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1. 平成30年3月期第3四半期の業績（平成29年4月1日～平成29年12月31日）

(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 ％

30年3月期第3四半期 6,784 △16.6 △0 ― 27 ― 31 ―

29年3月期第3四半期 8,138 △15.1 △552 ― △529 ― △376 ―

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

30年3月期第3四半期 49.19 ―

29年3月期第3四半期 △596.05 ―

※当社は、平成29年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を実施したため、前会計年度の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、1株当
たり四半期純利益を算定しております。

(2) 財政状態

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

30年3月期第3四半期 8,826 5,783 65.5

29年3月期 9,545 5,810 60.9

（参考）自己資本 30年3月期第3四半期 5,783百万円 29年3月期 5,810百万円

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

29年3月期 ― 0.00 ― 12.00 12.00

30年3月期 ― 0.00 ―

30年3月期（予想） ― ―

（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30年3月期の配当は未定であります。

当社は、平成29年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を実施しております。平成29年3月期の1株当たり期末配当金につきましては、当該
株式併合前の実際の配当金の金額を記載しております。

3. 平成30年 3月期の業績予想（平成29年 4月 1日～平成30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 15,300 8.6 390 704.4 410 446.4 270 ― 427.75

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無

※当社は、平成29年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を実施したため、通期の業績予想における1株当たりの当期純利益につきまして
は、株式併合後の株式数を基に算定しております。



※ 注記事項

(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

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

(3) 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） 30年3月期3Q 650,000 株 29年3月期 650,000 株

② 期末自己株式数 30年3月期3Q 18,990 株 29年3月期 18,856 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 30年3月期3Q 631,094 株 29年3月期3Q 631,227 株

（注）前会計年度の期首に株式併合が行われたと仮定し、期末発行済株式数、期末自己株式数及び期中平均株式数を算定しております。

※四半期決算短信は四半期レビューの対象外です

※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「1.(3)業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。

（株式併合後の業績予想について）

当社は、平成29年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を実施し、単元株式数を1,000株から100株に変更しております。なお、株式併合考慮
前に換算した平成30年3月期の業績予想は以下の通りとなります。

　1株当たり当期純利益　通期　42円78銭
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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３四半期累計期間における北海道経済は、公共投資は台風復旧工事や補正予算の執行もピークを過ぎ景気押

し上げ効果は弱まるものの高水準の前年を上回る見込みであり、設備投資はインバウンドの増加に対応した設備投

資がみられるなど堅調に推移、個人消費は雇用・所得環境が改善されるなど、全体として緩やかに持ち直している

状況にあります。

このような環境のもと、当第３四半期累計期間の売上高は6,784,241千円で、受注は堅調であったものの、前期か

らの繰越案件の減少などの要因により、前年同期に比較して1,354,217千円の減収となりました。

損益につきましては、経常利益は27,861千円（前年同期は529,882千円の経常損失）、四半期純利益は31,040千円

（前年同期は376,240千円の四半期純損失）となりました。

（２）財政状態に関する説明

当四半期会計期間末における総資産は、前事業年度末比718,908千円（7.5％）減少の8,826,833千円となりまし

た。

流動資産は、前事業年度末比765,227千円（9.6％）減少の7,245,225千円となりました。

これは主に、工事の進行に伴い発生する未成工事支出金が1,575,016千円増加し、前期に完成した工事の工事金未

収分入金により完成工事未収入金が2,023,938千円、買掛債務の支払いなどにより現金預金が239,468千円、工事に

関する立替金の精算によりその他に含まれている立替金が224,985千円減少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46,319千円（3.0％）増加の1,581,607千円となりました。

負債合計は、前事業年度末比691,992千円（18.5％）減少の3,043,091千円となりました。

これは主に、未完成工事の工事代金の一部入金などにより未成工事受入金が356,169千円増加し、前事業年度末に

発生した買掛債務の支払いにより支払手形及び買掛金が1,145,172千円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26,915千円（0.5％）減少の5,783,741千円となりました。

この結果、自己資本比率は65.5％となりました。

　

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明

現段階では平成29年10月24日に公表いたしました業績予想数値に変更はございません。

　

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）四半期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

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。

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

　 該当事項はありません。
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３．四半期財務諸表及び主な注記

（１）四半期貸借対照表

(単位：千円)

前事業年度
(平成29年３月31日)

当第３四半期会計期間
(平成29年12月31日)

資産の部

流動資産

現金預金 1,207,570 968,101

受取手形及び売掛金 396,684 440,537

完成工事未収入金 5,956,083 3,932,145

商品 39,102 67,234

未成工事支出金 49,275 1,624,291

繰延税金資産 56,349 66,513

その他 307,887 148,899

貸倒引当金 △2,500 △2,500

流動資産合計 8,010,452 7,245,225

固定資産

有形固定資産

建物・構築物（純額） 540,111 528,676

その他（純額） 492,278 483,404

有形固定資産合計 1,032,389 1,012,081

無形固定資産 26,366 68,346

投資その他の資産

投資有価証券 386,891 411,783

その他 89,901 89,656

貸倒引当金 △260 △260

投資その他の資産合計 476,532 501,179

固定資産合計 1,535,288 1,581,607

資産合計 9,545,741 8,826,833

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 2,225,557 1,080,385

工事未払金 589,218 637,842

未払法人税等 15,907 11,723

未成工事受入金 33,024 389,194

賞与引当金 96,892 46,723

工事損失引当金 5,505 -

その他 179,167 255,981

流動負債合計 3,145,274 2,421,851

固定負債

退職給付引当金 472,551 507,665

役員退職慰労引当金 92,600 56,500

その他 24,658 57,075

固定負債合計 589,809 621,240

負債合計 3,735,084 3,043,091
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(単位：千円)

前事業年度
(平成29年３月31日)

当第３四半期会計期間
(平成29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 4,253,518 4,208,822

自己株式 △28,205 △28,717

株主資本合計 5,753,108 5,707,899

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 57,549 75,841

評価・換算差額等合計 57,549 75,841

純資産合計 5,810,657 5,783,741

負債純資産合計 9,545,741 8,826,833
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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28年４月１日
　至 平成28年12月31日)

当第３四半期累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年12月31日)

売上高

完成工事高 6,619,610 5,623,230

商品売上高 1,518,848 1,161,010

売上高合計 8,138,458 6,784,241

売上原価

完成工事原価 6,628,528 5,080,403

商品売上原価 1,285,122 934,423

売上原価合計 7,913,650 6,014,826

売上総利益

完成工事総利益又は完成工事総損失（△） △8,918 542,827

商品売上総利益 233,726 226,587

売上総利益合計 224,808 769,414

販売費及び一般管理費 777,273 769,430

営業損失（△） △552,465 △16

営業外収益

受取利息 1,704 1,777

受取配当金 15,596 20,865

その他 6,802 7,099

営業外収益合計 24,104 29,741

営業外費用

支払利息 1,521 1,297

その他 - 566

営業外費用合計 1,521 1,863

経常利益又は経常損失（△） △529,882 27,861

特別利益

固定資産売却益 - 17,413

特別利益合計 - 17,413

特別損失

固定資産除却損 1,020 -

特別損失合計 1,020 -

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） △530,902 45,274

法人税等 △154,662 14,234

四半期純利益又は四半期純損失（△） △376,240 31,040
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（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）

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。
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