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(百万円未満切捨て)
１．平成27年3月期第3四半期の連結業績（平成26年4月1日～平成26年12月31日）

（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 ％

27年3月期第3四半期 30,216 △12.8 △2,696 ― △2,535 ― △2,584 ―

26年3月期第3四半期 34,666 1.3 130 △16.2 337 △0.9 140 △19.9

(注) 包括利益 27年3月期第3四半期 △2,476百万円( ― ％) 26年3月期第3四半期 361百万円( 135.5％)
　

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

27年3月期第3四半期 △134.00 ―

26年3月期第3四半期 7.27 ―
　

　

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

27年3月期第3四半期 30,891 18,119 58.7

26年3月期 34,213 21,469 62.8

(参考) 自己資本 27年3月期第3四半期 18,119百万円 26年3月期 21,469百万円
　

　　

２．配当の状況

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

26年3月期 ― 0.00 ― 7.00 7.00

27年3月期 ― 0.00 ―

27年3月期(予想) 7.00 7.00
(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無
　　

　

３．平成27年3月期の連結業績予想（平成26年4月1日～平成27年3月31日）

(％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
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 44,000 △14.1 △2,900 ― △2,800 ― △2,800 ― △145.16
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無
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※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

　 (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

新規 ― 社（社名） ― 、除外 ― 社（社名） ―
　

　

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 有
　

(注) 詳細は、添付資料3ページ 「2.サマリー情報（注記事項）に関する事項 (1)四半期連結財務諸表の作成に特有の
会計処理の適用」をご覧ください。

　

（３）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 ： 無

④ 修正再表示 ： 無
　

(注) 詳細は、添付資料3ページ 「2.サマリー情報（注記事項）に関する事項 (2)会計方針の変更・会計上の見積りの
変更・修正再表示」をご覧ください。

　

（４）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) 27年3月期3Ｑ 19,722,027株 26年3月期 19,722,027株

② 期末自己株式数 27年3月期3Ｑ 432,427株 26年3月期 432,160株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 27年3月期3Ｑ 19,289,757株 26年3月期3Ｑ 19,295,090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。
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（参考）平成27年3月期の個別業績予想（平成26年4月1日～平成27年3月31日）

(％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
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 43,500 △14.4 △2,800 ― △2,700 ― △2,700 ― △139.97
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無

　
※ 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。
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１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

当第３四半期連結累計期間におけるわが国の景気は、基調的には緩やかな回復を続けており、消費税率引き上げ

に伴う駆け込み需要の反動などの影響も全体として和らいでおります。北海道の景気についても、一部に弱めの動

きがみられるものの、雇用・所得環境などの改善を背景に緩やかに回復しております。

　しかしながら、建設業界におきましては、労務費及び材料価格上昇の顕在化などから受注・価格競争が厳しさを

増しているなかで、当社の親会社であり、最大の取引先である北海道電力株式会社の緊急的な支出抑制策による電

力設備投資の大幅な減少などから、当社グループを取り巻く経営環境は極めて厳しい状況で推移しました。

　このような環境のなかで、全社をあげて営業活動を強力に展開するとともに、経営全般にわたり徹底した効率化

による損失の抑制に努めましたが、次のような業績となりました。

受注高 ３５０億円 (前年同四半期比 １７．３％減)

　売上高 ３０２億１６百万円 (前年同四半期比 １２．８％減)

　営業損失 ２６億９６百万円 (前年同四半期は 営業利益 １億３０百万円)

　経常損失 ２５億３５百万円 (前年同四半期は 経常利益 ３億３７百万円)

　四半期純損失 ２５億８４百万円 (前年同四半期は 四半期純利益 １億４０百万円)

（２）財政状態に関する説明

当第３四半期連結会計期間末における資産合計は、未成工事支出金の増加があったものの、現金預金や受取手

形・完成工事未収入金の減少などにより、前連結会計年度末に比べ３３億２１百万円減少し、３０８億９１百万円

となりました。

負債合計は、支払手形・工事未払金の減少があったものの、退職給付に係る負債の増加などにより、前連結会計

年度末に比べ２８百万円増加し、１２７億７２百万円となりました。

純資産合計は、利益剰余金の減少などにより、前連結会計年度末に比べ３３億４９百万円減少し、１８１億

１９百万円となりました。

この結果、自己資本比率は前連結会計年度末に比べ４.１ポイント減少し、５８.７％となりました。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成26年10月31日に公表いたしました通期の業績予想に変更はありません。
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２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

　税金費用の計算

税金費用については、当第３四半期連結会計期間を含む連結会計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、税引前四半期純損失に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

　会計方針の変更

「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号 平成24年５月17日。以下「退職給付会計基準」という。）

及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号 平成24年５月17日。以下「退職給付

適用指針」という。）を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられた定めについて

第１四半期連結会計期間より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給付見込額の期間帰属

方法を期間定額基準から給付算定式基準へ変更するとともに、割引率の決定方法を従業員の平均残存勤務期間に近

似した年数に基づき決定する方法から、退職給付の支払見込期間及び支払見込期間ごとの金額を反映した単一の加

重平均割引率を使用して決定する方法へ変更いたしました。

退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従って、当第３四半

期連結累計期間の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を利益剰余金に加減し

ております。

この結果、当第３四半期連結累計期間の期首の退職給付に係る負債が１，１４１百万円増加し、利益剰余金

が７３７百万円減少しております。なお、当第３四半期連結累計期間の営業損失、経常損失及び税金等調整前

四半期純損失に与える影響は軽微であります。
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３．四半期連結財務諸表

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成26年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成26年12月31日)

資産の部

流動資産

現金預金 4,304,720 3,013,546

受取手形・完成工事未収入金 12,680,968 9,954,805

未成工事支出金 1,115,819 3,445,462

材料貯蔵品 619,894 545,784

短期貸付金 3,500,000 2,500,000

その他 200,510 137,758

貸倒引当金 △1,620 △1,245

流動資産合計 22,420,293 19,596,111

固定資産

有形固定資産

建物・構築物（純額） 4,618,119 4,433,532

その他（純額） 3,063,997 3,325,124

有形固定資産合計 7,682,116 7,758,656

無形固定資産 170,231 153,800

投資その他の資産 3,940,434 3,382,940

固定資産合計 11,792,782 11,295,397

資産合計 34,213,075 30,891,508

負債の部

流動負債

支払手形・工事未払金 5,511,848 4,257,191

未払法人税等 299,907 26,453

未成工事受入金 278,730 661,842

工事損失引当金 - 773,751

その他 2,228,132 1,508,991

流動負債合計 8,318,619 7,228,231

固定負債

役員退職慰労引当金 146,991 143,108

退職給付に係る負債 4,238,021 5,363,178

その他 39,992 37,492

固定負債合計 4,425,005 5,543,779

負債合計 12,743,624 12,772,010

純資産の部

株主資本

資本金 1,730,000 1,730,000

資本剰余金 2,367,303 2,367,632

利益剰余金 16,879,787 13,422,119

自己株式 △75,672 △76,105

株主資本合計 20,901,418 17,443,646

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 486,766 622,400

退職給付に係る調整累計額 81,266 53,450

その他の包括利益累計額合計 568,033 675,851

純資産合計 21,469,451 18,119,498

負債純資産合計 34,213,075 30,891,508
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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３四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第３四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
　至 平成25年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年12月31日)

完成工事高 34,666,678 30,216,558

完成工事原価 33,321,533 31,721,146

完成工事総利益又は完成工事総損失（△） 1,345,144 △1,504,587

販売費及び一般管理費 1,214,335 1,191,591

営業利益又は営業損失（△） 130,809 △2,696,179

営業外収益

受取利息 55,847 27,149

受取配当金 16,812 23,452

保険配当金 70,227 73,069

その他 73,509 43,291

営業外収益合計 216,395 166,963

営業外費用 9,423 5,978

経常利益又は経常損失（△） 337,781 △2,535,194

特別利益

固定資産売却益 - 83

特別利益合計 - 83

特別損失

固定資産売却損 2,010 -

固定資産除却損 25,572 18,406

減損損失 - 2,009

特別損失合計 27,582 20,415

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前
四半期純損失（△）

310,198 △2,555,526

法人税等 170,015 29,226

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株
主損益調整前四半期純損失（△）

140,183 △2,584,753

四半期純利益又は四半期純損失（△） 140,183 △2,584,753
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四半期連結包括利益計算書

第３四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第３四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
　至 平成25年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年12月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株
主損益調整前四半期純損失（△）

140,183 △2,584,753

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 221,632 135,634

退職給付に係る調整額 - △27,816

その他の包括利益合計 221,632 107,817

四半期包括利益 361,815 △2,476,935

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 361,815 △2,476,935
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（３）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）

　該当事項はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

　該当事項はありません。

４．(参考)個別業績の概要

　平成27年3月期第3四半期の個別業績（平成26年4月1日～平成26年12月31日）

（１）個別経営成績（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 ％

27年3月期第3四半期 29,914 △13.0 △2,705 ― △2,543 ― △2,586 ―

26年3月期第3四半期 34,396 1.4 153 13.4 361 11.9 155 △10.0

　

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

27年3月期第3四半期 △134.09 ―

26年3月期第3四半期 8.06 ―

　

（２）個別財政状態

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

27年3月期第3四半期 30,263 17,600 58.2

26年3月期 33,682 20,924 62.1
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