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(百万円未満切捨て)
１．平成27年3月期第2四半期の連結業績（平成26年4月1日～平成26年9月30日）

（１）連結経営成績(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 ％

27年3月期第2四半期 17,870 △11.1 △1,905 ― △1,849 ― △1,868 ―

26年3月期第2四半期 20,093 6.3 △367 ― △299 ― △142 ―
(注) 包括利益 27年3月期第2四半期 △1,836百万円( ― ％) 26年3月期第2四半期 △33百万円( ― ％)
　

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

27年3月期第2四半期 △96.87 ―

26年3月期第2四半期 △7.38 ―
　

　

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

27年3月期第2四半期 31,040 18,759 60.4

26年3月期 34,213 21,469 62.8
(参考) 自己資本 27年3月期第2四半期 18,759百万円 26年3月期 21,469百万円
　

　　

２．配当の状況

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

26年3月期 ― 0.00 ― 7.00 7.00

27年3月期 ― 0.00

27年3月期(予想) ― 7.00 7.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無
　　

　

３．平成27年3月期の連結業績予想（平成26年4月1日～平成27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 44,000 △14.1 △2,900 ― △2,800 ― △2,800 ― △145.15
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無
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※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

　 (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

新規 ― 社（社名） ― 、除外 ― 社（社名） ―
　

　

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 有
　

(注) 詳細は、添付資料3ページ 「2.サマリー情報（注記事項）に関する事項 (1)四半期連結財務諸表の作成に特有の
会計処理の適用」をご覧ください。

　

（３）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3ページ 「2.サマリー情報（注記事項）に関する事項 (2)会計方針の変更・会計上の見積りの
変更・修正再表示」をご覧ください。

　

（４）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) 27年3月期2Ｑ 19,722,027株 26年3月期 19,722,027株

② 期末自己株式数 27年3月期2Ｑ 432,024株 26年3月期 432,160株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 27年3月期2Ｑ 19,289,723株 26年3月期2Ｑ 19,296,394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。
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（参考）平成27年3月期の個別業績予想（平成26年4月1日～平成27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 43,500 △14.4 △2,800 ― △2,700 ― △2,700 ― △139.97
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無

※ 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。
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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

当第２四半期連結累計期間におけるわが国の景気は、消費税率引き上げに伴う駆け込み需要の反動がみられるも

のの、基調的には緩やかな回復を続けており、企業収益は改善しております。北海道の景気についても、雇用・所

得環境などの改善を背景に緩やかに回復しております。

　しかしながら、建設業界におきましては、労務費及び材料価格上昇の顕在化などから受注・価格競争が厳しさを

増しているなかで、当社の親会社であり、最大の取引先である北海道電力株式会社の緊急的な支出抑制策による電

力設備投資の大幅な減少などから、当社グループを取り巻く経営環境は極めて厳しい状況で推移しました。

　このような環境のなかで、全社をあげて営業活動を強力に展開するとともに、経営全般にわたり徹底した効率化

による損失の抑制に努めましたが、次のような業績となりました。

　受注高 ２６２億４６百万円 (前年同四半期比 １４．３％減)

　売上高 １７８億７０百万円 (前年同四半期比 １１．１％減)

　営業損失 １９億 ５百万円 (前年同四半期は営業損失 ３億６７百万円)

　経常損失 １８億４９百万円 (前年同四半期は経常損失 ２億９９百万円)

　四半期純損失 １８億６８百万円 (前年同四半期は四半期純損失 １億４２百万円)

（２）財政状態に関する説明

当第２四半期連結会計期間末における資産合計は、未成工事支出金の増加があったものの、受取手形・完成工事

未収入金の減少などにより、前連結会計年度末に比べ３１億７２百万円減少し、３１０億４０百万円となりました。

負債合計は、支払手形・工事未払金の減少などにより、前連結会計年度末に比べ４億６２百万円減少

し、１２２億８０百万円となりました。

純資産合計は、利益剰余金の減少などにより、前連結会計年度末に比べ２７億９百万円減少し、１８７億５９百

万円となりました。

この結果、自己資本比率は前連結会計年度末に比べ２．４ポイント減少し、６０．４％となりました。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成26年５月８日に公表いたしました通期の業績予想に変更はありません。
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２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

　税金費用の計算

税金費用については、当第２四半期連結会計期間を含む連結会計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、税引前四半期純損失に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

　会計方針の変更

「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号 平成24年５月17日。以下「退職給付会計基準」という。）

及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号 平成24年５月17日。以下「退職給付

適用指針」という。）を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられた定めについて

第１四半期連結会計期間より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給付見込額の期間帰属

方法を期間定額基準から給付算定式基準へ変更するとともに、割引率の決定方法を従業員の平均残存勤務期間に近

似した年数に基づき決定する方法から、退職給付の支払見込期間及び支払見込期間ごとの金額を反映した単一の加

重平均割引率を使用して決定する方法へ変更いたしました。

退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従って、当第２四半

期連結累計期間の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を利益剰余金に加減し

ております。

この結果、当第２四半期連結累計期間の期首の退職給付に係る負債が１，１４１百万円増加し、利益剰余金

が７３７百万円減少しております。なお、当第２四半期連結累計期間の営業損失、経常損失及び税金等調整前

四半期純損失に与える影響は軽微であります。
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３．四半期連結財務諸表

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成26年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成26年９月30日)

資産の部

流動資産

現金預金 4,304,720 4,525,636

受取手形・完成工事未収入金 12,680,968 7,814,289

未成工事支出金 1,115,819 3,174,264

材料貯蔵品 619,894 542,609

短期貸付金 3,500,000 3,500,000

その他 200,510 144,247

貸倒引当金 △1,620 △1,132

流動資産合計 22,420,293 19,699,913

固定資産

有形固定資産

建物・構築物（純額） 4,618,119 4,476,578

その他（純額） 3,063,997 3,089,031

有形固定資産合計 7,682,116 7,565,610

無形固定資産 170,231 160,508

投資その他の資産 3,940,434 3,614,601

固定資産合計 11,792,782 11,340,720

資産合計 34,213,075 31,040,633

負債の部

流動負債

支払手形・工事未払金 5,511,848 4,111,651

未払法人税等 299,907 35,457

未成工事受入金 278,730 528,550

工事損失引当金 - 454,630

その他 2,228,132 1,621,276

流動負債合計 8,318,619 6,751,567

固定負債

役員退職慰労引当金 146,991 134,976

退職給付に係る負債 4,238,021 5,356,041

その他 39,992 38,326

固定負債合計 4,425,005 5,529,343

負債合計 12,743,624 12,280,910

純資産の部

株主資本

資本金 1,730,000 1,730,000

資本剰余金 2,367,303 2,367,407

利益剰余金 16,879,787 14,138,310

自己株式 △75,672 △75,718

株主資本合計 20,901,418 18,159,999

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 486,766 537,000

退職給付に係る調整累計額 81,266 62,722

その他の包括利益累計額合計 568,033 599,723

純資産合計 21,469,451 18,759,723

負債純資産合計 34,213,075 31,040,633

決算短信 （宝印刷） 2014年10月21日 09時31分 7ページ （Tess 1.40 20131220_01）

北海電気工事㈱　（1832）　平成27年3月期　第2四半期決算短信

4



（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

四半期連結損益計算書

第２四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
　至 平成25年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年９月30日)

完成工事高 20,093,292 17,870,510

完成工事原価 19,654,965 18,977,505

完成工事総利益又は完成工事総損失（△） 438,326 △1,106,995

販売費及び一般管理費 806,117 798,116

営業損失（△） △367,791 △1,905,111

営業外収益

受取利息 35,977 18,853

受取配当金 8,407 12,478

その他 31,976 29,425

営業外収益合計 76,361 60,757

営業外費用 7,913 5,037

経常損失（△） △299,342 △1,849,392

特別利益

固定資産売却益 - 83

特別利益合計 - 83

特別損失

固定資産除却損 15,594 16,275

減損損失 - 2,009

特別損失合計 15,594 18,284

税金等調整前四半期純損失（△） △314,937 △1,867,593

法人税等 △172,622 968

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △142,315 △1,868,561

四半期純損失（△） △142,315 △1,868,561
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四半期連結包括利益計算書

第２四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
　至 平成25年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年９月30日)

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △142,315 △1,868,561

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 109,106 50,234

退職給付に係る調整額 - △18,544

その他の包括利益合計 109,106 31,690

四半期包括利益 △33,208 △1,836,871

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △33,208 △1,836,871
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（３）四半期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。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

　該当事項はありません。

４．(参考)個別業績の概要

　平成27年3月期第2四半期の個別業績（平成26年4月1日～平成26年9月30日）

（１）個別経営成績（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 ％

27年3月期第2四半期 17,720 △11.2 △1,863 ― △1,805 ― △1,839 ―

26年3月期第2四半期 19,958 6.4 △304 ― △232 ― △106 ―

　

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

27年3月期第2四半期 △95.34 ―

26年3月期第2四半期 △5.52 ―

　

（２）個別財政状態

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

27年3月期第2四半期 30,367 18,262 60.1

26年3月期 33,682 20,924 62.1
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