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1. 平成29年3月期の連結業績（平成28年4月1日～平成29年3月31日）

(1) 連結経営成績 （％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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

29年3月期 43,063 △5.5 4,584 1.1 4,713 1.1 3,204 2.0

28年3月期 45,586 5.6 4,536 8.0 4,662 6.5 3,140 14.6

（注）包括利益 29年3月期　　3,208百万円 （3.4％） 28年3月期　　3,102百万円 （9.6％）

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

29年3月期 137.36 ― 12.0 11.2 10.6

28年3月期 134.60 ― 13.2 11.7 10.0

（参考） 持分法投資損益 29年3月期 ―百万円 28年3月期 ―百万円

(2) 連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

29年3月期 43,499 28,162 64.7 1,207.27

28年3月期 40,999 25,267 61.6 1,083.14

（参考） 自己資本 29年3月期 28,162百万円 28年3月期 25,267百万円

(3) 連結キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

29年3月期 4,186 △639 △491 14,569

28年3月期 2,545 △763 △569 11,513

2. 配当の状況

年間配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

28年3月期 ― 0.00 ― 14.00 14.00 326 10.4 1.4

29年3月期 ― 0.00 ― 16.00 16.00 373 11.6 1.4

30年3月期(予想) ― 0.00 ― 16.00 16.00 11.3

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、通期は対前期、四半期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

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

第2四半期(累計) 17,800 △5.5 1,460 △24.5 1,530 △23.5 1,050 △18.9 45.01

通期 45,000 4.5 4,600 0.3 4,800 1.8 3,300 3.0 141.46



※ 注記事項

(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）　：　無

新規 ― 社 （社名） 、 除外 ― 社 （社名）

(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 　：　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11ページ「会計方針の変更」をご覧ください。

(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） 29年3月期 24,969,993 株 28年3月期 24,969,993 株

② 期末自己株式数 29年3月期 1,642,565 株 28年3月期 1,642,373 株

③ 期中平均株式数 29年3月期 23,327,538 株 28年3月期 23,329,033 株

（参考）個別業績の概要

1. 平成29年3月期の個別業績（平成28年4月1日～平成29年3月31日）

(1) 個別経営成績 （％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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

29年3月期 43,015 △5.5 4,498 1.1 4,712 0.6 3,260 0.9

28年3月期 45,539 5.6 4,451 8.5 4,683 7.4 3,232 18.1

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

29年3月期 139.78 ―

28年3月期 138.56 ―

(2) 個別財政状態

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

29年3月期 43,434 28,165 64.8 1,207.41

28年3月期 40,928 25,214 61.6 1,080.87

（参考） 自己資本 29年3月期 28,165百万円 28年3月期 25,214百万円

2. 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、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

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

第2四半期(累計) 17,750 △5.7 1,440 △23.9 1,520 △22.6 1,040 △17.7 44.58

通期 44,900 4.4 4,550 1.2 4,780 1.4 3,280 0.6 140.61

※ 決算短信は監査の対象外です

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

　業績予想につきましては、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。なお、業績予想に関する事項は、添付資料2ページ「1.経営成績等の概況　（１）当期の経営成績に関する概況」をご覧ください。
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１．経営成績等の概況

（１）当期の経営成績に関する概況

(当期の経営成績)

〔連結業績〕

する当期純利益

〔個別業績〕

(次期の見通し)

〔連結業績見通し〕

する当期純利益

〔個別業績見通し〕

（２）当期の財政状態に関する概況

(資産、負債、純資産の状況)
当連結会計年度末の総資産額は、434億99百万円となり、前連結会計年度末と比べ25億円の増加とな

りました。これは現金預金の増加（30億55百万円）などによるものです。
負債総額は、153億37百万円となり、前連結会計年度末と比べ3億94百万円の減少となりました。これ

は工事未払金の減少（6億48百万円）などによるものです。
純資産総額は、281億62百万円となり、前連結会計年度末と比べ28億95百万円の増加となりました。

これは、利益剰余金の増加（28億91百万円）などによるものです。

当期のわが国経済は、海外経済の影響による先行き不透明な状況がみられたものの、企業収益や雇
用・所得環境の改善が続いており、景気は緩やかに回復しました。

このような状況のなか、当社グループは受注高・売上高を確保するため、全社を挙げて積極的な営業
活動を展開し、また、一層の原価低減・工程管理の徹底など、工事採算性の向上に努めたことにより、
当期の業績は次のとおりとなりました。

売上高　　　　　　　430億63百万円（前期比　  5.5％減）
営業利益　　　　　　 45億84百万円（前期比　  1.1％増）
経常利益　　　　　　 47億13百万円（前期比　  1.1％増）
親会社株主に帰属　   32億04百万円（前期比　  2.0％増）

建設業界におきましては、民間設備投資・公共投資ともに底堅い動きがみられる一方、技能労働者は
慢性的に不足し、加えて熾烈な受注・価格競争が続くなど、経営環境は厳しい状況で推移しました。

当期純利益　　　　   32億80百万円（前期比    0.6％増）

売上高　　　　　　　430億15百万円（前期比　  5.5％減）
営業利益　　　　　　 44億98百万円（前期比　  1.1％増）
経常利益　　　　　　 47億12百万円（前期比　  0.6％増）
当期純利益　 　　　  32億60百万円（前期比　  0.9％増）

今後の見通しとしては、景気は引き続き緩やかな回復基調が見込まれるものの、建設業界においては
技能労働者の慢性的な不足から施工体制の確保・強化が喫緊の課題となっています。
このような状況のなか、当社グループは協力業者を含めた人材の確保・育成に努めるとともに、営業

施策面では電気・空調管などの周辺分野への事業領域の拡大を図り、更なるコストの低減及び業務の効
率化を進め業績の向上に努めます。

売上高　　　　　　　450億円      （前期比    4.5％増）
営業利益　　　　　　 46億円　　　（前期比    0.3％増）
経常利益　　　　　　 48億円　　　（前期比    1.8％増）
親会社株主に帰属　   33億円　　　（前期比    3.0％増）

売上高　　　　　　　449億円      （前期比    4.4％増）
営業利益　　　　　　 45億50百万円（前期比  　1.2％増）
経常利益　　　　　　 47億80百万円（前期比    1.4％増）
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(キャッシュ・フローの状況)

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移

自己資本比率：自己資本／総資産
時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産
キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー
インタレスト・ガバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い
（注1）いずれも連結ベースの財務数値により計算しています。
（注2）株式時価総額は期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しています。
（注3）キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しています。

　キャッシュ・フロー
　対有利子負債比率（年）

　インタレスト・ガバレッジ・
　レシオ（倍）

297.4 675.0

（注4）有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っているすべての負債を対象
　　　 としています。

393.4

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比べ30億55百万円増加し、
145億69百万円となりました。

　時価ベースの自己資本比率（％） 50.4

平成28年3月期

47.4

61.6

0.1

　自己資本比率（％）

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益45億06百万円に対して、仕入債
務の減少などにより、41億86百万円の資金増加となりました。

財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払やファイナンス・リース債務の返済による
支出などにより、4億91百万円の資金減少となりました。

投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の売却による収入があったものの、設備投
資などにより、6億39百万円の資金減少となりました。

0.2 0.1

平成29年3月期

64.7

平成27年3月期

57.7

41.8
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２．企業集団の状況

〔設備工事業〕
・電力設備工事

・電気工事及び空調管工事

〔その他の事業〕
・不動産賃貸等

事業の系統図は次のとおりであります。

３．会計基準の選択に関する基本的な考え方

当社グループは、当社、親会社１社及び子会社１社で構成され、設備工事業を主な事業の内容としてお
ります。
　当社グループの事業に係る位置付け及び事業内容は次のとおりであります。

　当社は親会社である北陸電力㈱から配電設備等の電力供給設備に係わる電気工事を請負施工しておりま
す。

　当社は電力設備工事以外の電気工事、電気通信工事、管工事、水道施設工事、消防施設工事及び土木工
事を請負施工しております。

　ホッコー商事㈱は不動産賃貸等を行っております。

当社グループは、国際的な事業展開や資金調達を行っておりませんので、国内でのＩＦＲＳの採用動向
を検討した結果、当面は日本基準に基づき連結財務諸表を作成する方針です。

北陸電力(株) [親会社] その他の得意先

お客さまお客さまお客さまお客さま

工事の 施工

北陸電気工事(株) [当社]

設備工事業

 不動産 賃貸等

ホッコー商事(株)

その他の事業(連結子会社)
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（５）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。

　(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
　１．連結の範囲に関する事項

全ての子会社を連結しております。
連結子会社の数
　1社
連結子会社の名称
　ホッコー商事㈱

　２．持分法の適用に関する事項
該当事項はありません。

　(会計方針の変更)

　(セグメント情報等)
【セグメント情報等】

【関連情報】
　前連結会計年度(自 平成27年４月１日　至 平成28年３月31日)
１．製品及びサービスごとの情報

２．地域ごとの情報
(1)売上高
　本邦以外の外部顧客への売上高がないため、記載しておりません。

(2)有形固定資産
　本邦以外に所在している有形固定資産がないため、記載しておりません。

３．主要な顧客ごとの情報
単位：百万円

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成28年３月28日。
以下「回収可能性適用指針」という。)を当連結会計年度から適用し、繰延税金資産の回収可能性に関す
る会計処理の方法の一部を見直しています。

回収可能性適用指針の適用については、回収可能性適用指針第49項(4)に定める経過的な取扱いに従っ
ており、当連結会計年度の期首時点において回収可能性適用指針第49項(3)①から③に該当する定めを適
用した場合の繰延税金資産の額と、前連結会計年度末の繰延税金資産の額との差額を、当連結会計年度の
期首の利益剰余金に加算しています。
　この結果、当連結会計年度の期首において、繰延税金資産(投資その他の資産)が13百万円、利益剰余金
が13百万円増加しています。
　当連結会計年度の期首の純資産に影響額が反映されたことにより、連結株主資本等変動計算書の利益剰
余金の期首残高は13百万円増加しています。

当社グループの報告セグメントは、その他の事業は重要性が乏しいことから設備工事業のみであるた
め、記載を省略しております。

単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるた
め、記載を省略しております。

売上高

　前連結会計年度(自 平成27年４月１日　至 平成28年３月31日)及び当連結会計年度(自 平成28年４月１
日　至 平成29年３月31日)

関連するセグメント名
　北陸電力㈱

顧客の名称又は氏名
15,187 　設備工事業・その他

北陸電気工事㈱ (1930) 平成29年3月期 決算短信
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　当連結会計年度(自 平成28年４月１日　至 平成29年３月31日)
１．製品及びサービスごとの情報

２．地域ごとの情報
(1)売上高
　本邦以外の外部顧客への売上高がないため、記載しておりません。

(2)有形固定資産
　本邦以外に所在している有形固定資産がないため、記載しておりません。

３．主要な顧客ごとの情報
単位：百万円

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
　前連結会計年度(自 平成27年４月１日　至 平成28年３月31日)

単位：百万円

　当連結会計年度(自 平成28年４月１日　至 平成29年３月31日)
単位：百万円

　(１株当たり情報)

　１株当たり純資産額
　１株当たり当期純利益金額

　　2.１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　親会社株主に帰属する当期純利益（百万円）
　普通株主に帰属しない金額（百万円）

　普通株式の期中平均株式数（千株）

　(重要な後発事象)
該当事項はありません。

　普通株式に係る親会社株主に帰属する
  当期純利益（百万円）

前連結会計年度 当連結会計年度

　減損損失
設備工事業

23,329

　 至 平成28年３月31日)
3,140

－

3,140

2 2

29 29

設備工事業 合計

　設備工事業・その他

23,327

単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるた
め、記載を省略しております。

顧客の名称又は氏名 売上高 関連するセグメント名
　北陸電力㈱ 16,592

当連結会計年度

3,204

 (自 平成28年４月１日

3,204

　 至 平成29年３月31日)
1,207.27円

137.36円

せん。

 (自 平成28年４月１日
　 至 平成29年３月31日)

前連結会計年度
 (自 平成27年４月１日

134.60円

　減損損失

－

(注)1.潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりま

 (自 平成27年４月１日
　 至 平成28年３月31日)

1,083.14円

合計
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６．その他

（１）受注高・売上高・次期繰越高（個別業績）

①受注高

金額 構成比 金額 構成比 金額 率
(百万円) (％) (百万円) (％) (百万円) (％)

29,736 62.1 24,624 58.1 △ 5,112 △ 17.2
10,908 22.8 11,454 27.0 545 5.0
7,205 15.1 6,307 14.9 △ 897 △ 12.5

47,850 100.0 42,386 100.0 △ 5,464 △ 11.4

②売上高

金額 構成比 金額 構成比 金額 率
(百万円) (％) (百万円) (％) (百万円) (％)

27,967 61.4 23,999 55.8 △ 3,968 △ 14.2
10,551 23.2 11,078 25.8 526 5.0
5,942 13.0 6,805 15.8 863 14.5

44,461 97.6 41,883 97.4 △ 2,577 △ 5.8
1,078 2.4 1,131 2.6 53 4.9

45,539 100.0 43,015 100.0 △ 2,524 △ 5.5

③次期繰越高

金額 構成比 金額 構成比 金額 率
(百万円) (％) (百万円) (％) (百万円) (％)

18,020 73.3 18,644 74.3 624 3.5
2,815 11.4 3,192 12.7 376 13.4
3,767 15.3 3,269 13.0 △ 498 △ 13.2

24,603 100.0 25,106 100.0 502 2.0

④得意先別受注高・完成工事高

金額 構成比 金額 構成比
(百万円) (％) (百万円) (％)

16,639 39.3 16,077 38.4
25,747 60.7 25,806 61.6
42,386 100.0 41,883 100.0

⑤次期(平成30年3月期)の得意先別受注高・完成工事高

金額 構成比 金額 構成比
(百万円) (％) (百万円) (％)

16,500 37.1 16,400 37.4
28,000 62.9 27,500 62.6
44,500 100.0 43,900 100.0

受注高 完成工事高

(自 平成28年４月１日

(平成28年３月31日) (平成29年３月31日)

(自 平成28年４月１日
前事業年度

  至 平成28年３月31日)   至 平成29年３月31日)

  至 平成28年３月31日)

兼 業 事 業
合 計

計

  至 平成29年３月31日)

内 線 ・ 空 調 管 工 事
配 電 線 工 事

増減
前事業年度

(自 平成27年４月１日

(自 平成27年４月１日

当事業年度

当事業年度

当事業年度

増減

増減

前事業年度

配 電 線 工 事
そ の 他 工 事

配 電 線 工 事
そ の 他 工 事

そ の 他 工 事
計

内 線 ・ 空 調 管 工 事

北 陸 電 力 ㈱
一 般 得 意 先

計

計

内 線 ・ 空 調 管 工 事

一 般 得 意 先

計

受注高 完成工事高

北 陸 電 力 ㈱
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（２）役員の異動（平成29年６月29日付）

　①新任候補者
新役職 現役職

田村
たむら

　直人
なおと

取締役　外線送変電部長 執行役員　外線送変電部長

津川
つがわ

　清
きよ

範
のり

取締役　高岡支店長 執行役員　高岡支店長

武田
たけだ

　潔
きよし

取締役　営業部長 執行役員　営業部部長

　②退任予定者

村西
むらにし

　欣治
きんじ

（現役職　常務取締役　営業部長）

森本
もりもと

　誠一郎
せいいちろう

（現役職　取締役　七尾支店長）

大西
おおにし

　光雄
みつお

（現役職　取締役　金沢支店長）

　※その他の現役員は重任予定であります。

以上
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