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(百万円未満切捨て)

１．平成29年3月期第3四半期の連結業績（平成28年4月1日～平成28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 ％

29年3月期第3四半期 30,741 △8.2 △311 ― △159 ― △161 ―

28年3月期第3四半期 33,489 10.8 523 ― 677 ― 385 ―
(注) 包括利益 29年3月期第3四半期 △161百万円( ― ％) 28年3月期第3四半期 473百万円( ― ％)

　

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

29年3月期第3四半期 △8.40 ―

28年3月期第3四半期 19.99 ―
　

　

（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 ％

29年3月期第3四半期 31,322 19,644 62.7

28年3月期 33,823 19,999 59.1
(参考) 自己資本 29年3月期第3四半期 19,644百万円 28年3月期 19,999百万円
　　

　

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

28年3月期 ― 0.00 ― 10.00 10.00

29年3月期 ― 0.00 ―

29年3月期(予想) 10.00 10.00
(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29年3月期の連結業績予想（平成28年4月1日～平成29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 △1.0 890 △26.8 1,030 △25.3 670 △36.8 34.74
(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) 29年3月期3Ｑ 19,722,027株 28年3月期 19,722,027株

② 期末自己株式数 29年3月期3Ｑ 438,565株 28年3月期 436,708株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 29年3月期3Ｑ 19,284,524株 28年3月期3Ｑ 19,287,766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。
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（参考）平成29年3月期の個別業績予想（平成28年4月1日～平成29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 △0.9 850 △22.2 1,000 △21.0 650 △34.3 33.71

(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、海外経済の緩やかな成長などから輸出・生産は持ち直して

おり、緩やかな回復基調を続けております。北海道の景気についても、雇用・所得環境が着実に改善していること

などから緩やかに回復しております。

　建設業界においては、設備投資は持ち直しの動きがみられるものの、労働者不足や建設コストの高止まりなど厳

しい状況が続いております。

　このような環境のなかで、当社グループは、一般大型工事の戦略的な営業活動を強力に展開するとともに、利益

の確保に向けた原価低減の徹底と業務効率化に取り組んでまいりました。

　この結果、受注は好調であるものの売上高は減少し、当第３四半期連結累計期間の業績は、次のとおりとなりま

した。

　

受注高 ４３０億８３百万円 (前年同四半期比 １０．６％増)
　
売上高 ３０７億４１百万円 (前年同四半期比 ８．２％減)
　
営業損失 ３億１１百万円 (前年同四半期は 営業利益 ５億２３百万円)
　
経常損失 １億５９百万円 (前年同四半期は 経常利益 ６億７７百万円)
　
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

四半期純損失 １億６１百万円 四半期純利益 ３億８５百万円)

（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、未成工事支出金や短期貸付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２５億円減少し、３１３億２２百万

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２１億４５百万円減少し、

１１６億７７百万円となりました。

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３億５５百万円減少し、１９６億４４百

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３．６ポイント増加し、６２．７％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28年10月27日に公表いたしました通期の連結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

法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」（実務対応

報告第32号 平成28年６月17日）を第１四半期連結会計期間に適用し、平成28年４月１日以後に取得した建物附属設

備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。

　この結果、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額は軽

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28年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成28年12月31日)

資産の部

流動資産

現金預金 5,846,751 2,580,030

受取手形・完成工事未収入金 12,418,104 9,678,713

未成工事支出金 945,453 3,271,981

材料貯蔵品 494,211 521,470

短期貸付金 2,500,000 3,500,000

その他 751,433 760,713

貸倒引当金 △1,504 △1,310

流動資産合計 22,954,450 20,311,598

固定資産

有形固定資産

建物・構築物（純額） 4,482,540 4,832,227

その他（純額） 3,237,898 2,998,978

有形固定資産合計 7,720,438 7,831,205

無形固定資産 117,734 106,292

投資その他の資産 3,030,486 3,073,221

固定資産合計 10,868,659 11,010,719

資産合計 33,823,109 31,322,317

負債の部

流動負債

支払手形・工事未払金 5,811,224 3,767,867

未払法人税等 240,319 47,222

未成工事受入金 28,856 498,366

工事損失引当金 195,080 391,208

その他 2,268,936 1,708,006

流動負債合計 8,544,417 6,412,672

固定負債

役員退職慰労引当金 110,480 109,823

退職給付に係る負債 5,134,038 5,123,324

その他 34,179 31,679

固定負債合計 5,278,698 5,264,827

負債合計 13,823,115 11,677,500

純資産の部

株主資本

資本金 1,730,000 1,730,000

資本剰余金 2,368,052 2,368,052

利益剰余金 15,127,167 14,772,333

自己株式 △78,336 △79,179

株主資本合計 19,146,883 18,791,205

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 739,102 769,940

退職給付に係る調整累計額 114,008 83,670

その他の包括利益累計額合計 853,110 853,611

純資産合計 19,999,993 19,644,817

負債純資産合計 33,823,109 31,322,317
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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27年４月１日
　至 平成27年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年12月31日)

完成工事高 33,489,785 30,741,916

完成工事原価 31,897,861 29,950,372

完成工事総利益 1,591,924 791,543

販売費及び一般管理費 1,068,111 1,102,667

営業利益又は営業損失（△） 523,813 △311,123

営業外収益

受取配当金 28,036 32,497

保険配当金 76,880 78,935

その他 52,507 44,543

営業外収益合計 157,424 155,975

営業外費用 3,782 4,413

経常利益又は経常損失（△） 677,455 △159,561

特別損失

固定資産除却損 22,442 38,695

支払補償費 33,599 -

特別損失合計 56,041 38,695

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（△）

621,414 △198,256

法人税等 235,860 △36,275

四半期純利益又は四半期純損失（△） 385,554 △161,981

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（△）

385,554 △161,981
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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27年４月１日
　至 平成27年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年12月31日)

四半期純利益又は四半期純損失（△） 385,554 △161,981

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 96,749 30,838

退職給付に係る調整額 △8,337 △30,337

その他の包括利益合計 88,412 500

四半期包括利益 473,966 △161,480

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 473,966 △161,480
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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29年3月期第3四半期の個別業績（平成28年4月1日～平成28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 ％

29年3月期第3四半期 30,370 △8.4 △355 ― △200 ― △186 ―

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

　

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

29年3月期第3四半期 △9.66 ―

28年3月期第3四半期 16.66 ―

　

（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 ％

29年3月期第3四半期 30,563 19,011 62.2

28年3月期 33,221 19,360 58.3
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