
平成21年7月期 第2四半期決算短信 

平成21年3月13日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 株式会社 ウエスコ 上場取引所 大 

コード番号 9648 URL http://www.wesco.co.jp/
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 山地  弘

問合せ先責任者 （役職名） 執行役員管理本部長 （氏名） 奥山 一典 TEL 086-254-2111

四半期報告書提出予定日 平成21年3月13日

1.  平成21年7月期第2四半期の連結業績（平成20年8月1日～平成21年1月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(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 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年7月期第2四半期 2,046 △27.4 △1,192 ― △1,163 ― △1,489 ―

20年7月期第2四半期 2,819 △20.5 △878 ― △836 ― △1,980 ―

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

21年7月期第2四半期 △97.71 ―

20年7月期第2四半期 △122.00 ―

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

21年7月期第2四半期 14,978 11,516 76.9 709.23
20年7月期 17,124 13,143 76.8 809.48

（参考） 自己資本   21年7月期第2四半期  11,516百万円 20年7月期  13,143百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年7月期 ― 5.00 ― 5.00 10.00
21年7月期 ― 5.00 ――― ――― ―――

21年7月期（予想） ――― ――― ― 5.00 10.00

3.  平成21年7月期の連結業績予想（平成20年8月1日～平成21年7月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有  
 

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 7,200 △30.3 △1,900 ― △2,000 ― △2,400 ― △147.80

4.  その他 
(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  

(2) 簡便な会計処理及び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、３ページ（定性的情報・財務諸表等）４．その他をご覧ください。  

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

（注）詳細は、３ページ（定性的情報・財務諸表等）４．その他をご覧ください。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

1.上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況の変化等によ
り、上記予想数値と異なる場合があります。 
2.当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14
号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年7月期第2四半期  17,724,297株 20年7月期  17,724,297株

② 期末自己株式数 21年7月期第2四半期  1,486,661株 20年7月期  1,487,097株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年7月期第2四半期  16,237,349株 20年7月期第2四半期  16,237,679株



当第２四半期連結会計期間におけるわが国経済は、サブプライムローン問題に端を発した世界的な金融不安の高ま 

りの影響により、企業収益の悪化や個人消費の減少が見られ、景気の減速傾向が一段と顕著となっております。 

 当社グループを取り巻く環境におきましては、国および地方公共団体等の公共投資予算の縮減の影響により発注量 

の減少傾向が継続しているとともに、同業者間における価格競争がより一層激化しており非常に厳しい状況が続いて

おります。 

 このような状況のもと当社グループは、引き続き積極的な営業活動を行うとともに、多様な顧客ニーズに対応すべ 

く技術力および品質の向上に努め、生産効率の向上と徹底した原価低減に努めてまいりました。 

 しかしながら、当第２四半期連結会計期間は、前述の市場環境に加え、前連結会計年度中に国および地方公共団体 

等より指名停止措置の行政処分を受けたことの影響もあって、売上高は、11億６千６百万円、損益面におきまして 

は、営業損失が５億６千８百万円、四半期純損失が８億６千２百万円となりました。 

 なお、当社グループの主力事業であります総合建設コンサルタント事業の売上高は、大部分が官公庁からの受注で 

あり、業務の納期が官公庁の事業年度末である３月に集中する傾向にあるため、各四半期の業績に季節的変動があり

ます。 

  

（資産の部）  

  当第２四半期連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末に比べ21億４千５百万円減少し、149億７千８百万 

円となりました。 

 流動資産については、「現金及び預金」が３億５百万円、「有価証券」が16億９千７百万円減少しております。こ

れは当社グループの主体である総合建設コンサルタント事業の売上高が、主要顧客である官公庁の事業年度末である

３月に集中する傾向にあり、連動して入金も同時期に集中するためであります。結果として、流動資産合計では前連

結会計年度末に比べ９億４千６百万円の減少となりました。  

 固定資産については、減損損失の計上および減価償却の実施により、「有形固定資産」および「無形固定資産」が

３億８千４百万円減少いたしました。また、流動資産への振替および株価の下落により「投資有価証券」が７億６千

３百万円減少しております。結果として、固定資産合計では前連結会計年度末に比べ11億９千８百万円の減少となり

ました。 

（負債の部）  

 当第２四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ５億１千８百万円減少し、34億６千２百万円

となりました。  

 流動負債については、「未成業務受入金」が３億１百万円の減少および「棚卸資産の評価に関する会計基準」を第

１四半期より適用したことにより「受注損失引当金」が７千２百万円減少したことが主な要因であります。結果とし

て、流動負債合計では前連結会計年度末に比べ４億７百万円減少となりました。 

 固定負債については、返済により「長期借入金」が６千万円減少したことが主な要因であります。結果として、固

定負債合計では前連結会計年度末に比べ１億１千１百万円減少となりました。 

（純資産の部） 

 当第２四半期連結会計期間末の純資産合計は、前連結会計年度末に比べ16億２千７百万円減少し、115億１千６百 

万円となりました。これは四半期純損失の計上等により「利益剰余金」が15億７千万円減少したことが主な要因であ

ります。 

(キャッシュ・フローの状況) 

  当第２四半期連結会計期間末における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は45億６千８百

万円となりました。 

「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、９億８千８百万円の支出となりました。これは主に、税金等調整前四半

期純損失８億４千４百万円、たな卸資産の増加額４億９千６百万円などによるものであります。 

「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、２億４千２百万円の収入となりました。これは主に、有価証券の償還に

よる収入２億円によるものであります。 

「財務活動によるキャッシュ・フロー」は、５千４百万円の支出となりました。これは主に、ファイナンス・リース

債務の返済による支出１千７百万、長期借入金の返済による支出３千万円によるものであります。 

  

  当第２四半期連結会計期間において、事業上および財務上の対処すべき課題について重要な変更および新たに生 

じた課題はありません。  

定性的情報・財務諸表等 

１．連結経営成績に関する定性的情報 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

３．連結業績予想に関する定性的情報 



   

 該当事項はありません。 

  

  

 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、税引前四半期純損益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。 

 なお、法人税等調整額は、法人税、住民税及び事業税に含めて表示しております。 

  

  

４．その他 

（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） 

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

（３）四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

１．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に

関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財

務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

２．たな卸資産 

 従来、未成業務支出金および販売用不動産は、個別法による原価法、その他たな卸資産は 終仕入原価法

によっておりましたが、第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準

第９号 平成18年７月５日)が適用されたことに伴い、未成業務支出金および販売用不動産は個別法による原

価法、その他たな卸資産は 終仕入原価法（いずれも貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価

切り下げの方法）により算出しております。 

 従来より帳簿価額が受託額を上回る場合には帳簿価額を切り下げており、この変更に伴う損益に与える影

響はありません。 

 なお、当第２四半期連結累計期間におけるたな卸資産の収益性の低下による簿価切下げ額は、326,051千円

であります。 

３．リース取引に関する会計基準の適用 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によ

っておりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計

審議会第一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計

基準適用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30日改

正））が平成20年４月１日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用することができる

ことになったことに伴い、第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係

る会計処理によっております。 

 また、リース資産の減価償却の方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用し

ております。 

 なお、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃

貸借取引に係る方法に準じた会計処理を引き続き採用しております。 

 この変更に伴う損益に与える影響はありません。 



５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年１月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年７月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,473,409 1,778,574

受取手形及び完成業務未収入金 497,193 365,590

有価証券 3,994,971 5,692,821

商品 9,649 9,382

原材料 7,242 7,493

未成業務支出金 2,717,873 1,799,846

販売用不動産 265,440 279,948

貯蔵品 16,290 16,020

その他 184,831 161,479

貸倒引当金 △5,161 △2,657

流動資産合計 9,161,741 10,108,501

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,015,161 2,241,137

土地 2,082,805 2,174,839

その他（純額） 354,081 421,783

有形固定資産合計 4,452,048 4,837,760

無形固定資産 131,277 129,874

投資その他の資産   

投資有価証券 755,690 1,519,193

その他 543,953 596,088

貸倒引当金 △66,123 △67,144

投資その他の資産合計 1,233,519 2,048,138

固定資産合計 5,816,846 7,015,772

資産合計 14,978,588 17,124,273

負債の部   

流動負債   

業務未払金 369,511 238,854

短期借入金 170,000 170,000

未払法人税等 35,410 47,947

未成業務受入金 1,623,846 1,925,176

受注損失引当金 28,967 101,107

その他 1,024,647 1,176,374

流動負債合計 3,252,384 3,659,461

固定負債   

長期借入金 30,000 90,000

その他 179,887 231,142

固定負債合計 209,887 321,142



（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年１月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年７月31日) 

負債合計 3,462,272 3,980,604

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,282,648 3,282,648

資本剰余金 4,139,404 4,139,436

利益剰余金 4,449,329 6,019,764

自己株式 △394,798 △395,007

株主資本合計 11,476,583 13,046,841

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 39,732 96,827

評価・換算差額等合計 39,732 96,827

純資産合計 11,516,316 13,143,669

負債純資産合計 14,978,588 17,124,273



（２）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）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年８月１日 
 至 平成21年１月31日) 

売上高 2,046,781

売上原価 2,070,591

売上総損失（△） △23,809

販売費及び一般管理費 1,168,347

営業損失（△） △1,192,156

営業外収益  

受取利息 19,136

受取配当金 3,644

その他 19,009

営業外収益合計 41,790

営業外費用  

支払利息 11,451

持分法による投資損失 690

その他 1,491

営業外費用合計 13,633

経常損失（△） △1,163,999

特別利益  

貸倒引当金戻入額 1,070

特別利益合計 1,070

特別損失  

固定資産除売却損 1,029

投資有価証券評価損 70,017

減損損失 233,208

特別損失合計 304,254

税金等調整前四半期純損失（△） △1,467,183

法人税、住民税及び事業税 21,945

四半期純損失（△） △1,489,128



（第２四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成20年11月１日 
 至 平成21年１月31日) 

売上高 1,166,084

売上原価 1,166,911

売上総損失（△） △826

販売費及び一般管理費 567,740

営業損失（△） △568,567

営業外収益  

受取利息 8,049

受取配当金 3,499

その他 8,679

営業外収益合計 20,228

営業外費用  

支払利息 5,523

持分法による投資損失 284

その他 21

営業外費用合計 5,830

経常損失（△） △554,169

特別利益  

貸倒引当金戻入額 2,302

特別利益合計 2,302

特別損失  

固定資産除売却損 965

投資有価証券評価損 70,017

減損損失 221,622

特別損失合計 292,605

税金等調整前四半期純損失（△） △844,472

法人税、住民税及び事業税 17,859

四半期純損失（△） △862,332



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年８月１日 
 至 平成21年１月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純損失（△） △1,467,183

減価償却費 190,396

減損損失 233,208

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,483

受注損失引当金の増減額（△は減少） △72,140

投資有価証券評価損益（△は益） 70,017

有形固定資産除売却損益（△は益） 1,029

受取利息及び受取配当金 △22,781

支払利息 11,451

売上債権の増減額（△は増加） △128,310

たな卸資産の増減額（△は増加） △903,804

仕入債務の増減額（△は減少） 130,657

未成業務受入金の増減額（△は減少） △301,329

その他 △101,274

小計 △2,358,581

利息及び配当金の受取額 22,576

利息の支払額 △11,451

法人税等の支払額 △64,250

営業活動によるキャッシュ・フロー △2,411,706

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有価証券の償還による収入 200,000

定期預金の増減額（△は増加） 44,843

投資有価証券の取得による支出 △4,345

有形固定資産の取得による支出 △14,407

貸付けによる支出 △1,560

貸付金の回収による収入 684

その他 4,050

投資活動によるキャッシュ・フロー 229,265

財務活動によるキャッシュ・フロー  

長期借入金の返済による支出 △60,000

配当金の支払額 △79,645

自己株式の取得による支出 △119

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △34,693

その他 175

財務活動によるキャッシュ・フロー △174,282

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,356,723

現金及び現金同等物の期首残高 6,925,485

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,568,761



 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に

従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

  

 該当事項はありません。 

  

当第２四半期連結会計期間（自 平成20年11月１日 至 平成21年１月31日） 

当第２四半期連結累計期間（自 平成20年８月１日 至 平成21年１月31日） 

 （注）１．事業区分の方法 

事業区分の方法は、役務の種類・性質の類似性を勘案し、総合建設コンサルタント事業、複写製本事業、不

動産事業、スポーツ施設運営事業にセグメンテーションしております。 

２．各事業区分の主要業務 

  

当第２四半期連結会計期間（自 平成20年11月１日 至 平成21年１月31日）及び当第２四半期連結累計期間 

（自 平成20年８月１日 至 平成21年１月31日） 

当社は、本邦以外の国または地域に所在する連結子会社および在外支店がないため該当事項はありません。 

   

当第２四半期連結会計期間（自 平成20年11月１日 至 平成21年１月31日）及び当第２四半期連結累計期間 

（自 平成20年８月１日 至 平成21年１月31日） 

当社は、海外売上高がないため該当事項はありません。 

   

 該当事項はありません。 

（４）継続企業の前提に関する注記 

（５）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

  

総合建設コ
ンサルタン
ト事業 
（千円） 

複写製本事
業（千円） 

不動産事業
（千円） 

スポーツ施
設運営事業 
（千円） 

合計 
（千円） 

消去または
全社(千円) 

連結
（千円） 

売上高               

(1）外部顧客に対する売上高  952,584 72,617 17,024 123,858  1,166,084  － 1,166,084

(2）セグメント間の内部売上高  432 60,123 － 1,261  61,816 (61,816) －

計  953,016 132,740 17,024 125,119  1,227,901 (61,816) 1,166,084

営業利益または営業損失(△)  △544,589 △16,444 △3,479 △6,507  △571,020 (△2,453) △568,567

  

総合建設コ
ンサルタン
ト事業 
（千円） 

複写製本事
業（千円） 

不動産事業
（千円） 

スポーツ施
設運営事業 
（千円） 

合計 
（千円） 

消去または
全社(千円) 

連結
（千円） 

売上高               

(1）外部顧客に対する売上高  1,612,531 151,168 36,107 246,973  2,046,781  － 2,046,781

(2）セグメント間の内部売上高  432 108,471 － 2,742  111,645 (111,645) －

計  1,612,963 259,639 36,107 249,716  2,158,427 (111,645) 2,046,781

営業利益または営業損失(△)  △1,150,102 △34,218 △1,993 △15,543  △1,201,857 (△9,700) △1,192,156

事業区分 主要業務内容

総合建設コンサルタント事業 
建設コンサルタント、建築設計、補償コンサルタント、環境アセスメン

ト、一般測量、航空測量、地質調査 

複写製本事業 陽画焼付、図面複写、各種印刷および製本等 

不動産事業 不動産の分譲、賃貸および住宅の販売 

スポーツ施設運営事業 スポーツ施設および関連施設の運営等 

〔所在地別セグメント情報〕 

〔海外売上高〕 

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 



「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表 

（１）四半期連結損益計算書 

  

  
前第２四半期連結累計期間
（自 平成19年８月１日 
至 平成20年１月31日） 

区分 金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ 売上高        2,819,281  100.0

Ⅱ 売上原価        2,302,086  81.7

売上総利益        517,195  18.3

Ⅲ 販売費及び一般管理費        1,395,987  49.5

営業損失(△)       △878,792 △31.2

Ⅳ 営業外収益                  

１．受取利息  20,045            

２．受取配当金  3,101            

３．投資有価証券売却益  1,375            

４．投資事業組合運用益  2,577            

５．受取事務手数料  182            

６．受取地代家賃  7,101            

７．証券運用収益  16,624            

８．その他  5,313  56,319  2.0

Ⅴ 営業外費用                  

１．支払利息  13,323            

２．持分法による投資損失  1,029            

３．その他  108  14,461  0.5

経常損失(△)       △836,933 △29.7

Ⅵ 特別利益                  

１．貸倒引当金戻入益  1,926  1,926  0.0

Ⅶ 特別損失                  

１．固定資産除売却損  8,446            

２．投資有価証券評価損  41,040            

３．減損損失  237,775            

４．貸倒引当金繰入額  631,920            

５．独占禁止法違反に係る損失  20,635  939,817  33.3

税金等調整前中間純損失(△)       △1,774,824 △63.0

法人税、住民税及び事業税  32,842            

法人税等調整額 －  32,842  1.1

少数株主利益       －      

中間純利益       △1,807,667 △64.1

        



前第２四半期連結累計期間（自 平成19年８月１日 至 平成20年１月31日） 

前第２四半期連結累計期間（自 平成19年８月１日 至 平成20年１月31日） 

当社は、本邦以外の国または地域に所在する連結子会社および在外支店がないため該当事項はありません。 

前第２四半期連結累計期間（自 平成19年８月１日 至 平成20年１月31日） 

当社は、海外売上高がないため該当事項はありません。 

 該当事項はありません。 

（２）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

  

総合建設コ
ンサルタン
ト事業 
（千円） 

複写製本事
業（千円） 

不動産事業
（千円） 

スポーツ施
設運営事業 
（千円） 

外食事業
(千円)  

合計
（千円） 

消去または
全社(千円) 

連結
（千円） 

売上高                 

(1）外部顧客に対する

売上高 
 2,293,270  204,655 3,346 261,530  56,478  2,819,281  － 2,819,281

(2）セグメント間の内

部売上高 
 －  153,925 － 1,909  21  155,856 (155,856) －

計  2,293,270  358,580 3,346 263,440  56,499  2,975,138 (155,856) 2,819,281

営業費用  2,928,802  358,754 232,008 271,149  62,198  3,852,913 (154,839) 3,698,074

営業損失(△)  △635,531  △173 △228,662 △7,709  △5,698  △877,775 (1,017) △878,792

〔所在地別セグメント情報〕 

〔海外売上高〕 

６．その他の情報 
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