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(百万円未満切捨て)
１．平成29年3月期の連結業績（平成28年4月1日～平成29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
親会社株主に帰属する

当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

29年3月期 48,157 △3.5 849 △30.2 1,011 △26.6 639 △39.6

28年3月期 49,890 9.8 1,215 ― 1,379 ― 1,059 ―
(注) 包括利益 29年3月期 660百万円(△39.7％) 28年3月期 1,096百万円( ― ％)
　

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 ％ ％ ％

29年3月期 33.16 ― 3.2 3.0 1.8

28年3月期 54.93 ― 5.4 4.1 2.4
(参考) 持分法投資損益 29年3月期 ― 百万円 28年3月期 ― 百万円
　

　

（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

29年3月期 34,668 20,466 59.0 1,061.38

28年3月期 33,823 19,999 59.1 1,037.06
(参考) 自己資本 29年3月期 20,466百万円 28年3月期 19,999百万円
　

　

（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

29年3月期 674 △2,541 △193 3,786

28年3月期 880 △2,740 △175 5,846
　

　

　

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 ％ ％

28年3月期 ― 0.00 ― 10.00 10.00 192 18.2 1.0

29年3月期 ― 0.00 ― 10.00 10.00 192 30.2 1.0

30年3月期(予想) ― 0.00 ― 10.00 10.00 28.4
　

　
　

３．平成30年3月期の連結業績予想（平成29年4月1日～平成30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 52,000 8.0 950 11.9 1,090 7.8 680 6.3 35.26
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※ 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 ： 無

④ 修正再表示 ： 無
　

（注）詳細は、添付資料14ページ「６.連結財務諸表及び主な注記（５）連結財務諸表に関する注記事項（会計方針の
変更）」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) 29年3月期 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 439,039株 28年3月期 436,708株

③ 期中平均株式数 29年3月期 19,284,288株 28年3月期 19,287,195株
　

　

(参考) 個別業績の概要
１．平成29年3月期の個別業績（平成28年4月1日～平成29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 ％

29年3月期 47,667 △3.6 802 △26.5 973 △23.0 616 △37.7

28年3月期 49,453 9.8 1,092 ― 1,265 ― 989 ―
　

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

29年3月期 31.95 ―

28年3月期 51.29 ―
　

　

（２）個別財政状態

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

29年3月期 34,107 19,794 58.0 1,026.51

28年3月期 33,221 19,360 58.3 1,003.90

(参考) 自己資本 29年3月期 19,794百万円 28年3月期 19,360百万円
　

　

　

２．平成30年3月期の個別業績予想（平成29年4月1日～平成30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 51,500 8.0 900 12.1 1,050 7.9 650 5.5 33.71
　

　

※ 決算短信は監査の対象外です
　

※ 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4ページ「１.経営成績等の概況

（４）今後の見通し」をご覧ください。
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１．経営成績等の概況

（１）当期の経営成績の概況

当期におけるわが国の経済は、政府の各種経済政策の取り組みの下、雇用・所得環境が改善し、緩やかな回復基

調で推移しました。

　建設業界におきましては、設備投資は高水準ながらも弱めの動きがみられ、労働者不足や建設コストの上昇傾向

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しました。

　当社グループは、企業体質のさらなる強化を図るため、当期スタートした「中期経営計画2016-2020」における①

電力分野の強化・充実、②事業領域の拡大と新たな事業の開拓、③エネルギー・トータル・ソリューションの展開

と挑戦の３つの成長戦略のもと、一般大型工事の営業活動を強力に展開するとともに、生産性向上の取り組みに加

え、経営全般にわたり徹底した効率化に努めました。

　このような状況のなか、当期の業績につきましては、受注高は再生可能エネルギー関連大型工事などの受注によ

り過去最高となりましたが、工事の大型化・長期化に伴う次期繰越工事が増加したことなどにより、売上高及び利

益については、いずれも前期を下回り、減収減益となりました。

　なお、業績の具体的数値は次のとおりであります。

　

（連結業績）

受注高 ５４８億５４百万円 （前年同期比 ６．０％増）

売上高 ４８１億５７百万円 （前年同期比 ３．５％減）

営業利益 ８億４９百万円 （前年同期比 ３０．２％減）

経常利益 １０億１１百万円 （前年同期比 ２６．６％減）

親会社株主に帰属する

当期純利益 ６億３９百万円 （前年同期比 ３９．６％減）

（個別業績）

受注高 ５４３億７０百万円 （前年同期比 ６．０％増）

売上高 ４７６億６７百万円 （前年同期比 ３．６％減）

営業利益 ８億 ２百万円 （前年同期比 ２６．５％減）

経常利益 ９億７３百万円 （前年同期比 ２３．０％減）

当期純利益 ６億１６百万円 （前年同期比 ３７．７％減）

（２）当期の財政状態の概況

当期末における資産合計は、現金預金は減少したものの、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８億４５百万円増加し、３４６億６８百万円となりました。

負債合計は、工事損失引当金は減少したものの、未払費用や未成工事受入金の増加などにより、前期末に比べ

３億７８百万円増加し、１４２億１百万円となりました。

純資産合計は、利益剰余金の増加などにより、前期末に比べ４億６６百万円増加し、２０４億６６百万円となり

ました。

この結果、自己資本比率は前期末に比べ０．１ポイント減少し、５９．０％となりました。

（３）当期のキャッシュ・フローの概況

当期における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の期末残高は、３７億８６百万円となり、前期に比べ

２０億６０百万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。
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〔営業活動によるキャッシュ・フロー〕

　営業活動の結果獲得した資金は、売上債権の増加などがあったものの、税金等調整前当期純利益や減価償却費な

どにより、６億７４百万円（前期に比べ２億５百万円の減少）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、短期貸付金の増加などにより２５億４１百万円（前期に比べ１億９８百万円

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１億９３百万円（前期に比べ１８百万円の増加）と

なりました。

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移

平成25年3月期 平成26年3月期 平成27年3月期 平成28年3月期 平成29年3月期

自己資本比率 60.9% 62.8% 58.1% 59.1% 59.0%

時価ベースの自己資本比率 19.9% 23.4% 23.8% 26.1% 26.3%

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

― 1,641.8倍 ― 4,615.3倍 4,205.9倍

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、平成27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。
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（４）今後の見通し

次期の見通しにつきましては、政府の各種経済政策の推進等により、雇用・所得環境が引き続き改善し、民需を

中心とした景気回復が見込まれるものの、建設業界におきましては、資材価格や労務費の上昇が引き続き懸念され

るため、受注・価格競争は激しさを増していくものと思われます。

　こうしたなか、当社グループは、親会社であり最大の取引先である北海道電力株式会社からの電力流通設備の工

事・保守を中心とした電力分野の生産性向上に取り組みながら、全社営業体制による一般大型工事の戦略的な営業

活動や利益の確保に向けた原価低減及び業務効率化などの徹底により業績の向上に努めてまいります。

　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） （個別業績見通し）

受注高 ４６５億円 受注高 ４６０億円

売上高 ５２０億円 売上高 ５１５億円

営業利益 ９億５０百万円 営業利益 ９億円

経常利益 １０億９０百万円 経常利益 １０億円５０百万円

親会社株主に帰属する 当期純利益 ６億５０百万円

当期純利益 ６億８０百万円

２．利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

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行っていることから、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図ってお

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、上記方針及び当期の業績を総合的に勘案して年間配当金を１株当たり10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、年間配当金を１株当たり年額10円とさせていただく予定であり

ます。
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３．企業集団の状況

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
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４．経営方針

（１）会社の経営の基本方針

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、社業及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、地域社会及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。

（２）中長期的な会社の経営戦略と対処すべき課題

　当社グループを取り巻く経営環境は、主要な営業エリアとなる北海道において、ここ数年堅調に推移してきた太

陽光発電関連工事の減少、資材価格や労務費の上昇、加えて、電力業界における電力システム改革の進展による電

気事業体制の変革、競争環境の拡大など、不透明かつ厳しい状況が続くことが予想されます。

　このような状況のもと、当社グループは、「ビジョン2025」において、「優れた技術と誠意で、お客さまに選ば

れ、信頼される総合設備企業として発展し、地域・社会に貢献する。」をビジョンとして定め、この実現のため具体

的な行動計画として策定した「中期経営計画2016-2020」（2020年度数値目標：売上高550億円、営業利益10億円）

の目標達成に向けた取り組みを、なお一層加速してまいります。

（中期経営計画の基本方針）

・ ほくでんグループの一員として、電力システム改革への適切かつ積極的な対応を通じて電力の安定供給に

貢献する。

・ エネルギー・トータル・ソリューションを展開するとともに、新たな事業を開拓し、総合設備企業として、

　 さらなる発展を目指す。

・ 企業体質のさらなる強化を図る。

（中期経営計画の成長戦略）

・ 電力分野の強化・充実 （競争力・エンジニアリング力の強化）

・ 事業領域の拡大と新たな事業の開拓（首都圏の営業基盤強化、メンテナンス・更新工事等の拡大）

・ エネルギー・トータル・ソリューションの展開と挑戦（新エネルギー関連工事の受注拡大ほか）

当社グループは、親会社である北海道電力株式会社を中心とした「ほくでんグループ」の一員として、電力流通

設備の工事・保守を主とする電力分野を基軸としながら、顧客と事業分野の多様化を図り、経営環境の大きな変化

にも柔軟かつ迅速に対応できる企業構造への変革を推し進めてまいります。

５．会計基準の選択に関する基本的な考え方

当社グループは、日本基準（わが国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準）を適用しております。

　なお、国際会計基準（ＩＦＲＳ）については、わが国における適用動向を注視している状況であり、今後の適用

については未定であります。
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６．連結財務諸表及び主な注記

（１）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)

当連結会計年度
(平成29年３月31日)

資産の部

流動資産

現金預金 5,846,751 3,786,309

受取手形・完成工事未収入金 12,418,104 13,369,425

未成工事支出金 945,453 1,115,790

材料貯蔵品 494,211 517,310

短期貸付金 2,500,000 4,500,000

繰延税金資産 509,492 479,930

その他 241,940 108,061

貸倒引当金 △1,504 △1,785

流動資産合計 22,954,450 23,875,042

固定資産

有形固定資産

建物・構築物（純額） 4,482,540 4,774,427

機械、運搬具及び工具器具備品（純額） 217,876 220,594

土地 2,766,297 2,805,797

その他（純額） 253,723 14,178

有形固定資産合計 7,720,438 7,814,998

無形固定資産 117,734 103,515

投資その他の資産

投資有価証券 1,209,571 1,213,235

繰延税金資産 1,575,417 1,416,477

その他 245,498 245,355

投資その他の資産合計 3,030,486 2,875,068

固定資産合計 10,868,659 10,793,582

資産合計 33,823,109 34,668,625
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成28年３月31日)

当連結会計年度
(平成29年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形・工事未払金 5,811,224 5,988,915

未払費用 1,520,277 1,891,511

未払法人税等 240,319 169,282

未成工事受入金 28,856 331,227

工事損失引当金 195,080 56,906

役員賞与引当金 21,804 19,095

その他 726,854 590,111

流動負債合計 8,544,417 9,047,050

固定負債

役員退職慰労引当金 110,480 118,960

退職給付に係る負債 5,134,038 5,005,111

その他 34,179 30,846

固定負債合計 5,278,698 5,154,918

負債合計 13,823,115 14,201,968

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 2,368,252

利益剰余金 15,127,167 15,573,745

自己株式 △78,336 △79,608

株主資本合計 19,146,883 19,592,390

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 739,102 750,491

退職給付に係る調整累計額 114,008 123,774

その他の包括利益累計額合計 853,110 874,266

純資産合計 19,999,993 20,466,656

負債純資産合計 33,823,109 34,668,625
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（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27年４月１日
　至 平成28年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成28年４月１日
　至 平成29年３月31日)

完成工事高 49,890,252 48,157,490

完成工事原価 47,138,014 45,772,873

完成工事総利益 2,752,237 2,384,616

販売費及び一般管理費 1,536,364 1,535,508

営業利益 1,215,872 849,107

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 63,069 56,143

営業外収益合計 167,986 167,575

営業外費用 4,833 5,148

経常利益 1,379,025 1,011,535

特別損失

固定資産除却損 23,526 40,619

減損損失 2,159 -

支払補償費 33,599 -

特別損失合計 59,284 40,619

税金等調整前当期純利益 1,319,741 970,916

法人税、住民税及び事業税 199,549 139,124

法人税等調整額 60,709 192,360

法人税等合計 260,258 331,485

当期純利益 1,059,482 639,431

親会社株主に帰属する当期純利益 1,059,482 639,431
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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27年４月１日
　至 平成28年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成28年４月１日
　至 平成29年３月31日)

当期純利益 1,059,482 639,431

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 45,300 11,389

退職給付に係る調整額 △8,686 9,765

その他の包括利益合計 36,613 21,155

包括利益 1,096,096 660,586

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 1,096,096 660,586
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（３）連結株主資本等変動計算書

前連結会計年度(自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日)

(単位：千円)

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 1,730,000 2,367,632 14,241,288 △76,244 18,262,675

当期変動額

剰余金の配当 △173,603 △173,603

親会社株主に帰属す

る当期純利益
1,059,482 1,059,482

自己株式の取得 △2,354 △2,354

自己株式の処分 419 262 682

株主資本以外の項目

の当期変動額(純額)

当期変動額合計 ― 419 885,879 △2,092 884,207

当期末残高 1,730,000 2,368,052 15,127,167 △78,336 19,146,883

その他の包括利益累計額

純資産合計その他有価証券

評価差額金

退職給付に係る

調整累計額

その他の包括利益

累計額合計

当期首残高 693,801 122,695 816,496 19,079,172

当期変動額

剰余金の配当 △173,603

親会社株主に帰属す

る当期純利益
1,059,482

自己株式の取得 △2,354

自己株式の処分 682

株主資本以外の項目

の当期変動額(純額)
45,300 △8,686 36,613 36,613

当期変動額合計 45,300 △8,686 36,613 920,821

当期末残高 739,102 114,008 853,110 19,999,993
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当連結会計年度(自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日)

(単位：千円)

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 1,730,000 2,368,052 15,127,167 △78,336 19,146,883

当期変動額

剰余金の配当 △192,853 △192,853

親会社株主に帰属す

る当期純利益
639,431 639,431

自己株式の取得 △1,398 △1,398

自己株式の処分 200 126 327

株主資本以外の項目

の当期変動額(純額)

当期変動額合計 ― 200 446,578 △1,272 445,506

当期末残高 1,730,000 2,368,252 15,573,745 △79,608 19,592,390

その他の包括利益累計額

純資産合計その他有価証券

評価差額金

退職給付に係る

調整累計額

その他の包括利益

累計額合計

当期首残高 739,102 114,008 853,110 19,999,993

当期変動額

剰余金の配当 △192,853

親会社株主に帰属す

る当期純利益
639,431

自己株式の取得 △1,398

自己株式の処分 327

株主資本以外の項目

の当期変動額(純額)
11,389 9,765 21,155 21,155

当期変動額合計 11,389 9,765 21,155 466,662

当期末残高 750,491 123,774 874,266 20,466,656
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（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27年４月１日
　至 平成28年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成28年４月１日
　至 平成29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 1,319,741 970,916

減価償却費 449,605 440,602

減損損失 2,159 -

貸倒引当金の増減額（△は減少） 351 280

工事損失引当金の増減額（△は減少） 51,382 △138,173

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △99,382 △114,893

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △40,870 8,480

受取利息及び受取配当金 △37,899 △42,209

支払利息 190 160

有形固定資産除却損 23,526 40,619

売上債権の増減額（△は増加） △858,930 △951,320

未成工事支出金の増減額（△は増加） 182,548 △170,337

たな卸資産の増減額（△は増加） 14,198 △23,098

仕入債務の増減額（△は減少） △131,598 188,624

未成工事受入金の増減額（△は減少） △163,131 299,038

その他 149,991 352,311

小計 861,883 861,001

利息及び配当金の受取額 41,758 42,200

利息の支払額 △190 △160

法人税等の支払額 △22,945 △228,467

営業活動によるキャッシュ・フロー 880,505 674,573

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △399,781 △483,211

有形固定資産の除却による支出 △13,891 △28,824

無形固定資産の取得による支出 △21,574 △22,545

投資有価証券の売却による収入 - 200

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） △2,500,000 △2,000,000

その他 △4,821 △6,709

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,740,069 △2,541,090

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 △2,354 △1,398

自己株式の売却による収入 682 327

配当金の支払額 △173,603 △192,853

財務活動によるキャッシュ・フロー △175,275 △193,924

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,034,839 △2,060,441

現金及び現金同等物の期首残高 7,881,590 5,846,751

現金及び現金同等物の期末残高 5,846,751 3,786,309
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（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)

該当事項はありません。

(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）を当連結会計年度に適用し、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はそれぞれ10,236千円増加してお

ります。

(表示方法の変更)

(連結貸借対照表関係)

前連結会計年度において、「流動負債」の「その他」に含めていた「未払費用」は、金額的重要性が増したため、

当連結会計年度より独立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

連結財務諸表の組替えを行っております。

　この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動負債」の「その他」に表示していた2,247,132千円

は、「未払費用」1,520,277千円、「その他」726,854千円として組み替えております。

(セグメント情報)

【セグメント情報】

前連結会計年度(自 平成27年４月１日 至 平成28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28年４月１日 至 平成29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。

【関連情報】

前連結会計年度(自 平成27年４月１日 至 平成28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

(1) 売上高

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。

(2) 有形固定資産

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)

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 36,638,659 設備工事業
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当連結会計年度(自 平成28年４月１日 至 平成29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

(1) 売上高

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。

(2) 有形固定資産

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)

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 37,101,392 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】

　該当事項はありません。

【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】

　該当事項はありません。

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

　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27年４月１日
至 平成28年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成28年４月１日
至 平成29年３月31日)

１株当たり純資産額 1,037.06円 1,061.38円

１株当たり当期純利益金額 54.93円 33.16円

(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。
　

前連結会計年度
(自 平成27年４月１日
至 平成28年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成28年４月１日
至 平成29年３月31日)

親会社株主に帰属する当期純利益(千円) 1,059,482 639,431

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純利益(千円) 1,059,482 639,431

普通株式の期中平均株式数(株) 19,287,195 19,284,288

(重要な後発事象)

該当事項はありません。
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７．個別財務諸表及び主な注記

（１）貸借対照表

(単位：千円)

前事業年度
(平成28年３月31日)

当事業年度
(平成29年３月31日)

資産の部

流動資産

現金預金 5,428,794 3,412,535

受取手形 120,311 335,814

完成工事未収入金 12,254,733 12,983,145

未成工事支出金 937,170 1,105,239

材料貯蔵品 493,775 516,923

短期貸付金 2,500,000 4,500,000

前払費用 52,305 56,073

繰延税金資産 507,046 474,506

その他 191,759 54,629

貸倒引当金 △1,504 △1,785

流動資産合計 22,484,390 23,437,083

固定資産

有形固定資産

建物 8,904,268 9,315,428

減価償却累計額 △4,840,937 △5,000,806

建物（純額） 4,063,330 4,314,621

構築物 1,153,521 1,251,678

減価償却累計額 △859,996 △907,980

構築物（純額） 293,525 343,698

機械及び装置 791,437 794,811

減価償却累計額 △705,495 △732,893

機械及び装置（純額） 85,942 61,917

車両運搬具 119,859 120,449

減価償却累計額 △113,873 △115,029

車両運搬具（純額） 5,985 5,420

工具器具・備品 1,440,197 1,463,130

減価償却累計額 △1,321,801 △1,317,863

工具器具・備品（純額） 118,396 145,266

土地 2,741,008 2,780,508

建設仮勘定 253,723 11,440

有形固定資産合計 7,561,912 7,662,874

無形固定資産

ソフトウエア 90,268 79,868

その他 18,313 18,313

無形固定資産合計 108,581 98,181

投資その他の資産

投資有価証券 1,207,321 1,210,985

関係会社株式 42,250 42,250

長期前払費用 39,229 37,248

繰延税金資産 1,574,441 1,413,151

その他 203,349 205,882

投資その他の資産合計 3,066,591 2,909,518

固定資産合計 10,737,085 10,670,573

資産合計 33,221,476 34,107,656
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(単位：千円)

前事業年度
(平成28年３月31日)

当事業年度
(平成29年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形 1,046,653 396,979

工事未払金 4,945,643 5,846,122

未払金 223,411 108,334

未払費用 1,485,414 1,790,275

未払法人税等 215,011 161,256

未成工事受入金 28,856 331,227

預り金 44,583 44,910

工事損失引当金 195,080 56,906

役員賞与引当金 21,804 19,095

その他 360,615 395,618

流動負債合計 8,567,074 9,150,725

固定負債

退職給付引当金 5,156,160 5,020,302

役員退職慰労引当金 103,490 111,600

その他 34,179 30,846

固定負債合計 5,293,829 5,162,748

負債合計 13,860,904 14,313,474

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 3,419 3,619

資本剰余金合計 2,368,052 2,368,252

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 10,081,459 10,081,459

繰越利益剰余金 4,269,829 4,693,121

利益剰余金合計 14,601,754 15,025,045

自己株式 △78,336 △79,608

株主資本合計 18,621,469 19,043,690

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 739,102 750,491

評価・換算差額等合計 739,102 750,491

純資産合計 19,360,571 19,794,181

負債純資産合計 33,221,476 34,107,656
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（２）損益計算書

(単位：千円)
前事業年度

(自 平成27年４月１日
　至 平成28年３月31日)

当事業年度
(自 平成28年４月１日
　至 平成29年３月31日)

完成工事高 49,453,025 47,667,939

完成工事原価 46,924,966 45,436,809

完成工事総利益 2,528,059 2,231,130

販売費及び一般管理費

役員報酬 66,630 69,935

役員賞与引当金繰入額 21,804 19,095

従業員給料手当 559,035 563,489

退職給付費用 29,820 27,715

役員退職慰労引当金繰入額 20,461 20,420

法定福利費 97,624 96,503

福利厚生費 160,104 138,528

修繕維持費 76,138 44,116

事務用品費 41,154 36,333

通信交通費 27,005 28,925

動力用水光熱費 25,273 24,567

広告宣伝費 11,088 18,879

貸倒引当金繰入額 480 1,785

貸倒損失 - 331

交際費 3,395 4,765

寄付金 1,438 1,878

地代家賃 2,396 2,355

減価償却費 73,999 69,189

租税公課 98,928 147,067

保険料 2,957 3,439

雑費 115,720 109,146

販売費及び一般管理費合計 1,435,456 1,428,469

営業利益 1,092,602 802,661

営業外収益

受取配当金 28,036 32,497

保険配当金 76,880 78,935

受取賃貸料 22,963 23,348

その他 49,414 41,227

営業外収益合計 177,294 176,008

営業外費用 4,833 5,148

経常利益 1,265,063 973,521

特別損失

固定資産除却損 23,520 40,619

減損損失 2,159 -

支払補償費 33,599 -

特別損失合計 59,278 40,619

税引前当期純利益 1,205,784 932,902

法人税、住民税及び事業税 171,271 115,402

法人税等調整額 45,225 201,355

法人税等合計 216,496 316,757

当期純利益 989,288 616,144
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（３）株主資本等変動計算書

前事業年度(自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日)

(単位：千円)

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計 利益準備金
その他利益剰余金

別途積立金

当期首残高 1,730,000 2,364,633 2,999 2,367,632 250,465 13,081,459

当期変動額

別途積立金の取崩 △3,000,000

剰余金の配当

当期純利益

自己株式の取得

自己株式の処分 419 419

株主資本以外の項目

の当期変動額(純額)

当期変動額合計 ― ― 419 419 ― △3,000,000

当期末残高 1,730,000 2,364,633 3,419 2,368,052 250,465 10,081,459

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
利益剰余金

自己株式 株主資本合計
その他有価証券

評価差額金
その他利益剰余金

利益剰余金合計
繰越利益剰余金

当期首残高 454,144 13,786,068 △76,244 17,807,456 693,801 18,501,258

当期変動額

別途積立金の取崩 3,000,000 ― ― ―

剰余金の配当 △173,603 △173,603 △173,603 △173,603

当期純利益 989,288 989,288 989,288 989,288

自己株式の取得 △2,354 △2,354 △2,354

自己株式の処分 262 682 682

株主資本以外の項目

の当期変動額(純額)
45,300 45,300

当期変動額合計 3,815,685 815,685 △2,092 814,012 45,300 859,313

当期末残高 4,269,829 14,601,754 △78,336 18,621,469 739,102 19,360,571
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当事業年度(自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日)

(単位：千円)

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計 利益準備金
その他利益剰余金

別途積立金

当期首残高 1,730,000 2,364,633 3,419 2,368,052 250,465 10,081,459

当期変動額

剰余金の配当

当期純利益

自己株式の取得

自己株式の処分 200 200

株主資本以外の項目

の当期変動額(純額)

当期変動額合計 ― ― 200 200 ― ―

当期末残高 1,730,000 2,364,633 3,619 2,368,252 250,465 10,081,459

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
利益剰余金

自己株式 株主資本合計
その他有価証券

評価差額金
その他利益剰余金

利益剰余金合計
繰越利益剰余金

当期首残高 4,269,829 14,601,754 △78,336 18,621,469 739,102 19,360,571

当期変動額

剰余金の配当 △192,853 △192,853 △192,853 △192,853

当期純利益 616,144 616,144 616,144 616,144

自己株式の取得 △1,398 △1,398 △1,398

自己株式の処分 126 327 327

株主資本以外の項目

の当期変動額(純額)
11,389 11,389

当期変動額合計 423,291 423,291 △1,272 422,220 11,389 433,609

当期末残高 4,693,121 15,025,045 △79,608 19,043,690 750,491 19,794,181

決算短信（宝印刷） 2017年04月27日 10時10分 22ページ（Tess 1.50(64) 20160317_01）



北海電気工事㈱(1832) 平成29年3月期 決算短信

21

（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)

該当事項はありません。

８．その他

個別業績の部門別・得意先別内訳

（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27年4月 1日 （自 平成28年4月 1日

　 至 平成28年3月31日） 至 平成29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 28,222,157 55.0 29,603,488 54.4 1,381,330 4.9

屋 内 配 線 工 事 6,471,838 12.6 6,755,025 12.4 283,186 4.4

通 信 工 事 3,194,421 6.3 3,840,399 7.1 645,977 20.2

そ の 他 工 事 13,397,746 26.1 14,171,422 26.1 773,676 5.8

合 計 51,286,164 100.0 54,370,335 100.0 3,084,171 6.0

（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27年4月 1日 （自 平成28年4月 1日

　 至 平成28年3月31日） 至 平成29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 27,177,928 55.0 26,946,001 56.5 △231,927 △0.9

屋 内 配 線 工 事 6,509,300 13.1 4,300,035 9.0 △2,209,264 △33.9

通 信 工 事 3,390,844 6.9 3,627,569 7.6 236,724 7.0

そ の 他 工 事 12,374,951 25.0 12,794,333 26.9 419,382 3.4

合 計 49,453,025 100.0 47,667,939 100.0 △1,785,085 △3.6

（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27年4月 1日 （自 平成28年4月 1日

　 至 平成28年3月31日） 至 平成29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 6,475,007 45.3 9,132,494 43.5 2,657,487 41.0

屋 内 配 線 工 事 2,970,669 20.8 5,425,658 25.8 2,454,989 82.6

通 信 工 事 679,498 4.8 892,328 4.3 212,830 31.3

そ の 他 工 事 4,164,874 29.1 5,541,962 26.4 1,377,088 33.1

合 計 14,290,049 100.0 20,992,444 100.0 6,702,395 46.9

（4）得意先別受注高及び売上高（自 平成28年4月 1日 至 平成29年3月31日）

　 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 ㈱ 　 37,644,497 69.2 　 36,953,628 77.5 　

一 般 得 意 先 　 　 16,725,837 　 30.8 　 　 　 10,714,311 　 22.5 　

合 計 　 　 54,370,335 　 100.0 　 　 　 47,667,939 　 100.0 　

（5）次事業年度（自 平成29年4月 1日 至 平成30年3月31日）

　受注高及び売上高の予想

　 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 　 26,200,000 57.0 　 　 27,800,000 54.0 　

屋 内 配 線 工 事 　 7,300,000 15.9 　 　 7,000,000 13.6 　

通 信 工 事 　 4,000,000 8.7 　 　 4,200,000 8.1 　

そ の 他 工 事 　 8,500,000 18.4 　 　 12,500,000 24.3 　

合 計 　 　 46,000,000 　 100.0 　 　 　 51,500,000 　 100.0 　
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