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(百万円未満切捨て)
１．平成28年3月期第2四半期の連結業績（平成27年4月1日～平成27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
親会社株主に帰属
する四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

28年3月期第2四半期 19,277 7.9 △92 ― △42 ― △71 ―

27年3月期第2四半期 17,870 △11.1 △1,905 ― △1,849 ― △1,868 ―
(注) 包括利益 28年3月期第2四半期 △88百万円( ― ％) 27年3月期第2四半期 △1,836百万円( ― ％)

　

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

28年3月期第2四半期 △3.72 ―

27年3月期第2四半期 △96.87 ―
　

　

（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 ％

28年3月期第2四半期 30,156 18,815 62.4

27年3月期 32,855 19,079 58.1
(参考) 自己資本 28年3月期第2四半期 18,815百万円 27年3月期 19,079百万円
　

　　

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

27年3月期 ― 0.00 ― 9.00 9.00

28年3月期 ― 0.00

28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28年3月期の連結業績予想（平成27年4月1日～平成28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
親会社株主に帰属
する当期純利益

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 49,400 8.7 420 ― 560 ― 310 ― 16.07
(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) 28年3月期2Ｑ 19,722,027株 27年3月期 19,722,027株

② 期末自己株式数 28年3月期2Ｑ 435,482株 27年3月期 432,773株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 28年3月期2Ｑ 19,288,577株 27年3月期2Ｑ 19,289,723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連結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28年3月期の個別業績予想（平成27年4月1日～平成28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 49,000 8.8 400 ― 550 ― 300 ― 15.55
(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、政府による景気対策や日本銀行の金融緩和を背景に企業収

益や雇用情勢に改善の動きがみられるなど、緩やかな回復基調で推移しました。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、設備投資は改善の動きがみられたものの、労働者不足や建設コストの

上昇が続くなど、当社グループを取り巻く経営環境は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

に努めた結果、次のような業績となりました。

　

受注高 ３０２億２２百万円 (前年同四半期比 １５．１％増)
　
売上高 １９２億７７百万円 (前年同四半期比 ７．９％増)
　
営業損失 ９２百万円 (前年同四半期は 営業損失 １９億 ５百万円)
　
経常損失 ４２百万円 (前年同四半期は 経常損失 １８億４９百万円)
　
親会社株主に帰属する (前年同四半期は 親会社株主に帰属する
四半期純損失 ７１百万円 四半期純損失 １８億６８百万円)

（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、未成工事支出金や短期貸付金の増加があったものの、現金預

金や受取手形・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２６億９９百万円減少し、３０１億

５６百万円となりました。

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２４億３５百万円減少し、

１１３億４０百万円となりました。

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２億６３百万円減少し、１８８億１５

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４．３ポイント増加し、６２．４％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27年７月31日に公表いたしました通期の連結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

「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成25年９月13日）、「連結財務諸表に関する会計基準」（企

業会計基準第22号 平成25年９月13日）及び「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号 平成25年９月13

日）等を、第１四半期連結会計期間から適用し、四半期純利益等の表示の変更及び少数株主持分から非支配株主持

分への表示の変更を行っております。当該表示の変更を反映させるため、前第２四半期連結累計期間及び前連結会

計年度については、四半期連結財務諸表及び連結財務諸表の組替えを行っております。
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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27年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成27年９月30日)

資産の部

流動資産

現金預金 7,881,590 2,797,227

受取手形・完成工事未収入金 11,559,174 8,794,323

未成工事支出金 1,128,002 3,103,936

材料貯蔵品 508,409 461,364

短期貸付金 - 3,500,000

その他 609,411 647,778

貸倒引当金 △1,153 △1,227

流動資産合計 21,685,435 19,303,402

固定資産

有形固定資産

建物・構築物（純額） 4,715,194 4,571,410

その他（純額） 3,016,624 3,070,386

有形固定資産合計 7,731,818 7,641,796

無形固定資産 150,129 135,777

投資その他の資産 3,288,349 3,075,225

固定資産合計 11,170,297 10,852,800

資産合計 32,855,733 30,156,202

負債の部

流動負債

支払手形・工事未払金 5,934,980 3,703,663

未払法人税等 34,302 47,924

未成工事受入金 188,654 503,874

工事損失引当金 143,697 134,547

その他 2,075,410 1,659,718

流動負債合計 8,377,045 6,049,727

固定負債

役員退職慰労引当金 151,350 94,351

退職給付に係る負債 5,210,653 5,160,673

その他 37,511 35,845

固定負債合計 5,399,515 5,290,870

負債合計 13,776,560 11,340,597

純資産の部

株主資本

資本金 1,730,000 1,730,000

資本剰余金 2,367,632 2,368,052

利益剰余金 14,241,288 13,995,846

自己株式 △76,244 △77,773

株主資本合計 18,262,675 18,016,125

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 693,801 682,342

退職給付に係る調整累計額 122,695 117,137

その他の包括利益累計額合計 816,496 799,479

純資産合計 19,079,172 18,815,604

負債純資産合計 32,855,733 30,156,202
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（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26年４月１日
　至 平成26年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年９月30日)

完成工事高 17,870,510 19,277,821

完成工事原価 18,977,505 18,663,232

完成工事総利益又は完成工事総損失（△） △1,106,995 614,589

販売費及び一般管理費 798,116 706,934

営業損失（△） △1,905,111 △92,345

営業外収益

受取配当金 12,478 13,813

その他 48,279 38,382

営業外収益合計 60,757 52,196

営業外費用 5,037 2,548

経常損失（△） △1,849,392 △42,697

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 16,275 7,933

減損損失 2,009 -

支払補償費 - 33,599

特別損失合計 18,284 41,532

税金等調整前四半期純損失（△） △1,867,593 △84,230

法人税等 968 △12,392

四半期純損失（△） △1,868,561 △71,838

親会社株主に帰属する四半期純損失（△） △1,868,561 △71,838
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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26年４月１日
　至 平成26年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年９月30日)

四半期純損失（△） △1,868,561 △71,838

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 50,234 △11,459

退職給付に係る調整額 △18,544 △5,558

その他の包括利益合計 31,690 △17,017

四半期包括利益 △1,836,871 △88,855

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △1,836,871 △88,855
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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28年3月期第2四半期の個別業績（平成27年4月1日～平成27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 ％

28年3月期第2四半期 19,103 7.8 △107 ― △53 ― △77 ―

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

　

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

28年3月期第2四半期 △4.03 ―

27年3月期第2四半期 △95.34 ―

　

（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 ％

28年3月期第2四半期 29,492 18,237 61.8

27年3月期 32,303 18,501 57.3
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