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1.  平成21年3月期第2四半期の業績（平成20年4月1日～平成20年9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 ％

21年3月期第2四半期 17,370 ― 320 ― 442 ― 231 ―

20年3月期第2四半期 15,671 1.6 △35 ― 88 105.5 27 ―

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

21年3月期第2四半期 12.00 ―

20年3月期第2四半期 1.43 ―

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

21年3月期第2四半期 29,828 17,751 59.5 918.32
20年3月期 31,183 17,730 56.9 917.15

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  17,751百万円 20年3月期  17,730百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 0.00 ― 7.00 7.00
21年3月期 ― 0.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 7.00 7.00

3.  平成21年3月期の業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無  有  
 

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 47,000 0.1 700 △43.9 900 △40.9 450 △45.4 23.28

4.  その他 
(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

[（注）詳細は、2ページ【定性的情報・財務諸表等】 4. その他をご覧ください。]  

(2) 四半期財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

[（注）詳細は、2ページ【定性的情報・財務諸表等】 4. その他をご覧ください。]  

(3) 発行済株式数（普通株式） 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第2四半期  19,722,027株 20年3月期  19,722,027株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  392,056株 20年3月期  390,165株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年3月期第2四半期  19,330,565株 20年3月期第2四半期  19,345,732株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
1．平成20年7月29日に公表いたしました業績予想のうち、通期について本資料において修正しております。 
2．.本資料に記載されている予想数値につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき当社で判断したものであります。予想にはさまざまな不確定要素が内在してお
り、実際の業績はこれらの予想数値と異なる場合があります。なお、業績予想に関する事項については、2ページ【定性的情報・財務諸表等】 「3.業績予想に関する定性
的情報」をご覧ください。 
3．当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)
を適用しております。また、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。  
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当第２四半期累計期間におけるわが国の景気は、エネルギー・原材料価格上昇の影響などから減速

し、北海道の景気についても、公共投資が低調な推移となったほか、住宅投資・個人消費の弱めの動

きや民間工事の激しい受注・価格競争が続くなど、当社を取り巻く経営環境は極めて厳しい状況にあ

ります。 

このような環境のなかで、当社は全社をあげて営業活動を強力に展開するとともに、業務の効率化

に努めているところです。 

当第２四半期累計期間の業績は、配電線工事等および北海道電力株式会社から受託している送電

線・変電所等の保守業務の売上高が堅調に推移したことなどから、受注高304億58百万円、売上高173

億70百万円、営業利益3億20百万円、経常利益4億42百万円、四半期純利益2億31百万円となりまし

た。 

  

  

当第２四半期末における総資産は、未成工事支出金等は増加したものの、完成工事未収入金等の売

上債権の減少等により、前事業年度末に比べ、13億55百万円減少し、298億28百万円となりました。 

負債合計は、未成工事受入金は増加したものの、工事未払金等の仕入債務の減少や税金の納付等に

より、前事業年度末に比べ、13億76百万円減少し、120億76百万円となりました。 

純資産合計は、その他有価証券評価差額金は減少したものの、四半期純利益の計上による利益剰余

金の増加等により、前事業年度末に比べ20百万円増加し、177億51百万円となりました。 

この結果、自己資本比率は前事業年度末に比べ2.6ポイント増加し59.5％となりました。 

  

  

業績予想につきましては、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。

  

  

 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理 

・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、

税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。 

 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 当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財

務諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。ま

た、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 

② 「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成5年6月17日 最終改正平成19

年3月30日 企業会計基準第13号）及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計

基準委員会 平成6年1月18日 最終改正日平成19年3月30日 企業会計基準適用指針第16号）を

第１四半期会計期間から早期に適用し、所有権移転外ファイナンス・リース取引については、

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理から通常の売買取引に係る方法に準じた会計処

理に変更しております。 

【定性的情報・財務諸表等】

1. 経営成績に関する定性的情報

2. 財政状態に関する定性的情報

3. 業績予想に関する定性的情報

4. その他

(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

(2) 四半期財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
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また、リース資産の減価償却の方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして

算定する方法によっております。 

なお、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引について

は、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を引き続き採用しております。 

当第２四半期累計期間において、上記に該当する新規のリース取引はないため、これによる

損益に与える影響はありません。 
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5. 【四半期財務諸表】

(1)【四半期貸借対照表】 

（単位：千円） 

当第２四半期会計期間末 
(平成20年9月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年3月31日) 

資産の部 

流動資産 

現金預金 3,275,421 4,773,731 

受取手形・完成工事未収入金等 4,311,113 8,018,484 

未成工事支出金等 6,175,217 2,371,690 

材料貯蔵品 332,298 316,922 

その他 672,759 645,153 

貸倒引当金 △6,973 △9,726 

流動資産合計 14,759,836 16,116,255 

固定資産 

有形固定資産 

建物・構築物（純額） 3,103,999 3,190,447 

その他（純額） 2,859,739 2,737,166 

有形固定資産合計 5,963,738 5,927,613 

無形固定資産 243,549 295,255 

投資その他の資産 

投資有価証券 6,692,737 6,719,955 

その他 2,357,686 2,314,888 

貸倒引当金 △189,543 △190,283 

投資その他の資産合計 8,860,879 8,844,560 

固定資産合計 15,068,168 15,067,429 

資産合計 29,828,004 31,183,684 

負債の部 

流動負債 

支払手形・工事未払金等 3,997,090 5,031,975 

未払法人税等 218,444 418,637 

未成工事受入金 1,706,353 1,032,992 

工事損失引当金 25,780 － 

その他 1,564,306 2,277,340 

流動負債合計 7,511,974 8,760,946 

固定負債 

退職給付引当金 4,242,705 4,313,799 

役員退職慰労引当金 53,412 101,890 

その他 268,776 276,848 

固定負債合計 4,564,894 4,692,537 

負債合計 12,076,868 13,453,483 

純資産の部 

株主資本 

資本金 1,730,000 1,730,000 

資本剰余金 2,365,441 2,365,235 

利益剰余金 13,491,293 13,394,644 

自己株式 △57,542 △56,467 

株主資本合計 17,529,192 17,433,412 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 221,943 296,788 

評価・換算差額等合計 221,943 296,788 

純資産合計 17,751,136 17,730,200 

負債純資産合計 29,828,004 31,183,684 
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(2) 【四半期損益計算書】

【第２四半期累計期間】 

（単位：千円） 

当第２四半期累計期間 
(自 平成20年4月 1日 
至 平成20年9月30日) 

売上高 

完成工事高 13,991,143 

兼業事業売上高 3,379,438 

売上高合計 17,370,582 

売上原価 

完成工事原価 13,247,287 

兼業事業売上原価 2,917,699 

売上原価合計 16,164,986 

売上総利益 

完成工事総利益 743,855 

兼業事業総利益 461,739 

売上総利益合計 1,205,595 

販売費及び一般管理費 884,653 

営業利益 320,941 

営業外収益 123,888 

営業外費用 2,197 

経常利益 442,633 

特別利益 2,759 

特別損失 3,832 

税引前四半期純利益 441,560 

法人税等 209,587 

四半期純利益 231,972 
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当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表

に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期

財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

(3) 継続企業の前提に関する注記

(4) 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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「参考資料」 
前年同四半期にかかる財務諸表 
 中間損益計算書 

 

百分比

％

Ⅰ 売上高

完成工事高

兼業事業売上高

売上高合計 100.0

Ⅱ 売上原価

完成工事原価

兼業事業売上原価

売上原価合計 94.2

売 上 総 利 益

完成工事総利益

兼業事業総利益

売上総利益合計 5.8

Ⅲ 販売費及び一般管理費 6.0

△ 0.2

Ⅳ 営 業 外 収 益 0.8

Ⅴ 営 業 外 費 用 0.0

0.6

Ⅵ 特　別　利　益 -      

Ⅶ 特　別　損　失 0.1

0.1

法人税等調整額 0.2

中間純利益 27,708 0.2

金額（千円）

0.5

区分

営業損失（△）

経常利益

945,388

△ 35,083

360,610

4,465

税引前中間純利益

14,761,042

2,707,043

 　　 至　平成19年9月30日）

15,671,348

12,603,694

3,067,653

前中間会計期間

12,053,999

15,396

34,639

77,743

法人税、住民税及び事業税

　　 (自　平成19年4月 1日

-                  

10,551

88,295

910,305

549,695

127,843
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