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1.  平成25年3月期の連結業績（平成24年4月1日～平成25年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(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 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

25年3月期 37,322 7.7 2,600 25.9 2,764 7.6 1,578 135.3
24年3月期 34,643 ― 2,065 ― 2,568 ― 670 ―

（注）包括利益 25年3月期 1,625百万円 （138.8％） 24年3月期 680百万円 （―％）

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 ％ ％ ％

25年3月期 67.44 ― 9.2 8.5 7.0
24年3月期 28.59 ― 4.1 8.4 6.0

（参考） 持分法投資損益 25年3月期  ―百万円 24年3月期  ―百万円

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

25年3月期 34,323 17,996 52.4 770.38
24年3月期 30,758 16,497 53.6 702.98

（参考） 自己資本   25年3月期  17,996百万円 24年3月期  16,497百万円

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

25年3月期 209 105 △13 7,284
24年3月期 1,458 △1,502 △260 6,839

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 ％ ％

24年3月期 ― 0.00 ― 6.00 6.00 140 21.0 0.9
25年3月期 ― 0.00 ― 8.00 8.00 186 11.9 1.1
26年3月期(予想) ― 0.00 ― 8.00 8.00 14.4

3. 平成26年 3月期の連結業績予想（平成25年 4月 1日～平成26年 3月31日）  
（％表示は、対前期増減率）

（注）第2四半期連結累計期間の業績予想は行っておりません。 

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 37,100 △0.6 2,150 △17.3 2,300 △16.8 1,300 △17.6 55.65



※  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  

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更  ： 無
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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期 24,969,993 株 24年3月期 24,969,993 株
② 期末自己株式数 25年3月期 1,610,115 株 24年3月期 1,501,821 株
③ 期中平均株式数 25年3月期 23,407,480 株 24年3月期 23,468,297 株

（参考）個別業績の概要 

1.  平成25年3月期の個別業績（平成24年4月1日～平成25年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(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 ％

25年3月期 37,276 7.7 2,558 25.0 2,751 20.5 1,598 194.0
24年3月期 34,604 9.2 2,047 24.2 2,283 20.5 543 24.8

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

25年3月期 68.27 ―
24年3月期 23.16 ―

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

25年3月期 34,154 17,833 52.2 763.41
24年3月期 30,608 16,354 53.4 696.86

（参考） 自己資本 25年3月期  17,833百万円 24年3月期  16,354百万円

2. 平成26年 3月期の個別業績予想（平成25年 4月 1日～平成26年 3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）第2四半期累計期間の業績予想は行っておりません。 

※ 監査手続の実施状況に関する表示 
 この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり、この決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく財務諸表の監査手続は
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 
 業績予想につきましては、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。なお、業績予想に関する事項は、添付資料2ページ「1.経営成績 （１）経営成績に関する分析」をご覧ください。 

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 37,000 △0.7 2,100 △17.9 2,290 △16.8 1,290 △19.3 55.22
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１．経営成績

(1)経営成績に関する分析

(当期の経営成績)

〔連結業績〕

〔個別業績〕

(次期の見通し)

〔連結業績見通し〕

〔個別業績見通し〕

(2)財政状態に関する分析

(資産、負債、純資産の状況)

経常利益　　　 27億64百万円（前期比　  7.6％増）
当期純利益　   15億78百万円（前期比　135.3％増）

売上高　　　　372億76百万円（前期比　  7.7％増）
営業利益　　　 25億58百万円（前期比　 25.0％増）

当期の建設業界の状況は、震災復興関連や一部業種による設備投資の増加があったものの建設投資全
体では引き続き低い水準にとどまっており、加えて、資材費・労務費の上昇もあり、受注・価格競争が
一段と厳しさを増す状況となりました。

このような状況のなか、当社グループは受注高・売上高を確保するため、全社を挙げて積極的な営業
活動を展開し、また、工事原価管理の徹底と経営全般の効率化に努めたことなどにより、当期の業績は
次のとおりとなりました。

売上高　　　　373億22百万円（前期比　  7.7％増）
営業利益　　　 26億00百万円（前期比　 25.9％増）

経常利益　　　 27億51百万円（前期比　 20.5％増）
当期純利益　   15億98百万円（前期比　194.0％増）

今後の見通しといたしましては、先行き不透明な状況が続き受注・価格競争の激化が予測されるな
か、受注を確保するため電気・空調管など既存事業の更なる深堀りや周辺分野への事業領域の拡大を図
るとともに、工事原価の低減および業務の効率化を進めることにより業績の向上に努めてまいります。

売上高　　　　371億円      （前期比    0.6％減）
営業利益　　　 21億50百万円（前期比   17.3％減）
経常利益　　　 23億円      （前期比   16.8％減）
当期純利益　   13億円      （前期比   17.6％減）

売上高　　　　370億円　　　（前期比    0.7％減）
営業利益　　　 21億円　　　（前期比   17.9％減）
経常利益　　　 22億90百万円（前期比   16.8％減）
当期純利益　   12億90百万円（前期比   19.3％減）

当連結会計年度末の総資産額は、343億23百万円となり、前連結会計年度末と比べ35億65百万円の増
加となりました。これは受取手形・完成工事未収入金等の増加（35億73百万円）や有形固定資産の増加
（8億20百万円）などによるものです。

負債総額は、163億27百万円となり、前連結会計年度末と比べ20億66百万円の増加となりました。こ
れは工事未払金の増加（14億60百万円）や未成工事受入金の増加（5億79百万円）などによるもので
す。

純資産総額は、179億96百万円となり、前連結会計年度末と比べ14億98百万円の増加となりました。
これは、利益剰余金の増加（14億76百万円）などによるものです。
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(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）

（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移

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・ガバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い
（注1）いずれも連結ベースの財務数値により計算しています。
（注2）株式時価総額は期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しています。
（注3）キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しています。

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比べ4億45百万円増加し、72
億84百万円となりました。

　時価ベースの自己資本比率（％） 18.2

平成24年3月期

　自己資本比率（％）

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益26億33百万円に対して、売上債
権や未成工事支出金などが増加したものの、仕入債務や未成工事受入金などの増加により、2億9百
万円の増加となりました。

投資活動によるキャッシュ・フローは、関係会社貸付けによる支出などがあったものの、定期預
金の払戻による収入などにより、1億5百万円の増加となりました。

財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入れによる収入があったものの、配当金の支払や
ファイナンス・リース債務の返済による支出などにより、13百万円の減少となりました。

　キャッシュ・フロー
　対有利子負債比率（年）

0.5 4.9

平成25年3月期

52.4

26.2

53.6

（注5）営業キャッシュ・フローがマイナスの期におけるキャッシュ・フロー対有利子負債比率及びインタ
レスト・ガバレッジ・レシオは、「－」で表示しています。

　インタレスト・ガバレッジ・
　レシオ（倍）

96.1 15.6

（注4）有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っているすべての負債を対象
としています。
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２．企業集団の状況

〔設備工事業〕
・電力設備工事

・電気工事及び空調管工事

〔その他の事業〕
・不動産賃貸等

事業の系統図は次のとおりであります。

当社の企業集団は、当社、子会社３社、その他の関係会社（被関連会社）１社で構成され、設備工事業
を主な事業の内容としております。
　当社グループの事業に係る位置付け及び事業内容は次のとおりであります。

　当社はその他の関係会社（被関連会社）である北陸電力㈱から配電設備等の電力供給設備に係わる電気
工事を請負施工しております。

　当社は電力設備工事以外の電気工事、電気通信工事、管工事、水道施設工事、消防施設工事、土木工事
を施工しており、子会社である石川設備サービス㈱及び福井設備サービス㈱に対して工事の一部を発注し
ております。

　ホッコー商事㈱は不動産賃貸等を行っております。

北陸電力(株) [その他の関係会社] その他の得意先

お客さま

工事の 施工

北陸電気工事(株) [当社]

設備工事業

工事の 施工 工事の 施工  不動産賃貸等

石川設備サービス(株) 福井設備サービス(株) ホッコー商事(株) *１

設備工事業 *２ その他の事業

(非連結子会社) (連結子会社)

(注)*１について、平成25年2月26日にホッコー商事㈱はホッコー開発㈱及びホッコー不動産㈱を吸収合併している。

*２について、平成25年3月31日をもって富山設備サービス㈱及び高岡設備サービス㈱は解散している。
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３．経営方針

(1)会社の経営の基本方針

(2)中長期的な会社の経営戦略及び対処すべき課題

　また、社会やお客さまからの信用を高めるため、建設業の原点である安全と品質の確保を徹底するとと
もに、法令・社会規範の遵守に努め、当社の持てる力を存分に発揮し地域に貢献してまいります。

全体では公共投資・民間設備投資ともに増加する傾向にありますが、地域によってばらつきがあり、当
社が営業基盤とする北陸地域においては投資に対する慎重さも残るうえ、人手不足の深刻化と相まって先
行き不透明で厳しい事業環境が続くことが予想されます。

このような状況のなか「受注の確保」を最優先課題に、主力の電気・空調管工事に加え、相乗効果が期
待できる再生可能エネルギー・省エネ・通信などの周辺分野へ事業領域の拡大を目指すものとし、そのた
めに人材の育成を図り、技術提案力を高め、新規顧客の開拓に努めてまいります。

さらに、価格競争の激化に伴い受注価格の引き下げを余儀なくされているなかにあって、現場生産性の
向上や徹底的なコストの削減に取り組み、利益を創出できる体制を目指してまいります。

当社グループは、顧客に対し真心で接し、常に最高の技術に挑戦し、品質の向上に努めることが会社発
展の基礎であるとの考えにたった「誠実・技術・向上」を社是とし、「高度な総合設備業を目指し、優秀
な技術で社会に貢献し、会社の発展と従業員の幸福を図る」ことを経営理念として事業活動を推進してい
ます。
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４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 8,439 7,584 

受取手形・完成工事未収入金等 8,237 11,810 

有価証券 100 500 

未成工事支出金 1,354 1,646 

材料貯蔵品 253 281 

繰延税金資産 701 579 

その他 259 341 

貸倒引当金 △207 △202 

流動資産合計 19,138 22,540 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 3,877 4,619 

機械、運搬具及び工具器具備品 2,667 2,687 

土地 5,080 5,000 

リース資産 964 1,141 

建設仮勘定 0 42 

減価償却累計額 △4,616 △4,696 

有形固定資産合計 7,974 8,795 

無形固定資産 83 78 

投資その他の資産   

投資有価証券 1,326 1,336 

長期貸付金 1,013 21 

繰延税金資産 1,217 1,183 

その他 173 408 

貸倒引当金 △169 △41 

投資その他の資産合計 3,561 2,909 

固定資産合計 11,619 11,782 

資産合計 30,758 34,323 
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

工事未払金 7,076 8,537 

短期借入金 － 310 

リース債務 146 171 

未払金 646 473 

未払法人税等 820 909 

未成工事受入金 404 984 

工事損失引当金 363 218 

その他 790 682 

流動負債合計 10,249 12,286 

固定負債   

リース債務 535 537 

退職給付引当金 3,394 3,418 

役員退職慰労引当金 72 76 

その他 9 8 

固定負債合計 4,011 4,040 

負債合計 14,260 16,327 

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,328 3,328 

資本剰余金 2,803 2,803 

利益剰余金 10,984 12,460 

自己株式 △658 △683 

株主資本合計 16,457 17,909 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 39 86 

その他の包括利益累計額合計 39 86 

純資産合計 16,497 17,996 

負債純資産合計 30,758 34,323 
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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：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 

 至 平成25年３月31日) 

売上高   

完成工事高 33,770 36,385 

その他の事業売上高 872 936 

売上高合計 34,643 37,322 

売上原価   

完成工事原価 29,427 31,564 

その他の事業売上原価 784 866 

売上原価合計 30,211 32,430 

売上総利益   

完成工事総利益 4,343 4,821 

その他の事業総利益 88 70 

売上総利益合計 4,432 4,891 

販売費及び一般管理費 2,366 2,290 

営業利益 2,065 2,600 

営業外収益   

受取利息 30 32 

受取手数料 71 71 

その他 506 79 

営業外収益合計 609 184 

営業外費用   

支払利息 15 13 

貸倒引当金繰入額 80 － 

その他 9 7 

営業外費用合計 105 20 

経常利益 2,568 2,764 

特別利益   

投資有価証券売却益 30 － 

補助金収入 50 51 

その他 16 1 

特別利益合計 97 53 

特別損失   

固定資産除却損 489 30 

投資有価証券評価損 162 43 

減損損失 117 － 

固定資産圧縮損 50 51 

子会社清算損 － 33 

その他 3 24 

特別損失合計 824 183 

税金等調整前当期純利益 1,842 2,633 

法人税、住民税及び事業税 984 925 

法人税等調整額 187 130 

法人税等合計 1,171 1,055 

少数株主損益調整前当期純利益 670 1,578 

当期純利益 670 1,578 
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 連結包括利益計算書 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 

 至 平成25年３月31日) 

少数株主損益調整前当期純利益 670 1,578 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 9 46 

その他の包括利益合計 9 46 

包括利益 680 1,625 

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 680 1,625 

少数株主に係る包括利益 － － 
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（３）連結株主資本等変動計算書 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 

 至 平成25年３月31日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 3,328 3,328 

当期変動額   

当期変動額合計 － － 

当期末残高 3,328 3,328 

資本剰余金   

当期首残高 2,803 2,803 

当期変動額   

当期変動額合計 － － 

当期末残高 2,803 2,803 

利益剰余金   

当期首残高 10,414 10,984 

当期変動額   

剰余金の配当 △117 △140 

当期純利益 670 1,578 

連結範囲の変動 16 － 

合併による増加 － 38 

自己株式の処分 △0 － 

当期変動額合計 569 1,476 

当期末残高 10,984 12,460 

自己株式   

当期首残高 △658 △658 

当期変動額   

自己株式の取得 △0 △24 

自己株式の処分 0 － 

当期変動額合計 △0 △24 

当期末残高 △658 △683 

株主資本合計   

当期首残高 15,888 16,457 

当期変動額   

剰余金の配当 △117 △140 

当期純利益 670 1,578 

連結範囲の変動 16 － 

合併による増加 － 38 

自己株式の取得 △0 △24 

自己株式の処分 0 － 

当期変動額合計 569 1,451 

当期末残高 16,457 17,909 
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 

 至 平成25年３月31日) 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金   

当期首残高 30 39 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 9 46 

当期変動額合計 9 46 

当期末残高 39 86 

純資産合計   

当期首残高 15,918 16,497 

当期変動額   

剰余金の配当 △117 △140 

当期純利益 670 1,578 

連結範囲の変動 16 － 

合併による増加 － 38 

自己株式の取得 △0 △24 

自己株式の処分 0 － 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 9 46 

当期変動額合計 579 1,498 

当期末残高 16,497 17,996 
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25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 1,842 2,633 

減価償却費 457 459 

減損損失 117 － 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △282 △52 

工事損失引当金の増減額（△は減少） 325 △144 

事務所移転費用引当金の増減額（△は減少） △465 － 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 146 23 

受取利息及び受取配当金 △124 △50 

支払利息 15 13 

有形固定資産除却損 489 30 

投資有価証券評価損益（△は益） 162 43 

売上債権の増減額（△は増加） 237 △3,577 

未成工事支出金の増減額（△は増加） 239 △292 

仕入債務の増減額（△は減少） △1,376 1,460 

未成工事受入金の増減額（△は減少） △484 579 

その他 791 △95 

小計 2,092 1,031 

利息及び配当金の受取額 124 52 

利息の支払額 △15 △13 

法人税等の支払額 △743 △859 

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,458 209 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △800 △300 

定期預金の払戻による収入 － 800 

有価証券の償還による収入 200 100 

有形固定資産の取得による支出 △166 △185 

有形固定資産の売却による収入 32 32 

投資有価証券の取得による支出 △2 △10 

関係会社貸付けによる支出 △911 △320 

その他 145 △9 

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,502 105 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 － 320 

短期借入金の返済による支出 － △10 

自己株式の取得による支出 △0 △24 

配当金の支払額 △116 △139 

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △143 △158 

財務活動によるキャッシュ・フロー △260 △13 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △304 302 

現金及び現金同等物の期首残高 7,125 6,839 

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 17 － 

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 － 143 

現金及び現金同等物の期末残高 6,839 7,284 
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(5)継続企業の前提に関する注記

　該当事項はありません。

(6)連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

(1)連結子会社の数　１社
連結子会社　　ホッコー商事㈱

(2)非連結子会社名
富山設備サービス㈱、高岡設備サービス㈱、石川設備サービス㈱
福井設備サービス㈱
（連結の範囲から除いた理由）

(7)連結財務諸表に関する注記事項

　(セグメント情報等)
【セグメント情報等】

【関連情報】
　前連結会計年度(自 平成23年４月１日　至 平成24年３月31日)
１．製品及びサービスごとの情報

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、記載しておりません。

(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、記載しておりません。

３．主要な顧客ごとの情報
単位：百万円

当社グループの報告セグメントは設備工事業のみであり、その他の事業については重要性が乏しいた
め、記載を省略しております。

単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90％を超えるため、記
載を省略しております。

売上高 関連するセグメント名
13,055 　設備工事業・その他

当連結会計年度
(自 平成24年４月１日　至 平成25年３月31日)

　北陸電力㈱
顧客の名称又は氏名

１．連結の範囲に関する事項

２．持分法の適用に関する
　事項

非連結子会社は、いずれも小規模であり、合計の総資産、売上高、当
期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等は、いず
れも連結財務諸表に重要な影響を及ぼしておりません。

持分法を適用していない上記非連結子会社(４社)は、当期純損益(持分
に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等からみて、持分法の対象
から除いても連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体として
も重要性がないため、持分法の適用範囲から除外しております。

なお、富山設備サービス㈱及び高岡設備サービス㈱は平成25年３月31
日に解散しております。

なお、富山設備サービス㈱及び高岡設備サービス㈱は平成25年３月31日
に解散しております。

　前連結会計年度(自 平成23年４月１日　至 平成24年３月31日)及び当連結会計年度(自 平成24年４月１
日　至 平成25年３月31日)
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　当連結会計年度(自 平成24年４月１日　至 平成25年３月31日)
１．製品及びサービスごとの情報

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、記載しておりません。

(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、記載しておりません。

３．主要な顧客ごとの情報
単位：百万円

【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】
　前連結会計年度(自 平成23年４月１日　至 平成24年３月31日)

単位：百万円

　(１株当たり情報)

　１株当たり純資産額
　１株当たり当期純利益金額

　　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。

　当期純利益（百万円）
　普通株主に帰属しない金額（百万円）
　普通株式に係る当期純利益（百万円）
　普通株式の期中平均株式数（千株）

　(重要な後発事象)
該当事項はありません。

－
1,578

23,407

単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90％を超えるため、記
載を省略しております。

顧客の名称又は氏名 売上高 関連するセグメント名
　北陸電力㈱ 14,276

当連結会計年度

1,578

 (自 平成24年４月１日
　 至 平成25年３月31日)

770.38円
67.44円

前連結会計年度
 (自 平成23年４月１日

702.98円

前連結会計年度 当連結会計年度

　設備工事業・その他

 (自 平成23年４月１日
　 至 平成24年３月31日)

28.59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。

23,468

　 至 平成24年３月31日)
670
－

670

 (自 平成24年４月１日
　 至 平成25年３月31日)

117 117
設備工事業 合計

　減損損失
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５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

(単位：百万円)

前事業年度 
(平成24年３月31日) 

当事業年度 
(平成25年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 8,415 7,512 

受取手形 1,105 1,465 

完成工事未収入金 7,131 10,343 

有価証券 100 500 

未成工事支出金 1,360 1,655 

材料貯蔵品 253 281 

繰延税金資産 701 579 

その他 261 340 

貸倒引当金 △207 △202 

流動資産合計 19,122 22,476 

固定資産   

有形固定資産   

建物 2,759 2,282 

減価償却累計額 △1,580 △1,345 

建物（純額） 1,178 936 

構築物 422 421 

減価償却累計額 △358 △334 

構築物（純額） 64 87 

機械及び装置 299 324 

減価償却累計額 △298 △300 

機械及び装置（純額） 0 24 

車両運搬具 969 959 

減価償却累計額 △830 △866 

車両運搬具（純額） 139 92 

工具、器具及び備品 1,370 1,375 

減価償却累計額 △1,115 △1,140 

工具、器具及び備品（純額） 255 235 

土地 4,570 4,500 

リース資産 964 1,141 

減価償却累計額 △346 △501 

リース資産（純額） 618 639 

建設仮勘定 － 42 

有形固定資産合計 6,827 6,559 

無形固定資産 82 77 
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(単位：百万円)

前事業年度 
(平成24年３月31日) 

当事業年度 
(平成25年３月31日) 

投資その他の資産   

投資有価証券 1,274 1,297 

関係会社株式 52 39 

長期貸付金 10 9 

従業員に対する長期貸付金 9 11 

関係会社長期貸付金 2,310 2,500 

破産更生債権等 40 5 

長期前払費用 5 4 

繰延税金資産 1,217 1,183 

その他 117 392 

貸倒引当金 △460 △403 

投資その他の資産合計 4,576 5,041 

固定資産合計 11,486 11,678 

資産合計 30,608 34,154 

負債の部   

流動負債   

工事未払金 7,075 8,547 

短期借入金 － 310 

リース債務 146 171 

未払金 663 473 

未払法人税等 820 909 

未成工事受入金 404 984 

工事損失引当金 363 218 

その他 773 671 

流動負債合計 10,247 12,285 

固定負債   

リース債務 535 537 

退職給付引当金 3,394 3,418 

役員退職慰労引当金 72 76 

その他 5 3 

固定負債合計 4,007 4,035 

負債合計 14,254 16,321 
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(単位：百万円)

前事業年度 
(平成24年３月31日) 

当事業年度 
(平成25年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,328 3,328 

資本剰余金   

資本準備金 2,803 2,803 

資本剰余金合計 2,803 2,803 

利益剰余金   

利益準備金 360 360 

その他利益剰余金   

固定資産圧縮積立金 3 3 

別途積立金 8,934 8,934 

繰越利益剰余金 1,542 2,999 

利益剰余金合計 10,840 12,297 

自己株式 △658 △683 

株主資本合計 16,314 17,746 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 39 86 

評価・換算差額等合計 39 86 

純資産合計 16,354 17,833 

負債純資産合計 30,608 34,154 
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（２）損益計算書 

(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

売上高   

完成工事高 33,770 36,385 

兼業事業売上高 834 891 

売上高合計 34,604 37,276 

売上原価   

完成工事原価 29,462 31,609 

兼業事業売上原価 695 769 

売上原価合計 30,157 32,378 

売上総利益   

完成工事総利益 4,307 4,776 

兼業事業総利益 139 121 

売上総利益合計 4,446 4,898 

販売費及び一般管理費   

役員報酬 66 66 

従業員給料手当 1,368 1,343 

退職金 5 2 

退職給付費用 116 68 

役員退職慰労引当金繰入額 45 37 

法定福利費 219 223 

福利厚生費 25 37 

修繕維持費 10 12 

事務用品費 53 48 

通信交通費 64 69 

動力用水光熱費 34 30 

調査研究費 21 17 

広告宣伝費 8 8 

貸倒引当金繰入額 － 8 

貸倒損失 － 0 

交際費 17 25 

寄付金 4 3 

地代家賃 107 122 

減価償却費 38 30 

租税公課 93 91 

保険料 8 4 

雑費 88 86 

販売費及び一般管理費合計 2,399 2,339 

営業利益 2,047 2,558 
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(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成24年４月１日 

 至 平成25年３月31日) 

営業外収益   

受取利息 40 46 

受取手数料 71 73 

貸倒引当金戻入額 355 26 

その他 159 67 

営業外収益合計 627 212 

営業外費用   

支払利息 15 13 

貸倒引当金繰入額 370 － 

その他 5 7 

営業外費用合計 391 20 

経常利益 2,283 2,751 

特別利益   

投資有価証券売却益 30 － 

補助金収入 50 51 

その他 1 1 

特別利益合計 82 53 

特別損失   

固定資産除却損 305 11 

投資有価証券評価損 135 50 

減損損失 117 － 

固定資産圧縮損 50 51 

その他 41 37 

特別損失合計 650 151 

税引前当期純利益 1,714 2,653 

法人税、住民税及び事業税 984 924 

法人税等調整額 187 130 

法人税等合計 1,171 1,055 

当期純利益 543 1,598 
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（３）株主資本等変動計算書 

(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成24年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成24年４月１日 

 至 平成25年３月31日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 3,328 3,328 

当期変動額   

当期変動額合計 － － 

当期末残高 3,328 3,328 

資本剰余金   

資本準備金   

当期首残高 2,803 2,803 

当期変動額   

当期変動額合計 － － 

当期末残高 2,803 2,803 

資本剰余金合計   

当期首残高 2,803 2,803 

当期変動額   

当期変動額合計 － － 

当期末残高 2,803 2,803 

利益剰余金   

利益準備金   

当期首残高 360 360 

当期変動額   

当期変動額合計 － － 

当期末残高 360 360 

その他利益剰余金   

固定資産圧縮積立金   

当期首残高 3 3 

当期変動額   

固定資産圧縮積立金の取崩 △0 △0 

当期変動額合計 △0 △0 

当期末残高 3 3 

別途積立金   

当期首残高 8,934 8,934 

当期変動額   

当期変動額合計 － － 

当期末残高 8,934 8,934 
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(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成24年４月１日 

 至 平成25年３月31日) 

繰越利益剰余金   

当期首残高 1,116 1,542 

当期変動額   

固定資産圧縮積立金の取崩 0 0 

剰余金の配当 △117 △140 

当期純利益 543 1,598 

自己株式の処分 △0 － 

当期変動額合計 426 1,457 

当期末残高 1,542 2,999 

利益剰余金合計   

当期首残高 10,414 10,840 

当期変動額   

固定資産圧縮積立金の取崩 － － 

剰余金の配当 △117 △140 

当期純利益 543 1,598 

自己株式の処分 △0 － 

当期変動額合計 426 1,457 

当期末残高 10,840 12,297 

自己株式   

当期首残高 △658 △658 

当期変動額   

自己株式の取得 △0 △24 

自己株式の処分 0 － 

当期変動額合計 △0 △24 

当期末残高 △658 △683 

株主資本合計   

当期首残高 15,888 16,314 

当期変動額   

剰余金の配当 △117 △140 

当期純利益 543 1,598 

自己株式の取得 △0 △24 

自己株式の処分 0 － 

当期変動額合計 425 1,432 

当期末残高 16,314 17,746 
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(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成24年４月１日 

 至 平成25年３月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

当期首残高 30 39 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 9 46 

当期変動額合計 9 46 

当期末残高 39 86 

評価・換算差額等合計   

当期首残高 30 39 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 9 46 

当期変動額合計 9 46 

当期末残高 39 86 

純資産合計   

当期首残高 15,918 16,354 

当期変動額   

剰余金の配当 △117 △140 

当期純利益 543 1,598 

自己株式の取得 △0 △24 

自己株式の処分 0 － 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 9 46 

当期変動額合計 435 1,479 

当期末残高 16,354 17,833 
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６．その他

(1)受注高・売上高・次期繰越高（個別業績）

①受注高

金額 構成比 金額 構成比 金額 率
(百万円) (％) (百万円) (％) (百万円) (％)

22,554 59.6 22,392 58.6 △ 161 △ 0.7
9,096 24.1 9,694 25.4 597 6.6
6,163 16.3 6,127 16.0 △ 36 △ 0.6

37,813 100.0 38,213 100.0 400 1.1

②売上高

金額 構成比 金額 構成比 金額 率
(百万円) (％) (百万円) (％) (百万円) (％)

19,475 56.3 20,955 56.2 1,479 7.6
9,133 26.4 9,402 25.2 269 2.9
5,161 14.9 6,028 16.2 866 16.8

33,770 97.6 36,385 97.6 2,615 7.7
834 2.4 891 2.4 56 6.8

34,604 100.0 37,276 100.0 2,672 7.7

③次期繰越高

金額 構成比 金額 構成比 金額 率
(百万円) (％) (百万円) (％) (百万円) (％)

11,854 74.0 13,292 74.5 1,437 12.1
1,978 12.4 2,270 12.7 291 14.7
2,179 13.6 2,278 12.8 98 4.5

16,012 100.0 17,841 100.0 1,828 11.4

④得意先別受注高・完成工事高

金額 構成比 金額 構成比
(百万円) (％) (百万円) (％)

14,147 37.0 14,250 39.2
24,066 63.0 22,135 60.8
38,213 100.0 36,385 100.0

⑤次期(26年3月期)の得意先別受注高・完成工事高

金額 構成比 金額 構成比
(百万円) (％) (百万円) (％)

13,500 36.0 14,000 38.9
24,000 64.0 22,000 61.1
37,500 100.0 36,000 100.0

受注高 完成工事高

(自 平成24年４月１日

(平成24年３月31日) (平成25年３月31日)

(自 平成24年４月１日
前事業年度

  至 平成24年３月31日)   至 平成25年３月31日)

  至 平成24年３月31日)

兼 業 事 業
合 計

計

  至 平成25年３月31日)

前事業年度

増減
前事業年度

(自 平成23年４月１日

(自 平成23年４月１日

当事業年度

当事業年度

当事業年度

増減

増減

配 電 線 工 事
そ の 他 工 事

そ の 他 工 事
計

内 線 ・ 空 調 管 工 事

内 線 ・ 空 調 管 工 事
配 電 線 工 事

計

内 線 ・ 空 調 管 工 事
配 電 線 工 事
そ の 他 工 事

完成工事高

北 陸 電 力 ㈱

北 陸 電 力 ㈱
一 般 得 意 先

計

一 般 得 意 先

計

受注高
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(2)役員の異動（平成25年6月27日付）

 ①取締役

　〔退任予定者〕

富田
 とみ た

　文男
 ふみ お

（現　常務取締役）

藤井
 ふじ い

　淳夫
 あつ お

（現　取締役）

 ②監査役

　〔新任候補者〕

富田
 とみ た

　文男
 ふみ お

（現　常務取締役）

　〔退任予定者〕

竹原
たけはら

　利一
としかず

（現　常勤監査役）
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