
平成26年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕（非連結） 

平成26年1月28日

（百万円未満切捨て）

上場会社名株式会社北弘電社 上場取引所 札
コード番号1734 URL http://www.kitakoudensha.co.jp/
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 中野 章
問合せ先責任者 （役職名） 代表取締役常務 経営企画本部長 （氏名） 成田 政敏 TEL 011-640-2231
四半期報告書提出予定日 平成26年2月14日
配当支払開始予定日 ―
四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無
四半期決算説明会開催の有無 ： 無

1. 平成26年3月期第3四半期の業績（平成25年4月1日～平成25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 ％

26年3月期第3四半期 8,608 52.9 437 ― 449 ― 269 ―
25年3月期第3四半期 5,629 △1.1 △39 ― △30 ― △30 ―

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

26年3月期第3四半期 42.60 ―
25年3月期第3四半期 △4.78 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第3四半期 8,133 4,745 58.3
25年3月期 8,332 4,480 53.8
（参考）自己資本 26年3月期第3四半期 4,745百万円 25年3月期 4,480百万円

2. 配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無 
平成26年3月期の配当予想は未定であります。 

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

25年3月期 ― 0.00 ― 7.00 7.00
26年3月期 ― 0.00 ―
26年3月期（予想） ― ―

3. 平成26年 3月期の業績予想（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）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有 
業績予想の修正については、本日（平成26年1月28日）公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。 

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 13,500 30.3 470 51.8 490 52.1 290 7.6 45.90



(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 有 

(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） 

※ 注記事項

①会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 無
②①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） 26年3月期3Q 6,500,000 株 25年3月期 6,500,000 株
② 期末自己株式数 26年3月期3Q 182,778 株 25年3月期 179,628 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期3Q 6,318,592 株 25年3月期3Q 6,321,106 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。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資
料P2「（3）業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧下さい。 
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当第３四半期累計期間における北海道経済は、アベノミクス効果などにより公共投資が大きく増加

し、民間設備投資も維持・更新を中心に大規模太陽光発電設備の設置など持ち直しの動きで推移してお

り、雇用環境の改善や個人消費なども持ち直しの動きがみられました。 

このような環境のもと、懸命な営業活動を展開した結果、当第３四半期累計期間の受注高は、

12,018,121千円(前年同期比2,508,368千円の増加)、売上高は、8,608,162千円(前年同期比2,978,500千

円の増収)となりました。 

損益につきましては、増収及び原価低減努力などにより、経常利益は、449,344千円(前年同期は

30,030千円の損失)、四半期純利益は、269,169千円(前年同期は30,198千円の損失)となりました。  

  

当第３四半期会計期間末における総資産は、前事業年度末比198,629千円(2.4％)減少の8,133,725千

円となりました。 

流動資産は、前事業年度末比113,574千円(1.7％)減少の6,425,673千円となりました。 

これは主に現金預金804,356千円、受取手形及び売掛金102,652千円及び完成工事未収入金188,908千

円並びにその他に含まれている立替金195,286千円が減少し、未成工事支出金1,204,496千円が増加した

ことなどによるものです。 

固定資産合計は、前事業年度末比85,055千円(4.7％)減少の1,708,052千円となりました。 

負債合計は、前事業年度末比463,085千円(12.0％)減少の3,388,638千円となりました。 

これは主に買掛債務348,571千円が減少したことなどによるものです。  

純資産合計は、前事業年度末比264,455千円(5.9％)増加の4,745,087千円となりました。  

この結果、自己資本比率は58.3％となりました。  

  

業績予想につきましては、受注活動に努力した結果、太陽光発電設備工事を中心とした売上高の大幅

増加が見込まれることから、通期の業績予想を修正いたしました。 

詳細につきましては、本日（平成26年１月28日）公表いたしました「業績予想の修正に関するお知ら

せ」をご参照下さい。 

  

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しております。 

ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合は、

法定実効税率を使用する方法によっております。 

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

（２）財政状態に関する説明

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

  （四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用）
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３．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成25年３月31日) 

当第３四半期会計期間 
(平成25年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 2,152,717 1,348,360

受取手形及び売掛金 478,691 376,039

完成工事未収入金 3,029,954 2,841,046

商品 15,113 12,613

未成工事支出金 318,905 1,523,402

繰延税金資産 76,391 76,391

その他 469,973 250,319

貸倒引当金 △2,500 △2,500

流動資産合計 6,539,247 6,425,673

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物（純額） 655,662 632,379

その他（純額） 514,473 504,273

有形固定資産合計 1,170,136 1,136,652

無形固定資産 117,037 92,493

投資その他の資産   

投資有価証券 369,900 356,604

その他 145,423 131,682

貸倒引当金 △9,390 △9,380

投資その他の資産合計 505,934 478,906

固定資産合計 1,793,108 1,708,052

資産合計 8,332,355 8,133,725

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,001,213 1,486,655

工事未払金 376,109 542,095

未払法人税等 136,916 185,759

未成工事受入金 193,269 186,170

賞与引当金 82,061 45,222

工事損失引当金 6,977 39,043

その他 307,364 242,334

流動負債合計 3,103,912 2,727,281

固定負債   

長期未払金 44,186 25,598

退職給付引当金 547,126 489,126

役員退職慰労引当金 68,500 78,000

環境対策引当金 2,920 2,920

その他 85,078 65,711

固定負債合計 747,811 661,356

負債合計 3,851,723 3,388,638
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成25年３月31日) 

当第３四半期会計期間 
(平成25年12月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 840,687 840,687

資本剰余金 687,108 687,108

利益剰余金 2,981,116 3,206,043

自己株式 △25,246 △25,932

株主資本合計 4,483,665 4,707,906

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △3,033 37,180

評価・換算差額等合計 △3,033 37,180

純資産合計 4,480,631 4,745,087

負債純資産合計 8,332,355 8,133,725
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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）

前第３四半期累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31日) 

売上高   

完成工事高 4,176,562 6,798,189

商品売上高 1,453,099 1,809,973

売上高合計 5,629,662 8,608,162

売上原価   

完成工事原価 3,713,853 5,869,311

商品売上原価 1,295,416 1,649,107

売上原価合計 5,009,270 7,518,418

売上総利益   

完成工事総利益 462,709 928,878

商品売上総利益 157,682 160,865

売上総利益合計 620,392 1,089,743

販売費及び一般管理費 659,512 652,032

営業利益又は営業損失（△） △39,120 437,710

営業外収益   

受取利息 1,465 1,813

受取配当金 5,138 5,919

その他 6,370 7,395

営業外収益合計 12,974 15,128

営業外費用   

支払利息 3,786 3,146

その他 97 348

営業外費用合計 3,884 3,494

経常利益又は経常損失（△） △30,030 449,344

特別利益   

投資有価証券売却益 － 8,974

特別利益合計 － 8,974

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） △30,030 458,319

法人税等 167 189,149

四半期純利益又は四半期純損失（△） △30,198 269,169
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該当事項はありません。  

  

該当事項はありません。  

  

（３）四半期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）

（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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