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(百万円未満切捨て)
１．平成28年3月期第3四半期の連結業績（平成27年4月1日～平成27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
親会社株主に帰属
する四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

28年3月期第3四半期 33,489 10.8 523 ― 677 ― 385 ―

27年3月期第3四半期 30,216 △12.8 △2,696 ― △2,535 ― △2,584 ―
(注) 包括利益 28年3月期第3四半期 473百万円( ― ％) 27年3月期第3四半期 △2,476百万円( ― ％)

　

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

28年3月期第3四半期 19.99 ―

27年3月期第3四半期 △134.00 ―
　

　

（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 ％

28年3月期第3四半期 31,289 19,378 61.9

27年3月期 32,855 19,079 58.1
(参考) 自己資本 28年3月期第3四半期 19,378百万円 27年3月期 19,079百万円
　　

　

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

27年3月期 ― 0.00 ― 9.00 9.00

28年3月期 ― 0.00 ―

28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28年3月期の連結業績予想（平成27年4月1日～平成28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
親会社株主に帰属
する当期純利益

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 49,400 8.7 700 ― 850 ― 500 ― 25.92
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有
　

　業績予想の修正については、本日別途開示の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。
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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) 28年3月期3Ｑ 19,722,027株 27年3月期 19,722,027株

② 期末自己株式数 28年3月期3Ｑ 436,232株 27年3月期 432,773株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 28年3月期3Ｑ 19,287,766株 27年3月期3Ｑ 19,289,757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連結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。

決算短信 （宝印刷）  2016年01月22日 09時25分 2ページ （Tess 1.40(64) 20150116_01）



（参考）平成28年3月期の個別業績予想（平成27年4月1日～平成28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 49,000 8.8 600 ― 750 ― 450 ― 23.33
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有

業績予想の修正については、本日別途開示の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。

※ 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、輸出・生産面に新興国経済の減速の影響がみられるものの、

企業収益や雇用情勢の改善などを背景に緩やかな回復基調で推移いたしました。北海道の景気についても、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、設備投資は緩やかな増加基調にあるものの、労働者不足や建設コスト

の上昇が続くなど、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、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

に努めた結果、次のような業績となりました。

受注高 ３８９億５７百万円 (前年同四半期比 １１．３％増)
　
売上高 ３３４億８９百万円 (前年同四半期比 １０．８％増)

営業利益 ５億２３百万円 (前年同四半期は 営業損失 ２６億９６百万円)
　
経常利益 ６億７７百万円 (前年同四半期は 経常損失 ２５億３５百万円)
　
親会社株主に帰属する (前年同四半期は 親会社株主に帰属する
四半期純利益 ３億８５百万円 四半期純損失 ２５億８４百万円)

（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、受取手形・完成工事未収入金や未成工事支出金の増加があっ

たものの、現金預金の減少などにより、前連結会計年度末に比べ１５億６６百万円減少し、３１２億８９百万円と

なりました。

負債合計は、支払手形・工事未払金の減少などにより、前連結会計年度末に比べ１８億６５百万円減少し、

１１９億１１百万円となりました。

純資産合計は、利益剰余金の増加などにより、前連結会計年度末に比べ２億９８百万円増加し、１９３億７８百

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３．８ポイント増加し、６１．９％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

通期の業績につきましては、平成27年10月30日に公表した業績予想を修正いたしました。詳細につきましては、

本日別途開示の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。

決算短信 （宝印刷）  2016年01月22日 09時25分 5ページ （Tess 1.40(64) 20150116_01）



北海電気工事㈱ (1832) 平成28年3月期 第3四半期決算短信

3

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、税引前四半期純利益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

「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成25年９月13日）、「連結財務諸表に関する会計基準」（企

業会計基準第22号 平成25年９月13日）及び「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号 平成25年９月13

日）等を、第１四半期連結会計期間から適用し、四半期純利益等の表示の変更及び少数株主持分から非支配株主持

分への表示の変更を行っております。当該表示の変更を反映させるため、前第３四半期連結累計期間及び前連結会

計年度については、四半期連結財務諸表及び連結財務諸表の組替えを行っております。
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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27年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成27年12月31日)

資産の部

流動資産

現金預金 7,881,590 3,519,707

受取手形・完成工事未収入金 11,559,174 12,068,415

未成工事支出金 1,128,002 2,983,561

材料貯蔵品 508,409 497,941

その他 609,411 1,096,557

貸倒引当金 △1,153 △1,253

流動資産合計 21,685,435 20,164,929

固定資産

有形固定資産

建物・構築物（純額） 4,715,194 4,549,917

その他（純額） 3,016,624 3,255,708

有形固定資産合計 7,731,818 7,805,626

無形固定資産 150,129 130,911

投資その他の資産 3,288,349 3,187,897

固定資産合計 11,170,297 11,124,434

資産合計 32,855,733 31,289,364

負債の部

流動負債

支払手形・工事未払金 5,934,980 4,094,957

未払法人税等 34,302 261,761

未成工事受入金 188,654 392,833

工事損失引当金 143,697 211,862

その他 2,075,410 1,677,745

流動負債合計 8,377,045 6,639,161

固定負債

役員退職慰労引当金 151,350 102,627

退職給付に係る負債 5,210,653 5,134,478

その他 37,511 35,012

固定負債合計 5,399,515 5,272,118

負債合計 13,776,560 11,911,279

純資産の部

株主資本

資本金 1,730,000 1,730,000

資本剰余金 2,367,632 2,368,052

利益剰余金 14,241,288 14,453,238

自己株式 △76,244 △78,115

株主資本合計 18,262,675 18,473,175

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 693,801 790,550

退職給付に係る調整累計額 122,695 114,358

その他の包括利益累計額合計 816,496 904,909

純資産合計 19,079,172 19,378,084

負債純資産合計 32,855,733 31,289,364
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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26年４月１日
　至 平成26年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年12月31日)

完成工事高 30,216,558 33,489,785

完成工事原価 31,721,146 31,897,861

完成工事総利益又は完成工事総損失（△） △1,504,587 1,591,924

販売費及び一般管理費 1,191,591 1,068,111

営業利益又は営業損失（△） △2,696,179 523,813

営業外収益

受取配当金 23,452 28,036

保険配当金 73,069 76,880

その他 70,441 52,507

営業外収益合計 166,963 157,424

営業外費用 5,978 3,782

経常利益又は経常損失（△） △2,535,194 677,455

特別利益

固定資産売却益 83 -

特別利益合計 83 -

特別損失

固定資産除却損 18,406 22,442

減損損失 2,009 -

支払補償費 - 33,599

特別損失合計 20,415 56,041

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（△）

△2,555,526 621,414

法人税等 29,226 235,860

四半期純利益又は四半期純損失（△） △2,584,753 385,554

親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会
社株主に帰属する四半期純損失（△）

△2,584,753 385,554
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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26年４月１日
　至 平成26年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年12月31日)

四半期純利益又は四半期純損失（△） △2,584,753 385,554

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 135,634 96,749

退職給付に係る調整額 △27,816 △8,337

その他の包括利益合計 107,817 88,412

四半期包括利益 △2,476,935 473,966

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △2,476,935 473,966
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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28年3月期第3四半期の個別業績（平成27年4月1日～平成27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 ％

28年3月期第3四半期 33,157 10.8 416 ― 574 ― 321 ―

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

　

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

28年3月期第3四半期 16.66 ―

27年3月期第3四半期 △134.09 ―

　

（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 ％

28年3月期第3四半期 30,523 18,744 61.4

27年3月期 32,303 18,501 57.3
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