債務の増減額（△は減少） 1,253 △757

未成工事受入金の増減額（△は減少） 342 △456

その他 △37 △740

小計 805 △509

保険金の受取額 1 －

法人税等の支払額 △77 △178

営業活動によるキャッシュ・フロー 728 △688

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △12 △23

定期預金の払戻による収入 200 23

有形固定資産の取得による支出 △495 △1,105

有形固定資産の売却による収入 11 2

無形固定資産の取得による支出 △140 △163

投資有価証券の取得による支出 △21 △7

投資有価証券の売却による収入 0 0

貸付けによる支出 △8 △3

貸付金の回収による収入 16 18

利息及び配当金の受取額 31 213

その他 45 15

投資活動によるキャッシュ・フロー △373 △1,030
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(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） 2,005 △282

長期借入れによる収入 3,700 5,824

長期借入金の返済による支出 △3,335 △3,618

社債の発行による収入 500 1,000

社債の償還による支出 △105 △105

利息の支払額 △405 △401

リース債務の返済による支出 △291 △312

配当金の支払額 △170 △170

その他 △11 10

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,885 1,943

現金及び現金同等物に係る換算差額 0 1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,242 226

現金及び現金同等物の期首残高 6,281 6,590

現金及び現金同等物の四半期末残高 8,523 6,817
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 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

 【セグメント情報】 

Ⅰ  前第２四半期連結累計期間(自  平成24年４月１日  至  平成24年９月30日) 

  １．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

  （単位:百万円） 

 (注) 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ソフトウェアの開発・販売、航

空、補修、その他機械の販売、不動産売買・賃貸に関する事業等を含んでいます。 

  

 ２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差

額の主な内容(差異調整に関する事項) 

  （単位:百万円） 

(注)  全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

  

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

 該当事項はありません。 

  

（４）四半期連結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）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

（セグメント情報等）

 

報告セグメント
その他 
(注)

合計
鉄構 土木 建築 計

売上高            

 (1) 外部顧客への売上高 22,039 10,842 6,230 39,112 3,765 42,878

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

448 93 16 558 134 693

計 22,487 10,936 6,246 39,670 3,900 43,571

セグメント利益又は損失(△) 892 △176 47 764 39 803
 

利益 金額

報告セグメント計 764

「その他」の区分の利益 39

セグメント間取引消去 86

全社費用(注) △591

その他の調整額 46

四半期連結損益計算書の営業利益 345
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Ⅱ  当第２四半期連結累計期間(自  平成25年４月１日  至  平成25年９月30日) 

  １．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

  （単位:百万円） 

 (注) 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ソフトウェアの開発・販売、航

空、補修、その他の機械の販売、不動産売買・賃貸に関する事業等を含んでいます。 

  

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額

の主な内容（差異調整に関する事項） 

                                 （単位:百万円） 

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

  

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

 該当事項はありません。 

  

 

報告セグメント
その他 
(注)

合計
鉄構 土木 建築 計

売上高            

 (1) 外部顧客への売上高 18,972 10,883 4,525 34,381 4,209 38,590

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

329 182 0 512 240 753

計 19,301 11,065 4,526 34,894 4,449 39,343

セグメント利益又は損失(△) 245 △497 △90 △341 56 △285
 

利益 金額

報告セグメント計 △341

「その他」の区分の利益 56

セグメント間取引消去 17

全社費用(注) △685

その他の調整額 4

四半期連結損益計算書の営業損失（△） △948
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(注) セグメント間の取引については、相殺消去していません。 

  

４．補足情報

（１）生産、受注及び販売の状況

（１）受注高         (単位：百万円、％)

セグメントの名称

前第２四半期連結累計期間 当第２四半期連結累計期間

増    減
(自 平成24年４月１日  

 至 平成24年９月30日)

(自 平成25年４月１日  

 至 平成25年９月30日)

金額 構成比 金額 構成比 金額 増減率

鉄構 12,198 39.0 17,090 35.4 4,892 40.1

土木 5,178 16.6 16,364 33.9 11,185 216.0 

建築 9,478 30.3 9,472 19.7 △6 △0.1

その他 4,424 14.1 5,323 11.0 898 20.3

合計 31,279 100.0 48,250 100.0 16,970 54.3

             

（２）販売高     (単位：百万円、％)

セグメントの名称

前第２四半期連結累計期間 当第２四半期連結累計期間

増    減
(自 平成24年４月１日  

  至 平成24年９月30日)

(自 平成25年４月１日  

  至 平成25年９月30日)

金額 構成比 金額 構成比 金額 増減率

鉄構 22,487 51.6 19,301 49.1 △3,185 △14.2

土木 10,936 25.1 11,065 28.1 129 1.2

建築 6,246 14.3 4,526 11.5 △1,719 △27.5

その他 3,900 9.0 4,449 11.3 549 14.1

合計 43,571 100.0 39,343  100.0 △4,227 △9.7

             

（３）次期繰越高     (単位：百万円、％)

セグメントの名称

前第２四半期 

連結会計期間末

当第２四半期 

連結会計期間末 増    減

(平成24年９月30日) (平成25年９月30日)

金額 構成比 金額 構成比 金額 増減率

鉄構 34,365 49.8 43,804 49.3 9,439 27.5

土木 23,556 34.1 30,517 34.3 6,961 29.6

建築 9,820 14.2 12,759 14.4 2,939 29.9

その他 1,298 1.9 1,815 2.0 517 39.9

合計 69,040 100.0 88,898 100.0 19,858 28.8
 

― 12 ―

川田テクノロジーズ㈱（3443）平成26年３月期　第２四半期決算短信


	20131210_KTI_決算短信_0_サマリー_20131209.pdf
	20131210_KTI_決算短信_2_本文(サマリーを除く・ページあり)_20131209



