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1.  平成26年3月期第1四半期の業績（平成25年4月1日～平成25年6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 ％

26年3月期第1四半期 1,706 54.5 △44 ― △38 ― △22 ―
25年3月期第1四半期 1,104 △9.6 △164 ― △159 ― △103 ―

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1四半期 △3.60 ―
25年3月期第1四半期 △16.33 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第1四半期 6,837 4,433 64.8
25年3月期 8,332 4,480 53.8
（参考） 自己資本   26年3月期第1四半期  4,433百万円 25年3月期  4,480百万円

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26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

25年3月期 ― 0.00 ― 7.00 7.00
26年3月期 ―
26年3月期（予想） ― ― ― ―

3. 平成26年 3月期の業績予想（平成25年 4月 1日～平成26年 3月31日）  
（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期(累計) 3,400 13.8 △110 ― △105 ― △75 ― △11.87
通期 11,000 6.2 170 △45.1 180 △44.1 120 △55.5 18.99



(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   ：  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1Q 6,500,000 株 25年3月期 6,500,000 株
② 期末自己株式数 26年3月期1Q 181,228 株 25年3月期 179,628 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期1Q 6,319,572 株 25年3月期1Q 6,321,765 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。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「（3）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。 
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当第１四半期累計期間における北海道経済は、公共投資は横ばい傾向であるが、民間設備投資は緩や

かに持ち直しており、個人消費、雇用環境も厳しい状況から持ち直しの動きが見られました。 

このような環境のもと、懸命な営業活動を展開した結果、当第１四半期累計期間の受注高は、

5,512,506千円(前年同期比2,779,039千円の増加)、売上高は、1,706,836千円(前年同期比602,241千円

の増収)となりました。  

損益につきましては、増収及び原価低減努力などにより、経常損失は、38,941千円(前年同期比

120,796千円の改善)、四半期純損失は、22,770千円(前年同期比80,456千円の改善)となりました。  

  

当四半期会計期間末における総資産は、前事業年度末比1,494,718千円(17.9％)減少の6,837,637千円

となりました。  

流動資産は、前事業年度末比1,497,984千円(22.9％)減少の5,041,262千円となりました。  

これは主に現金預金241,170千円及び未成工事支出金203,091千円が増加し、売掛債権1,749,146千円

及びその他に含まれている立替金238,142千円が減少したことなどによるものです。  

固定資産合計は、前事業年度末比3,266千円(0.2％)増加の1,796,374千円となりました。  

負債合計は、前事業年度末比1,447,445千円(37.6％)減少の2,404,277千円となりました。  

これは主に買掛債務1,198,581千円及び未払法人税等132,593千円が減少したことなどによるもので

す。  

純資産合計は、前事業年度末比47,272千円(1.1％)減少の4,433,359千円となりました。  

この結果、自己資本比率は64.8％となりました。  

  

現段階では平成25年５月９日に発表しました業績予想数値に変更はございません。 

  

 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

半期純損失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）経営成績に関する説明

（２）財政状態に関する説明

（３）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

   （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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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25年３月31日) 

当第１四半期会計期間 
(平成25年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 2,152,717 2,393,887

受取手形及び売掛金 478,691 312,723

完成工事未収入金 3,029,954 1,446,776

商品 15,113 16,692

未成工事支出金 318,905 521,997

繰延税金資産 76,391 85,346

その他 469,973 266,339

貸倒引当金 △2,500 △2,500

流動資産合計 6,539,247 5,041,262

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物（純額） 655,662 648,138

その他（純額） 514,473 512,494

有形固定資産合計 1,170,136 1,160,632

無形固定資産 117,037 108,855

投資その他の資産   

投資有価証券 369,900 393,999

その他 145,423 142,266

貸倒引当金 △9,390 △9,380

投資その他の資産合計 505,934 526,886

固定資産合計 1,793,108 1,796,374

資産合計 8,332,355 6,837,637

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,001,213 799,068

工事未払金 376,109 379,671

未払法人税等 136,916 4,322

未成工事受入金 193,269 162,877

賞与引当金 82,061 65,499

工事損失引当金 6,977 1,203

その他 307,364 290,975

流動負債合計 3,103,912 1,703,620

固定負債   

長期未払金 44,186 27,640

退職給付引当金 547,126 519,909

役員退職慰労引当金 68,500 71,500

環境対策引当金 2,920 2,920

その他 85,078 78,688

固定負債合計 747,811 700,657

負債合計 3,851,723 2,404,277
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成25年３月31日) 

当第１四半期会計期間 
(平成25年６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 2,981,116 2,914,104

自己株式 △25,246 △25,586

株主資本合計 4,483,665 4,416,313

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △3,033 17,046

評価・換算差額等合計 △3,033 17,046

純資産合計 4,480,631 4,433,359

負債純資産合計 8,332,355 6,837,637
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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 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

売上高   

完成工事高 762,262 1,395,320

商品売上高 342,332 311,515

売上高合計 1,104,594 1,706,836

売上原価   

完成工事原価 732,805 1,261,458

商品売上原価 305,712 270,535

売上原価合計 1,038,518 1,531,994

売上総利益   

完成工事総利益 29,457 133,861

商品売上総利益 36,619 40,980

売上総利益合計 66,076 174,841

販売費及び一般管理費 230,113 219,407

営業損失（△） △164,036 △44,565

営業外収益   

受取利息 414 512

受取配当金 3,201 3,683

その他 2,030 2,551

営業外収益合計 5,646 6,747

営業外費用   

支払利息 1,319 1,095

その他 28 28

営業外費用合計 1,347 1,123

経常損失（△） △159,738 △38,941

特別利益   

投資有価証券売却益 － 8,629

特別利益合計 － 8,629

税引前四半期純損失（△） △159,738 △30,312

法人税等 △56,511 △7,542

四半期純損失（△） △103,226 △22,770

（株）北弘電社（1734）　平成26年３月期第１四半期決算短信（非連結）

- 5 -



該当事項はありません。  

  

該当事項はありません。 

  

（３）四半期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）
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