
 
 
 
 
 

 

 
 
   

 

 

 
   

 
   

   

 
   

   

   

   

   

 
   

   

 
 (％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率) 
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(百万円未満切捨て)

１．平成25年3月期の連結業績（平成24年4月1日～平成25年3月31日）
（１）連結経営成績 (％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 ％

25年3月期 52,092 5.2 587 △12.6 802 △11.4 508 131.6
24年3月期 49,507 ― 672 ― 906 ― 219 ―

(注) 包括利益 25年3月期 511百万円( 92.4％) 24年3月期 265百万円( ― ％)

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 ％ ％ ％

25年3月期 26.35 ― 2.4 2.3 1.1
24年3月期 11.37 ― 1.1 2.7 1.4

(参考) 持分法投資損益 25年3月期 ― 百万円 24年3月期 ― 百万円

(注) 平成24年3月期より連結財務諸表を作成しているため、平成24年3月期の対前期増減率については記載しておりませ
ん。

（２）連結財政状態

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

25年3月期 34,983 21,294 60.9 1,103.44
24年3月期 33,862 20,920 61.8 1,083.71

(参考) 自己資本 25年3月期 21,294百万円 24年3月期 20,920百万円

（３）連結キャッシュ・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

25年3月期 △1,221 △92 △139 3,052
24年3月期 1,976 △1,063 △158 4,505

２．配当の状況

年間配当金 配当金総額 
(合計)

配当性向 
(連結)

純資産
配当率 
(連結)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 ％ ％

24年3月期 ― 0.00 ― 7.00 7.00 135 61.6 0.7
25年3月期 ― 0.00 ― 7.00 7.00 135 26.6 0.6
26年3月期(予想) ― 0.00 ― 7.00 7.00 ―

 

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）

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) 19,100 1.0 △250 ― △200 ― △130 ― △6.74
通 期 48,300 △7.3 0 ― 100 △87.5 0 ― 0.00



  

 
   

   

  

 

   

   

   

 

   

   

   

（２）個別財政状態 

 
   

   

   

   

 (％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率) 

   

   

 

   

 

 
  

※ 注記事項

（１）期中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

  新規 ― 社 (社名) 、除外 ― 社 (社名)

（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 ： 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

(注) 当連結会計年度より減価償却方法の変更を行っており、「会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別すること
が困難な場合」に該当しております。詳細は、添付資料14ページ ４.連結財務諸表（５）連結財務諸表に関する注
記事項をご覧ください。

（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) 25年3月期 19,722,027株 24年3月期 19,722,027株

② 期末自己株式数 25年3月期 423,967株 24年3月期 417,223株

③ 期中平均株式数 25年3月期 19,301,737株 24年3月期 19,307,002株

(参考) 個別業績の概要
１．平成25年3月期の個別業績（平成24年4月1日～平成25年3月31日）
（１）個別経営成績 (％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 ％

25年3月期 51,736 5.3 571 △1.1 794 △3.2 507 166.6
24年3月期 49,123 △4.2 577 △58.3 820 △49.0 190 △76.6

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

円 銭 円 銭

25年3月期 26.30 ―
24年3月期 9.86 ―

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

25年３月期 34,434 20,773 60.3 1,076.44
24年３月期 33,221 20,400 61.4 1,056.77

(参考) 自己資本 25年3月期 20,773百万円 24年3月期 20,400百万円

２．平成26年3月期の個別業績予想（平成25年4月１日～平成26年3月31日）

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) 19,000 1.3 △250 ― △200 ― △130 ― △6.74
通 期 48,000 △7.2 0 ― 100 △87.4 0 ― 0.00

※ 監査手続の実施状況に関する表示

 この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり、この決算短信の開示時点において、金融商
品取引法に基づく財務諸表の監査手続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、当社としてその実現を約束する趣旨のものではありません。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。業績予想に関する事項は、添付資料2ページ「経営成績に関す
る分析」をご覧ください。
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①当期の経営成績  

当期におけるわが国の経済は、東日本大震災からの復興需要や政策効果の発現などにより、夏場にか

けて回復に向けた動きが見られましたが、その後は世界経済の減速などを背景として輸出や生産が減少

するなど、景気は弱い動きとなりました。 

建設業界におきましては、依然として民間工事の激しい受注・価格競争が続いており、加えて、電力

設備投資抑制の動きなど、当社グループを取り巻く経営環境は厳しい状況で推移いたしました。 

このような環境のなかで、配電線工事の減少、また、価格競争などによる採算性低下の影響はありま

したが、太陽光発電関連工事および移動体通信工事が堅調に推移し売上高は前期を上回るなど、全社を

あげて営業活動を強力に展開した結果、次の業績となりました。 

（連結業績） 

受注高   ５４１億３４百万円 （前年同期比   ８．３％増） 

売上高   ５２０億９２百万円 （前年同期比   ５．２％増） 

営業利益    ５億８７百万円 （前年同期比  １２．６％減） 

経常利益    ８億 ２百万円 （前年同期比  １１．４％減） 

当期純利益   ５億 ８百万円 （前年同期比 １３１．６％増） 

（個別業績） 

受注高   ５３７億７８百万円 （前年同期比   ８．４％増） 

売上高   ５１７億３６百万円 （前年同期比   ５．３％増） 

営業利益    ５億７１百万円 （前年同期比   １．１％減） 

経常利益    ７億９４百万円 （前年同期比   ３．２％減） 

当期純利益   ５億 ７百万円 （前年同期比 １６６．６％増） 

  

②次期の見通し 

次期の見通しにつきましては、再生可能エネルギー関連工事と移動体通信工事など一般得意先の市場

拡大は期待されるものの、北海道電力株式会社からの受注工事量の減少が予想されます。 

こうしたなか、当社グループにおいては、営業の強化と採算性の向上に向けた原価低減および業務効

率化などの取り組みを一層促進していくこととしておりますが、受注高の減少などの影響から、次期の

業績は次のとおりとなる見通しであります。 

（連結業績見通し） 

受注高       ４５３億円 

売上高       ４８３億円 

営業利益        ０億円 

経常利益        １億円 

当期純利益       ０億円 

１．経営成績・財政状態に関する分析

（１）経営成績に関する分析
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（個別業績見通し） 

受注高       ４５０億円 

売上高       ４８０億円 

営業利益        ０億円 

経常利益        １億円 

当期純利益       ０億円 

  

①資産、負債及び純資産の状況 

当期末における資産合計は、投資有価証券は減少したものの、受取手形・完成工事未収入金や短期貸

付金の増加などにより、前期末に比べ１１億２０百万円増加し、３４９億８３百万円となりました。 

負債合計は、支払手形・工事未払金の増加などにより、前期末に比べ７億４７百万円増加し、１３６

億８８百万円となりました。  

純資産合計は、当期純利益の計上による利益剰余金の増加などにより、前期末に比べ３億７３百万円

増加し、２１２億９４百万円となりました。 

この結果、自己資本比率は前期末に比べ０．９ポイント減少し、６０．９％となりました。  

  

②キャッシュ・フローの状況 

当期末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、３０億５２百万円となり、前期末

に比べ１４億５２百万円の減少となりました。 

当期における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

  

〔営業活動によるキャッシュ・フロー〕 

営業活動の結果使用した資金は、税金等調整前当期純利益や仕入債務の増加などがあったものの、売

上債権の増加や未成工事支出金の増加などにより、１２億２１百万円（前期は１９億７６百万円の獲

得）となりました。 

  

〔投資活動によるキャッシュ・フロー〕 

投資活動の結果使用した資金は、投資有価証券の売却や有価証券の償還などがあったものの、短期貸

付金の増加や、有形固定資産の取得などにより９２百万円（前期に比べ９億７１百万円の減少）となり

ました。 

  

〔財務活動によるキャッシュ・フロー〕 

 財務活動の結果使用した資金は、配当金の支払いなどにより１億３９百万円（前期に比べ１９百万

円の減少）となりました。 

  

（２）財政状態に関する分析
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(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

  

 
  

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／キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 

(注1)株式時価総額は、自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。 

(注2)キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。 

営業キャッシュ・フローはキャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用

しております。利払いにつきましては、キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しておりま

す。 

(注3)キャッシュ・フロー対有利子負債比率は、有利子負債の残高がないため記載しておりません。 

(注4)平成25年3月期のインタレスト・カバレッジ・レシオは、営業キャッシュ・フローがマイナスのため

記載しておりません。 

  

当社は、北海道電力株式会社の流通設備拡充・維持など社会的使命の強い業務をおこなっていること

から、長期的に健全な経営基盤を確立するために内部留保を充実し、設備・技術開発等への投資による

企業体質の強化をはかっております。 

利益配分についても、安定配当の継続を基本方針としております。 

当期の配当につきましては、上記の基本方針ならびに当期の業績を総合的に勘案して、１株当たり年

額７円とさせていただく予定であります。 

また、次期の配当につきましても、当期と同様、１株当たり年額７円とさせていただく予定でありま

す。 

平成24年3月期 平成25年3月期

自己資本比率 61.8% 60.9%

時価ベースの自己資本比率 21.6% 19.9%

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率

― ―

インタレスト・カバレッジ・
レシオ

2,121.6倍 ―

（３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当
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当社の企業集団は、当社、連結子会社１社、関連会社１社、親会社の北海道電力株式会社で構成さ

れ、設備工事業を事業の内容としております。 

設備工事業における当社グループの位置付けは次のとおりであります。 

なお、当社グループは設備工事業の単一セグメントであります。 

  

(設備工事業) 

当社は電気工事、電気通信工事、土木工事、建築工事、鋼構造物工事、とび・土工工事、管工事、塗

装工事及び消防施設工事を請負施工しており、連結子会社である株式会社アイテスが、主として送電線

工事、関連会社である株式会社札幌電工は、主として配電線工事の施工協力を行っております。 

また、親会社である北海道電力株式会社からは、配電線・送電線・発変電所等の電気工事を受注して

おります。 

  

事業系統図 

  

 

２．企業集団の状況
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当社は、「お客様第一」「創造性と行動力」「人間尊重」を経営の基本に、社業および社会の発展に

寄与することを目的に次の社是を定めております。 

・優れた技術と誠意をもって社会に貢献しよう 

・創造力と行動力を発揮し社業を発展させよう 

・心のふれあいを大切に働きがいのある職場をつくろう 

また、当社グループは、これまでに培ってきた技術力と安定した経営基盤などの当社グループの強み

と総合力を活かして、お客様の期待に応えるとともに、地域社会および地球環境保全への貢献に努め、

「お客様から評価・信頼され社会に貢献できる技術集団」として継続的な発展・成長を目指しておりま

す。 

  

〔中期経営計画の重点課題〕 

当社グループは、経営環境等の変化に迅速かつ柔軟に対応し、事業基盤の強化を図るため、中期経営

計画（平成24～26年度）を策定し、先の中期経営計画での取り組み、新たな経営環境の変化、当社グル

ープの現状などから抽出された課題を踏まえ、次の4点を重点課題と定め、確実に取り組んでまいりま

す。 

〈重点課題〉 

・新たな経営環境に適応した事業活動の推進と経営基盤の強化 

・労働安全・施工品質の確保と技術・技能の向上 

・生産性の向上・業務効率化に向けた事業基盤の整備 

・地域・社会との共生 

この重点課題については、項目毎に基本方策を設定しており、これら諸施策を強力に推進し、安定し

た経営基盤の確立ならびに業績の維持向上に全力を傾注してまいります。 

３．経営方針

（１）会社の経営の基本方針

（２）会社の対処すべき課題
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４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 4,505,918 3,052,936

受取手形・完成工事未収入金 10,717,627 12,982,909

有価証券 1,003,650 －

未成工事支出金 1,109,890 1,684,290

材料貯蔵品 629,792 654,860

短期貸付金 － 3,500,000

繰延税金資産 424,682 423,976

その他 149,940 176,902

貸倒引当金 △11,216 △5,918

流動資産合計 18,530,284 22,469,957

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物（純額） 3,875,550 4,279,493

機械、運搬具及び工具器具備品（純額） 419,256 387,525

土地 2,552,699 2,753,967

その他（純額） 5,436 5,223

有形固定資産合計 6,852,944 7,426,210

無形固定資産 159,930 197,181

投資その他の資産   

投資有価証券 6,586,083 3,113,388

繰延税金資産 1,433,446 1,491,870

その他 315,288 299,931

貸倒引当金 △15,504 △15,501

投資その他の資産合計 8,319,314 4,889,689

固定資産合計 15,332,189 12,513,080

資産合計 33,862,474 34,983,037
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金 5,287,800 6,121,043

未払法人税等 396,092 423,284

未成工事受入金 600,511 332,520

役員賞与引当金 20,460 20,560

その他 2,392,653 2,278,001

流動負債合計 8,697,518 9,175,410

固定負債   

退職給付引当金 4,058,937 4,318,323

役員退職慰労引当金 136,245 151,685

その他 48,936 43,325

固定負債合計 4,244,118 4,513,333

負債合計 12,941,636 13,688,743

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,730,000 1,730,000

資本剰余金 2,367,154 2,367,287

利益剰余金 16,590,902 16,964,306

自己株式 △69,866 △72,509

株主資本合計 20,618,189 20,989,084

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 302,647 305,209

その他の包括利益累計額合計 302,647 305,209

純資産合計 20,920,837 21,294,293

負債純資産合計 33,862,474 34,983,037

北海電気工事㈱　（1832）　平成25年3月期　決算短信（連結）

8



（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 
 連結損益計算書 

(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

完成工事高 49,507,610 52,092,795

完成工事原価 47,037,106 49,740,984

完成工事総利益 2,470,503 2,351,811

販売費及び一般管理費 1,798,369 1,764,472

営業利益 672,134 587,339

営業外収益   

受取利息 89,832 82,646

保険配当金 64,969 68,073

その他 93,138 84,881

営業外収益合計 247,941 235,601

営業外費用   

支払利息 931 2,407

その他 12,921 17,723

営業外費用合計 13,853 20,130

経常利益 906,221 802,809

特別利益   

固定資産売却益 － 1,159

投資有価証券売却益 － 143,507

特別利益合計 － 144,666

特別損失   

固定資産除却損 53,114 15,349

投資有価証券売却損 － 33,963

投資有価証券評価損 36,161 222

特別損失合計 89,276 49,536

税金等調整前当期純利益 816,945 897,939

法人税、住民税及び事業税 426,198 440,113

法人税等調整額 171,153 △50,711

法人税等合計 597,351 389,402

少数株主損益調整前当期純利益 219,594 508,537

当期純利益 219,594 508,537
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 連結包括利益計算書 

(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

少数株主損益調整前当期純利益 219,594 508,537

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 46,026 2,561

その他の包括利益合計 46,026 2,561

包括利益 265,621 511,099

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 265,621 511,099
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（３）連結株主資本等変動計算書 

(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 1,730,000 1,730,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,730,000 1,730,000

資本剰余金   

当期首残高 2,366,860 2,367,154

当期変動額   

自己株式の処分 293 133

当期変動額合計 293 133

当期末残高 2,367,154 2,367,287

利益剰余金   

当期首残高 16,525,794 16,590,902

当期変動額   

剰余金の配当 △154,486 △135,133

当期純利益 219,594 508,537

当期変動額合計 65,107 373,403

当期末残高 16,590,902 16,964,306

自己株式   

当期首残高 △67,033 △69,866

当期変動額   

自己株式の取得 △3,051 △2,766

自己株式の処分 217 124

当期変動額合計 △2,833 △2,642

当期末残高 △69,866 △72,509

株主資本合計   

当期首残高 20,555,622 20,618,189

当期変動額   

剰余金の配当 △154,486 △135,133

当期純利益 219,594 508,537

自己株式の取得 △3,051 △2,766

自己株式の処分 510 257

当期変動額合計 62,567 370,894

当期末残高 20,618,189 20,989,084
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金   

当期首残高 256,620 302,647

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 46,026 2,561

当期変動額合計 46,026 2,561

当期末残高 302,647 305,209

その他の包括利益累計額合計   

当期首残高 256,620 302,647

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 46,026 2,561

当期変動額合計 46,026 2,561

当期末残高 302,647 305,209

純資産合計   

当期首残高 20,812,243 20,920,837

当期変動額   

剰余金の配当 △154,486 △135,133

当期純利益 219,594 508,537

自己株式の取得 △3,051 △2,766

自己株式の処分 510 257

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 46,026 2,561

当期変動額合計 108,594 373,456

当期末残高 20,920,837 21,294,293

北海電気工事㈱　（1832）　平成25年3月期　決算短信（連結）

12



（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益 816,945 897,939

減価償却費 525,009 548,477

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2,080 △5,301

退職給付引当金の増減額（△は減少） 124,569 259,386

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 22,352 15,440

受取利息及び受取配当金 △102,726 △96,732

支払利息 931 2,407

投資有価証券売却損益（△は益） － △109,543

有形固定資産除却損 53,114 15,349

投資有価証券評価損益（△は益） 36,161 222

売上債権の増減額（△は増加） △305,326 △2,265,281

未成工事支出金の増減額（△は増加） 545,528 △580,435

たな卸資産の増減額（△は増加） △11,799 △25,067

仕入債務の増減額（△は減少） △32,368 859,098

未成工事受入金の増減額（△は減少） 420,905 △271,323

その他 312,852 △141,071

小計 2,404,069 △896,435

利息及び配当金の受取額 102,344 89,711

利息の支払額 △931 △2,407

法人税等の支払額 △529,176 △412,435

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,976,306 △1,221,566

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の償還による収入 － 1,000,000

有形固定資産の取得による支出 △906,633 △1,106,877

有形固定資産の売却による収入 9,416 1,159

有形固定資産の除却による支出 △24,619 △12,861

無形固定資産の取得による支出 △36,906 △65,017

無形固定資産の売却による収入 5,918 －

投資有価証券の取得による支出 △99,990 △199,980

投資有価証券の売却による収入 － 3,581,521

投資有価証券の償還による収入 － 200,000

短期貸付金の増減額（△は増加） － △3,500,000

その他 △10,668 9,756

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,063,482 △92,299

財務活動によるキャッシュ・フロー   

自己株式の取得による支出 △3,051 △2,766

自己株式の売却による収入 510 257

配当金の支払額 △154,486 △135,133

その他 △1,489 △1,473

財務活動によるキャッシュ・フロー △158,516 △139,116

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 754,308 △1,452,982

現金及び現金同等物の期首残高 3,346,273 4,505,918

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 405,336 －

現金及び現金同等物の期末残高 4,505,918 3,052,936
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該当事項はありません。 

  

  (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) 

当社及び連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当連結会計年度より、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。

この変更による、当連結会計年度の営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益に与える影響

額は軽微であります。 

  

前連結会計年度において、「営業外費用」に一括掲記しておりました「支払利息」は、営業外費用

の総額の100分の10を超えたため、当連結会計年度より区分掲記することとしております。この表示

方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の財務諸表の組替えを行っております。 

この結果、前連結会計年度の損益計算書において、「営業外費用」に一括掲記しておりました

13,853千円は、「支払利息」931千円、「その他」12,921千円として組み替えております。 

  

前連結会計年度(自 平成23年４月１日 至 平成24年３月31日) 

 設備工事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。 

  

当連結会計年度(自 平成24年４月１日 至 平成25年３月31日) 

 設備工事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。 

  

前連結会計年度(自 平成23年４月１日 至 平成24年３月31日) 

１  製品及びサービスごとの情報 

外部顧客への売上高は、単一の製品・サービスによるものであるため、記載を省略しております。

  

２  地域ごとの情報 

本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。 

  

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。 

  

（５）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)

(表示方法の変更)

 (損益計算書関係)

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

【関連情報】

(1) 売上高

(2) 有形固定資産
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３  主要な顧客ごとの情報 

(単位：千円) 

 
  

当連結会計年度(自 平成24年４月１日 至 平成25年３月31日) 

１  製品及びサービスごとの情報 

外部顧客への売上高は、単一の製品・サービスによるものであるため、記載を省略しております。

  

２  地域ごとの情報 

本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。 

  

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。 

  

３  主要な顧客ごとの情報 

(単位：千円) 

 
  

 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。 

  

顧客の名称又は氏名 売上高 関連するセグメント名

北海道電力株式会社 40,742,357 設備工事業

(1) 売上高

(2) 有形固定資産

顧客の名称又は氏名 売上高 関連するセグメント名

北海道電力株式会社 37,644,330 設備工事業

【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】

【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】

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
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(注) １ 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

   ２ １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

 
  

該当事項はありません。 

(１株当たり情報)

前連結会計年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)

１株当たり純資産額 1,083.71円 1,103.44円

１株当たり当期純利益金額 11.37円 26.35円

前連結会計年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)

当期純利益(千円) 219,594 508,537

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) 219,594 508,537

普通株式の期中平均株式数(株) 19,307,002 19,301,737

(重要な後発事象)
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５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

(単位：千円)

前事業年度 
(平成24年３月31日) 

当事業年度 
(平成25年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 4,158,941 2,789,281

受取手形 178,259 134,968

完成工事未収入金 10,482,327 12,799,572

有価証券 1,003,650 －

未成工事支出金 1,067,511 1,673,745

材料貯蔵品 627,574 654,107

短期貸付金 － 3,500,000

前払費用 70,875 59,684

繰延税金資産 422,768 426,730

その他 70,624 97,134

貸倒引当金 △11,191 △5,918

流動資産合計 18,071,341 22,129,307

固定資産   

有形固定資産   

建物 7,619,653 8,114,079

減価償却累計額 △4,140,316 △4,315,453

建物（純額） 3,479,337 3,798,625

構築物 922,036 1,031,191

減価償却累計額 △672,287 △713,405

構築物（純額） 249,749 317,785

機械及び装置 766,944 813,059

減価償却累計額 △589,738 △665,528

機械及び装置（純額） 177,206 147,531

車両運搬具 112,924 112,424

減価償却累計額 △101,622 △102,011

車両運搬具（純額） 11,302 10,413

工具器具・備品 1,483,101 1,514,988

減価償却累計額 △1,264,290 △1,294,999

工具器具・備品（純額） 218,810 219,988

土地 2,539,740 2,741,008

建設仮勘定 3,194 5,223

有形固定資産合計 6,679,340 7,240,576

無形固定資産   

ソフトウエア 135,976 164,084

その他 20,168 20,085

無形固定資産合計 156,144 184,170

投資その他の資産   

投資有価証券 6,583,833 3,111,138

関係会社株式 42,250 42,250

長期前払費用 47,829 47,313

繰延税金資産 1,391,601 1,445,795

その他 264,841 249,295

貸倒引当金 △15,504 △15,501

投資その他の資産合計 8,314,852 4,880,292
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(単位：千円)

前事業年度 
(平成24年３月31日) 

当事業年度 
(平成25年３月31日) 

固定資産合計 15,150,338 12,305,039

資産合計 33,221,680 34,434,346

負債の部   

流動負債   

支払手形 675,282 1,055,980

工事未払金 4,765,180 5,271,398

未払金 327,519 208,555

未払費用 1,616,783 1,620,227

未払法人税等 372,986 423,284

未成工事受入金 573,858 332,520

預り金 112,701 116,984

役員賞与引当金 20,460 20,560

その他 227,934 222,846

流動負債合計 8,692,705 9,272,357

固定負債   

退職給付引当金 3,955,736 4,206,383

役員退職慰労引当金 125,910 139,050

その他 46,657 43,325

固定負債合計 4,128,304 4,388,758

負債合計 12,821,009 13,661,115

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,730,000 1,730,000

資本剰余金   

資本準備金 2,364,633 2,364,633

その他資本剰余金 2,520 2,654

資本剰余金合計 2,367,154 2,367,287

利益剰余金   

利益準備金 250,465 250,465

その他利益剰余金   

別途積立金 13,081,459 13,081,459

繰越利益剰余金 2,738,810 3,111,318

利益剰余金合計 16,070,735 16,443,242

自己株式 △69,866 △72,509

株主資本合計 20,098,022 20,468,020

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 302,647 305,209

評価・換算差額等合計 302,647 305,209

純資産合計 20,400,670 20,773,230

負債純資産合計 33,221,680 34,434,346
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（２）損益計算書 

(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

完成工事高 49,123,842 51,736,237

完成工事原価 46,799,299 49,498,992

完成工事総利益 2,324,542 2,237,244

販売費及び一般管理費   

役員報酬 65,690 67,774

役員賞与引当金繰入額 20,460 20,560

従業員給料手当 741,016 748,592

退職給付費用 66,714 64,744

役員退職慰労引当金繰入額 24,470 18,820

法定福利費 115,346 120,071

福利厚生費 135,236 139,457

修繕維持費 51,091 46,802

事務用品費 62,162 51,863

通信交通費 33,497 32,997

動力用水光熱費 24,488 22,784

調査研究費 5,089 5,628

広告宣伝費 11,782 9,108

貸倒引当金繰入額 △1,316 △5,136

貸倒損失 3,226 －

交際費 5,098 3,381

寄付金 2,480 1,963

地代家賃 23,102 9,292

減価償却費 107,834 98,594

租税公課 78,725 84,954

保険料 5,019 5,837

雑費 165,576 117,901

販売費及び一般管理費合計 1,746,793 1,665,992

営業利益 577,749 571,251

営業外収益   

有価証券利息 89,020 77,885

保険配当金 64,969 68,073

受取賃貸料 24,255 24,236

その他 78,047 72,521

営業外収益合計 256,292 242,716

営業外費用   

支払利息 931 2,407

その他 12,712 17,189

営業外費用合計 13,643 19,596

経常利益 820,397 794,372
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(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

特別利益   

投資有価証券売却益 － 143,507

特別利益合計 － 143,507

特別損失   

固定資産除却損 45,375 14,865

投資有価証券売却損 － 33,963

投資有価証券評価損 31,753 222

特別損失合計 77,128 49,051

税引前当期純利益 743,269 888,827

法人税、住民税及び事業税 380,494 432,334

法人税等調整額 172,384 △51,148

法人税等合計 552,879 381,186

当期純利益 190,390 507,641
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（３）株主資本等変動計算書 

(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 1,730,000 1,730,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,730,000 1,730,000

資本剰余金   

資本準備金   

当期首残高 2,364,633 2,364,633

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,364,633 2,364,633

その他資本剰余金   

当期首残高 2,227 2,520

当期変動額   

自己株式の処分 293 133

当期変動額合計 293 133

当期末残高 2,520 2,654

資本剰余金合計   

当期首残高 2,366,860 2,367,154

当期変動額   

自己株式の処分 293 133

当期変動額合計 293 133

当期末残高 2,367,154 2,367,287

利益剰余金   

利益準備金   

当期首残高 250,465 250,465

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 250,465 250,465

その他利益剰余金   

別途積立金   

当期首残高 13,081,459 13,081,459

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 13,081,459 13,081,459

繰越利益剰余金   

当期首残高 2,702,907 2,738,810

当期変動額   

剰余金の配当 △154,486 △135,133

当期純利益 190,390 507,641

当期変動額合計 35,903 372,507

当期末残高 2,738,810 3,111,318
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(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

利益剰余金合計   

当期首残高 16,034,831 16,070,735

当期変動額   

剰余金の配当 △154,486 △135,133

当期純利益 190,390 507,641

当期変動額合計 35,903 372,507

当期末残高 16,070,735 16,443,242

自己株式   

当期首残高 △67,033 △69,866

当期変動額   

自己株式の取得 △3,051 △2,766

自己株式の処分 217 124

当期変動額合計 △2,833 △2,642

当期末残高 △69,866 △72,509

株主資本合計   

当期首残高 20,064,659 20,098,022

当期変動額   

剰余金の配当 △154,486 △135,133

当期純利益 190,390 507,641

自己株式の取得 △3,051 △2,766

自己株式の処分 510 257

当期変動額合計 33,363 369,998

当期末残高 20,098,022 20,468,020

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

当期首残高 256,620 302,647

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 46,026 2,561

当期変動額合計 46,026 2,561

当期末残高 302,647 305,209

純資産合計   

当期首残高 20,321,280 20,400,670

当期変動額   

剰余金の配当 △154,486 △135,133

当期純利益 190,390 507,641

自己株式の取得 △3,051 △2,766

自己株式の処分 510 257

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 46,026 2,561

当期変動額合計 79,389 372,560

当期末残高 20,400,670 20,773,230
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該当事項はありません。 

  

  (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、当事業年度より、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。 

この変更による、当事業年度の営業利益、経常利益及び税引前当期純利益に与える影響額は軽微で

あります。 

  

前事業年度において、「営業外費用」に一括掲記しておりました「支払利息」は、営業外費用の総

額の100分の10を超えたため、当事業年度より区分掲記することとしております。この表示方法の変

更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。 

この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外費用」に一括掲記しておりました13,643千

円は、「支払利息」931千円、「その他」12,712千円として組み替えております。 

（４）個別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)

(表示方法の変更)

 (損益計算書関係)
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個別業績の部門別・得意先別内訳 

６．その他

（1）部門別受注高

     期 別 前事業年度 当事業年度

比較増減（△）  （自 平成23年4月 1日 （自 平成24年4月 1日

    至 平成24年3月31日）   至 平成25年3月31日）

 部 門 別     金額（千円） 構成比 金額（千円） 構成比 金額（千円） 増減率

           ％ ％  ％

 配電線工事  28,277,383 57.0 25,849,234 48.1 △ 2,428,149 △ 8.6

 屋内配線工事  3,942,533 7.9 6,053,742 11.2 2,111,209 53.5

 通信工事  4,828,755 9.7 9,406,919 17.5 4,578,163 94.8

 その他工事  12,582,968 25.4 12,468,796 23.2 △ 114,172 △ 0.9

 合計  49,631,640 100.0 53,778,693 100.0 4,147,052 8.4

（2）部門別売上高

     期 別 前事業年度 当事業年度

比較増減（△）  （自 平成23年4月 1日 （自 平成24年4月 1日

    至 平成24年3月31日）   至 平成25年3月31日）

 部 門 別     金額（千円） 構成比 金額（千円） 構成比 金額（千円） 増減率

           ％ ％  ％

 配電線工事  29,338,153 59.7 26,426,417 51.1 △ 2,911,736 △ 9.9

 屋内配線工事  2,979,393 6.1 6,447,603 12.5 3,468,210 116.4

 通信工事  4,206,259 8.6 6,631,003 12.8 2,424,743 57.6

 その他工事  12,600,035 25.6 12,231,212 23.6 △ 368,822 △ 2.9

 合計  49,123,842 100.0 51,736,237 100.0 2,612,394 5.3

（3）部門別期末繰越受注高

     期 別 前事業年度 当事業年度

比較増減（△）  （自 平成23年4月 1日  （自 平成24年4月 1日

    至 平成24年3月31日）    至 平成25年3月31日）

 部 門 別     金額（千円） 構成比 金額（千円） 構成比 金額（千円） 増減率

           ％ ％  ％

 配電線工事  5,555,995 48.4 4,978,811 36.9 △ 577,183 △ 10.4

 屋内配線工事  2,438,440 21.3 2,044,579 15.1 △ 393,860 △ 16.2

 通信工事  1,256,980 11.0 4,032,896 29.8 2,775,916 220.8

 その他工事  2,217,452 19.3 2,455,036 18.2 237,584 10.7

 合計  11,468,868 100.0 13,511,324 100.0 2,042,455 17.8

（4）得意先別受注高及び売上高（自 平成24年4月 1日  至 平成25年3月31日）

     期 別 受注高 売上高

得 意 先 別     金額（千円） 構成比 金額（千円） 構成比

          ％  ％

 北海道電力㈱  37,343,203 69.4 37,491,832 72.5

 一般得意先   16,435,489 30.6 14,244,404  27.5

 合計   53,778,693 100.0 51,736,237  100.0
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（5）次事業年度（自 平成25年4月 1日  至 平成26年3月31日）
   受注高及び売上高の予想

     期 別 受注高 売上高

 部 門 別     金額（千円） 構成比 金額（千円） 構成比

          ％  ％

 配電線工事  25,000,000 55.5 25,000,000 52.1

 屋内配線工事  7,000,000 15.6 6,000,000 12.5

 通信工事  4,000,000 8.9 7,000,000 14.6

 その他工事  9,000,000 20.0 10,000,000 20.8

 合計   45,000,000 100.0 48,000,000  100.0
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