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(百万円未満切捨て)

１．平成30年3月期第3四半期の連結業績（平成29年4月1日～平成29年12月31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3四半期 35,969 17.0 537 ― 700 ― 406 ―

29年3月期第3四半期 30,741 △8.2 △311 ― △159 ― △161 ―
(注) 包括利益 30年3月期第3四半期 339百万円( ― ％) 29年3月期第3四半期 △161百万円( ― ％)

　

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3四半期 21.07 ―

29年3月期第3四半期 △8.40 ―
　

　

（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3四半期 33,051 20,613 62.4

29年3月期 34,668 20,466 59.0
(参考) 自己資本 30年3月期第3四半期 20,613百万円 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 53,000 10.1 1,280 50.8 1,430 41.4 880 37.6 45.64
(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3Ｑ 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3Ｑ 439,330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3Ｑ 19,282,886株 29年3月期3Ｑ 19,284,524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 52,500 10.1 1,150 43.3 1,300 33.5 800 29.8 41.49

(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３四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、企業収益や雇用情勢の改善が続くなか、景気は緩やかな回

復基調が続きました。また、北海道地域においても、雇用・所得環境が着実に改善していることなどから、全体と

して持ち直しの状況で推移しました。

　建設業界においては、民間設備投資は増加傾向を続けているものの、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３四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、売上高及び利益は、

いずれも前年同四半期の実績を大きく上回り、次のとおりとなりました。

受注高 ３８５億４１百万円 (前年同四半期比 １０．５％減)
　
売上高 ３５９億６９百万円 (前年同四半期比 １７．０％増)
　
営業利益 ５億３７百万円 (前年同四半期は 営業損失 ３億１１百万円)
　
経常利益 ７億円 (前年同四半期は 経常損失 １億５９百万円)
　
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 ４億 ６百万円 四半期純損失 １億６１百万円)

（２）財政状態に関する説明

当第３四半期連結会計期間末における資産合計は、現金預金や未成工事支出金の増加があったものの、短期貸付

金の減少などにより、前連結会計年度末に比べ１６億１７百万円減少し、３３０億５１百万円となりました。

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１７億６４百万円減少し、

１２４億３７百万円となりました。

純資産合計は、利益剰余金の増加などにより、前連結会計年度末に比べ１億４６百万円増加し、２０６億１３百

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３．４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30年１月26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３四半期連結会計期間
(平成29年12月31日)

資産の部

流動資産

現金預金 3,786,309 4,979,650

受取手形・完成工事未収入金 13,369,425 12,775,655

未成工事支出金 1,115,790 3,141,702

材料貯蔵品 517,310 514,542

短期貸付金 4,500,000 -

その他 587,991 608,203

貸倒引当金 △1,785 △1,267

流動資産合計 23,875,042 22,018,486

固定資産

有形固定資産

建物・構築物（純額） 4,774,427 4,717,130

その他（純額） 3,040,570 3,362,309

有形固定資産合計 7,814,998 8,079,440

無形固定資産 103,515 105,485

投資その他の資産 2,875,068 2,847,682

固定資産合計 10,793,582 11,032,609

資産合計 34,668,625 33,051,096

負債の部

流動負債

支払手形・工事未払金 5,988,915 4,785,834

未払法人税等 169,282 200,161

未成工事受入金 331,227 547,501

工事損失引当金 56,906 36,286

その他 2,500,718 1,732,642

流動負債合計 9,047,050 7,302,427

固定負債

役員退職慰労引当金 118,960 117,565

退職給付に係る負債 5,005,111 4,989,189

その他 30,846 28,347

固定負債合計 5,154,918 5,135,101

負債合計 14,201,968 12,437,528

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 2,368,257

利益剰余金 15,573,745 15,787,245

自己株式 △79,608 △79,761

株主資本合計 19,592,390 19,805,742

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 750,491 716,352

退職給付に係る調整累計額 123,774 91,473

その他の包括利益累計額合計 874,266 807,825

純資産合計 20,466,656 20,613,567

負債純資産合計 34,668,625 33,051,096
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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３四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第３四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年12月31日)

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

完成工事高 30,741,916 35,969,997

完成工事原価 29,950,372 34,027,311

完成工事総利益 791,543 1,942,686

販売費及び一般管理費 1,102,667 1,405,266

営業利益又は営業損失（△） △311,123 537,419

営業外収益

受取配当金 32,497 37,830

保険配当金 78,935 75,088

その他 44,543 57,440

営業外収益合計 155,975 170,359

営業外費用 4,413 7,380

経常利益又は経常損失（△） △159,561 700,398

特別損失

固定資産除却損 38,695 67,529

特別損失合計 38,695 67,529

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（△）

△198,256 632,868

法人税等 △36,275 226,539

四半期純利益又は四半期純損失（△） △161,981 406,329

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（△）

△161,981 406,329
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四半期連結包括利益計算書

第３四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第３四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年12月31日)

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

四半期純利益又は四半期純損失（△） △161,981 406,329

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 30,838 △34,139

退職給付に係る調整額 △30,337 △32,300

その他の包括利益合計 500 △66,440

四半期包括利益 △161,480 339,889

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △161,480 339,889
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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３四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3四半期の個別業績（平成29年4月1日～平成29年12月31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3四半期 35,626 17.3 379 ― 543 ― 304 ―

29年3月期第3四半期 30,370 △8.4 △355 ― △200 ― △186 ―

　

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 15.80 ―

29年3月期第3四半期 △9.66 ―

　

（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3四半期 32,208 19,871 61.7

29年3月期 34,107 19,794 58.0
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