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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 2,986 △6.9 △187 ― △181 ― △126 ―
24年3月期第2四半期 3,209 △13.3 △177 ― △169 ― △108 ―

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 △19.94 ―
24年3月期第2四半期 △17.23 ―

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 6,511 4,052 62.2
24年3月期 6,813 4,231 62.1
（参考） 自己資本   25年3月期第2四半期  4,052百万円 24年3月期  4,231百万円

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  
平成25年3月期の配当予想は未定であります。 

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） ― ― ―

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 10,000 6.1 110 △21.8 125 △20.7 80 △49.5 12.65



(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 

(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 6,500,000 株 24年3月期 6,500,000 株
② 期末自己株式数 25年3月期2Q 179,628 株 24年3月期 178,085 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期2Q 6,321,421 株 24年3月期2Q 6,323,395 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きの対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において金融商品取引法に基づく
四半期財務諸表のレビュー手続きは終了していません。 

※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Ｐ2「経営成績に関する定性的情報」をご覧ください。 
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当第２四半期累計期間における北海道経済は、個人消費、雇用環境など厳しい状況であり、公共投資

の下げ止まり、民間設備投資の一部持ち直しの動きが見られるものの、経営環境は依然として厳しい状

況でありました。 

このような厳しい環境のもと、当社は、懸命な営業活動を展開した結果、当第２四半期累計期間の受

注高は、5,750,936千円(前年同期比916,070千円の増加)、売上高は、2,986,472千円(前年同期比

222,622千円の減収)となりました。 

損益につきましては、売上高が減少する中、費用の削減、原価低減に努力し、経常損失は、181,278

千円(前年同期は169,692千円の損失)、四半期純損失は、126,062千円(前年同期は108,944千円の損失)

となりました。  

  

当第２四半期会計期間末における総資産は、前事業年度末比302,028千円(4.4％)減少の6,511,172千

円となりました。 

資産の部では、流動資産は前事業年度末比322,322千円(6.2％)減少の4,899,048千円となりました。

これは主に未成工事支出金955,741千円など増加なるも、完成工事未収入金1,121,185千円、現金預金

190,028千円などの減少によるものです。                        

固定資産合計は、前事業年度末比20,293千円(1.3％)増加の1,612,123千円となりました。  

負債合計は、前事業年度末比122,407千円(4.7％)減少の2,459,145千円となりました。  

これは主に支払手形及び買掛金195,862千円の減少などによるもです。 

純資産合計は、前事業年度末比179,621千円(4.2％)減少の4,052,026千円となりました。  

これは主に利益剰余金157,671千円の減少などによるものです。 

この結果、自己資本比率は62.2％となりました。  

  

現段階では平成24年７月26日に発表しました業績予想数値に変更はございません。  

  

(特有の会計処理) 

 税金費用の計算 

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。 

ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合は、

法定実効税率を使用する方法によっております。 

なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。 

  

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
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・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 

当社は、法人税法の改正に伴い、当第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。 

これにより、従来の方法に比べて、当第２四半期累計期間の営業損失、経常損失及び税引前四半期

純損失に与える影響は軽微であります。 

  

  

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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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 1,750,358 1,560,330

受取手形及び売掛金 478,437 423,492

完成工事未収入金 2,748,820 1,627,635

商品 6,818 36,587

未成工事支出金 92,635 1,048,376

繰延税金資産 54,824 122,800

その他 91,975 82,325

貸倒引当金 △2,500 △2,500

流動資産合計 5,221,370 4,899,048

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物（純額） 689,586 673,077

その他（純額） 524,818 518,076

有形固定資産合計 1,214,404 1,191,154

無形固定資産 25,398 128,922

投資その他の資産   

投資有価証券 287,334 229,072

その他 75,115 73,398

貸倒引当金 △10,423 △10,423

投資その他の資産合計 352,026 292,047

固定資産合計 1,591,829 1,612,123

資産合計 6,813,200 6,511,172

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,027,202 831,339

工事未払金 317,943 331,170

未払法人税等 40,417 8,049

未成工事受入金 167,880 156,922

賞与引当金 78,930 125,640

工事損失引当金 10,829 2,708

その他 208,783 223,522

流動負債合計 1,851,987 1,679,352

固定負債   

長期未払金 71,188 46,168

退職給付引当金 593,495 573,860

役員退職慰労引当金 55,900 62,100

環境対策引当金 3,125 2,920

その他 5,857 94,744

固定負債合計 729,565 779,793

負債合計 2,581,552 2,459,145
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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 840,687 840,687

資本剰余金 687,108 687,108

利益剰余金 2,743,228 2,585,557

自己株式 △25,031 △25,246

株主資本合計 4,245,992 4,088,105

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △14,344 △36,078

評価・換算差額等合計 △14,344 △36,078

純資産合計 4,231,647 4,052,026

負債純資産合計 6,813,200 6,511,172
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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) 

売上高   

完成工事高 2,045,244 1,990,523

商品売上高 1,163,850 995,948

売上高合計 3,209,095 2,986,472

売上原価   

完成工事原価 1,881,824 1,826,429

商品売上原価 1,065,754 902,188

売上原価合計 2,947,579 2,728,617

売上総利益   

完成工事総利益 163,420 164,094

商品売上総利益 98,095 93,760

売上総利益合計 261,515 257,854

販売費及び一般管理費 439,286 445,162

営業損失（△） △177,771 △187,308

営業外収益   

受取利息 968 876

受取配当金 3,248 3,464

その他 4,524 4,329

営業外収益合計 8,741 8,669

営業外費用   

支払利息 172 2,574

その他 489 66

営業外費用合計 662 2,640

経常損失（△） △169,692 △181,278

特別損失   

固定資産除却損 6 －

投資有価証券評価損 － 9,167

会員権評価損 150 －

特別損失合計 156 9,167

税引前四半期純損失（△） △169,849 △190,445

法人税等 △60,904 △64,383

四半期純損失（△） △108,944 △126,062

(株)北弘電社（1734）　平成25年３月期第２四半期決算短信（非連結）

- 6 -



該当事項はありません。  

  

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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