
平成21年3月期 第3四半期決算短信（非連結） 

平成21年1月28日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 北海電気工事株式会社 上場取引所 札 

コード番号 1832 URL http://www.hokkaidenki.co.jp/
代表者 （役職名） 取締役社長 （氏名） 吉川 照一

問合せ先責任者 （役職名） 総務部長 （氏名） 小田野 晃 TEL 011-811-9411

四半期報告書提出予定日 平成21年2月13日

1.  平成21年3月期第3四半期の業績（平成20年4月1日～平成20年12月31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3四半期 30,739 ― 975 ― 1,191 ― 663 ―

20年3月期第3四半期 26,789 △2.4 303 △55.6 550 △39.5 318 △39.2

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3四半期 34.32 ―

20年3月期第3四半期 16.47 ―

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3四半期 30,600 18,173 59.4 940.34
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3四半期  18,173百万円 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 1,200 △3.8 1,400 △8.1 750 △9.0 38.81

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3四半期  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3四半期  395,222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3四半期  19,330,085株 20年3月期第3四半期  19,343,421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10月29日に公表いたしました業績予想について、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。  

1



  

当第３四半期累計期間におけるわが国の景気は、エネルギー・原材料価格高の影響などから悪化へ

と転じており、北海道の景気についても、公共投資、住宅投資が低調な推移となったほか、個人消費

も厳しい状況にあり、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３四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414億00百万円、売上高307

億39百万円、営業利益9億75百万円、経常利益11億91百万円、四半期純利益6億63百万円となりまし

た。 

  

  

当第３四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、5億82百万円減少し、306億00百万円となりました。 

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等により、前事業

年度末に比べ、10億26百万円減少し、124億26百万円となりました。 

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4億43百万円増加し、181億73百万円となりました。 

この結果、自己資本比率は前事業年度末に比べ2.5ポイント増加し59.4％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３四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３四半期会計期間末 
(平成20年12月31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 2,410,248 4,773,731

受取手形・完成工事未収入金等 5,559,197 8,018,484

未成工事支出金等 6,487,607 2,371,690

材料貯蔵品 365,171 316,922

その他 672,105 645,153

貸倒引当金 △8,968 △9,726

流動資産合計 15,485,362 16,116,255

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物（純額） 3,049,459 3,190,447

その他（純額） 2,982,873 2,737,166

有形固定資産合計 6,032,333 5,927,613

無形固定資産 231,230 295,255

投資その他の資産   

投資有価証券 6,680,066 6,719,955

その他 2,361,256 2,314,888

貸倒引当金 △189,543 △190,283

投資その他の資産合計 8,851,779 8,844,560

固定資産合計 15,115,344 15,067,429

資産合計 30,600,706 31,183,684

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 3,916,130 5,031,975

未払法人税等 412,009 418,637

未成工事受入金 2,098,437 1,032,992

工事損失引当金 28,753 －

その他 1,511,304 2,277,340

流動負債合計 7,966,635 8,760,946

固定負債   

退職給付引当金 4,238,028 4,313,799

役員退職慰労引当金 62,260 101,890

その他 159,988 276,848

固定負債合計 4,460,277 4,692,537

負債合計 12,426,912 13,453,483
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（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成20年12月31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) 

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 13,922,722 13,394,644

自己株式 △58,843 △56,467

株主資本合計 17,959,320 17,433,412

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 214,474 296,788

評価・換算差額等合計 214,474 296,788

純資産合計 18,173,794 17,730,200

負債純資産合計 30,600,706 31,183,684
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(2)【四半期損益計算書】 
【第３四半期累計期間】 

（単位：千円）

当第３四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高  

完成工事高 24,743,216

兼業事業売上高 5,996,086

売上高合計 30,739,303

売上原価  

完成工事原価 23,220,128

兼業事業売上原価 5,237,677

売上原価合計 28,457,806

売上総利益  

完成工事総利益 1,523,088

兼業事業総利益 758,408

売上総利益合計 2,281,496

販売費及び一般管理費 1,306,202

営業利益 975,293

営業外収益  

受取利息 85,269

受取配当金 11,184

保険配当金 67,384

その他 58,818

営業外収益合計 222,657

営業外費用  

支払利息 117

その他 6,798

営業外費用合計 6,916

経常利益 1,191,034

特別利益  

貸倒引当金戻入額 764

特別利益合計 764

特別損失  

固定資産除却損 6,268

投資有価証券評価損 2,114

特別損失合計 8,382

税引前四半期純利益 1,183,416

法人税等 520,015

四半期純利益 663,401
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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 
（要約）四半期損益計算書 

 

 （自　平成19年 4月 1日

　 至　平成19年12月31日）

Ⅰ 売　　上　　高 26,789,321

完成工事高 21,659,199

兼業事業売上高 5,130,121

Ⅱ 売  上  原  価 25,101,517

完成工事原価 20,292,112

兼業事業売上原価 4,809,405

売 上 総 利 益 1,687,803

　完成工事総利益 1,367,087

　兼業事業総利益 320,715

Ⅲ 1,384,302

営業利益 303,500

Ⅳ 営 業 外 収 益 257,743

Ⅴ 営 業 外 費 用 11,038

経常利益 550,206

Ⅵ 特　別　利　益 -                     

Ⅶ 特　別　損　失 15,707

税引前四半期純利益 534,498

税金費用 215,831

四半期純利益 318,667

販売費及び一般管理費

金 額

（単位：千円）

前第３四半期累計期間

科　　　目

 

8

北海電気工事㈱　（1832）　平成21年3月期　第3四半期決算短信




