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(百万円未満切捨て)

１．平成30年3月期第2四半期の連結業績（平成29年4月1日～平成29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 ％

30年3月期第2四半期 22,079 24.1 82 ― 142 ― 64 ―

29年3月期第2四半期 17,791 △7.7 △737 ― △694 ― △493 ―
(注) 包括利益 30年3月期第2四半期 41百万円( ― ％) 29年3月期第2四半期 △473百万円( ― ％)

　

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

30年3月期第2四半期 3.33 ―

29年3月期第2四半期 △25.57 ―
　

　

（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 ％

30年3月期第2四半期 33,344 20,315 60.9

29年3月期 34,668 20,466 59.0
(参考) 自己資本 30年3月期第2四半期 20,315百万円 29年3月期 20,466百万円
　

　　

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 ― 10.00 10.00

30年3月期 ― 0.00

30年3月期(予想) ― 10.00 10.00

(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30年3月期の連結業績予想（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
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 52,000 8.0 950 11.9 1,090 7.8 680 6.3 35.26
(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６ページ 「２.四半期連結財務諸表及び主な注記（３）四半期連結財務諸表に関する注記
事項（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 ： 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
　

　

（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) 30年3月期2Ｑ 19,722,027株 29年3月期 19,722,027株

② 期末自己株式数 30年3月期2Ｑ 439,163株 29年3月期 439,039株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 30年3月期2Ｑ 19,282,927株 29年3月期2Ｑ 19,284,771株
　

　

※ 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。
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（参考）平成30年3月期の個別業績予想（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 51,500 8.0 900 12.1 1,050 7.9 650 5.5 33.71

(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、企業収益の改善など、緩やかに拡大しております。また、

北海道の景気についても、雇用・所得環境が着実に改善していることなどから回復しております。

　建設業界においては、設備投資は緩やかな増加基調にあるものの、労働者不足や建設コストの高止まりの状況が

続いております。

　このような状況のなかで、当社グループは、企業体質のさらなる強化を図るため、「中期経営計画2016-2020」の

もと、全社営業体制による一般大型工事の獲得に向けた営業活動を強力に展開するとともに、利益の確保に向けた

原価低減の徹底と業務効率化に取り組んでまいりました。

　この結果、当第２四半期連結累計期間の業績は、前年度からの繰越工事の進捗などもあり、売上高および利益は、

いずれも前年同四半期の実績を上回り、次のとおりとなりました。

受注高 ２８９億５５百万円 (前年同四半期比 １１．０％減)
　
売上高 ２２０億７９百万円 (前年同四半期比 ２４．１％増)
　
営業利益 ８２百万円 (前年同四半期は 営業損失 ７億３７百万円)
　
経常利益 １億４２百万円 (前年同四半期は 経常損失 ６億９４百万円)
　
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

四半期純利益 ６４百万円 四半期純損失 ４億９３百万円)

（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

未収入金や短期貸付金の減少などにより、前連結会計年度末に比べ１３億２４百万円減少し、３３３億４４百万円

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１１億７２百万円減少し、

１３０億２９百万円となりました。

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１億５１百万円減少し、２０３億１５百

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１．９ポイント増加し、６０．９％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29年７月28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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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成29年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成29年９月30日)

資産の部

流動資産

現金預金 3,786,309 3,851,763

受取手形・完成工事未収入金 13,369,425 11,660,976

未成工事支出金 1,115,790 3,292,596

材料貯蔵品 517,310 487,273

短期貸付金 4,500,000 2,500,000

その他 587,991 648,903

貸倒引当金 △1,785 △1,413

流動資産合計 23,875,042 22,440,099

固定資産

有形固定資産

建物・構築物（純額） 4,774,427 4,787,378

その他（純額） 3,040,570 3,132,076

有形固定資産合計 7,814,998 7,919,455

無形固定資産 103,515 107,333

投資その他の資産 2,875,068 2,877,582

固定資産合計 10,793,582 10,904,370

資産合計 34,668,625 33,344,470

負債の部

流動負債

支払手形・工事未払金 5,988,915 5,376,822

未払法人税等 169,282 108,527

未成工事受入金 331,227 496,318

工事損失引当金 56,906 51,263

その他 2,500,718 1,911,101

流動負債合計 9,047,050 7,944,033

固定負債

役員退職慰労引当金 118,960 107,946

退職給付に係る負債 5,005,111 4,948,012

その他 30,846 29,180

固定負債合計 5,154,918 5,085,139

負債合計 14,201,968 13,029,172

純資産の部

株主資本

資本金 1,730,000 1,730,000

資本剰余金 2,368,252 2,368,252

利益剰余金 15,573,745 15,445,112

自己株式 △79,608 △79,671

株主資本合計 19,592,390 19,463,693

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 750,491 749,363

退職給付に係る調整累計額 123,774 102,240

その他の包括利益累計額合計 874,266 851,603

純資産合計 20,466,656 20,315,297

負債純資産合計 34,668,625 33,344,470
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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28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年９月30日)

完成工事高 17,791,626 22,079,366

完成工事原価 17,822,500 21,074,813

完成工事総利益又は完成工事総損失（△） △30,873 1,004,552

販売費及び一般管理費 706,378 921,760

営業利益又は営業損失（△） △737,252 82,792

営業外収益

受取配当金 16,513 19,838

その他 29,303 42,619

営業外収益合計 45,816 62,458

営業外費用 3,520 2,908

経常利益又は経常損失（△） △694,956 142,341

特別損失

固定資産除却損 4,331 23,865

特別損失合計 4,331 23,865

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△699,288 118,476

法人税等 △206,205 54,279

四半期純利益又は四半期純損失（△） △493,082 64,196

親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主
に帰属する四半期純損失（△）

△493,082 64,196
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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28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年９月30日)

四半期純利益又は四半期純損失（△） △493,082 64,196

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 39,906 △1,128

退職給付に係る調整額 △20,225 △21,533

その他の包括利益合計 19,681 △22,662

四半期包括利益 △473,401 41,534

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △473,401 41,534
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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。

（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、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

３．（参考）個別業績の概要

　平成30年3月期第2四半期の個別業績（平成29年4月1日～平成29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 ％

30年3月期第2四半期 21,932 24.6 34 ― 95 ― 34 ―

29年3月期第2四半期 17,601 △7.9 △716 ― △671 ― △478 ―

　

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2四半期 1.77 ―

29年3月期第2四半期 △24.79 ―

　

（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 ％

30年3月期第2四半期 32,450 19,634 60.5

29年3月期 34,107 19,794 58.0
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