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1.  平成22年1月期第3四半期の連結業績（平成21年2月1日～平成21年10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 ％

22年1月期第3四半期 1,673 ― 429 ― 430 ― 264 ―
21年1月期第3四半期 1,495 3.8 368 △4.5 377 △2.5 236 △1.6

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

22年1月期第3四半期 11,850.34 ―
21年1月期第3四半期 10,468.51 ―

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

22年1月期第3四半期 2,135 1,864 87.3 83,428.94
21年1月期 1,978 1,732 87.5 77,517.82

（参考） 自己資本   22年1月期第3四半期  1,864百万円 21年1月期  1,732百万円

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
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

21年1月期 ― 2,000.00 ― 4,000.00 6,000.00
22年1月期 ― 2,000.00 ―
22年1月期 

（予想）
4,000.00 6,000.00

3.  平成22年1月期の連結業績予想（平成21年2月1日～平成22年1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  無   

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 2,135 8.3 532 20.7 531 17.4 312 17.5 13,968.24
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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）  有  

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

(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、４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、４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） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
1.本資料に記載されている業績の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。業績の予想に関する事項については、４ページ【定性的情報・財務諸表等】「3.連結
業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
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 1社 （社名 株式会社マスト ）

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） 22年1月期第3四半期 23,290株 21年1月期  23,290株
② 期末自己株式数 22年1月期第3四半期  946株 21年1月期  946株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年1月期第3四半期 22,344株 21年1月期第3四半期 22,578株
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 当第３四半期連結会計期間におけるわが国経済は、新興国を中心とした世界的な経済の回復を背景に、輸出

や生産に持ち直しの兆しが表れたものの、急激な円高による輸出関連企業の収益低下リスクや物価下落による

デフレ懸念が高まる等、依然として景気の持ち直しに不安を残すところとなりました。 

 また、当社グループに関係の深い住宅業界におきましては、住宅ローン減税拡大や贈与税の軽減、長期優良

住宅への投資減税、住宅用太陽光発電設備への支援等が実施され、一部ではその効果が発現したものの、雇用

の先行き不安や個人所得の悪化等による住宅の買い控えが続き、今年の新設住宅着工戸数は昨年実績を大きく

下回る見込みであります。 

 このような経済状況のもとで、当社グループは、建築設備設計コンサルティング事業における設計積算業務

の市場シェアを拡大するべく営業活動に注力するとともに、中長期的な成長を目指して新しい事業分野を開拓

し、収益基盤の強化に取り組みました。 

 この結果、当第３四半期連結会計期間における売上高は630百万円、営業利益187百万円、経常利益187百万

円、四半期純利益109百万円となりました。 

  

 事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。  

① 建築設備設計コンサルティング事業 

 設計積算業務において新規得意先からの設計受託の増加により市場シェアが拡大したことから、売

上高は546百万円、営業利益は204百万円となりました。 

② 建築設備申請監理事業 

 首都圏のマンション・商業施設に関する建設需要は低迷が続いているものの、積極的な営業活動に

注力した結果、売上高は84百万円、営業利益は18百万円となりました。 

  

 なお、平成22年１月期第１四半期及び第２四半期に係る経営成績に関する定性的情報については、平成22年

１月期第１四半期決算短信（平成21年６月９日開示）及び第２四半期決算短信（平成21年９月８日開示）をご

参照ください。 

  

（１）財政状態の変動状況  

（資産） 

 流動資産は、前連結会計年度末に比べて9.4％増加し、1,890百万円となりました。これは、主として売上

増加に伴い、現金及び預金が70百万円、売掛金103百万円増加したことによります。 

 固定資産は、前連結会計年度末に比べて2.5％減少し、244百万円となりました。 

 この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べて、7.9％増加し、2,135百万円となりました。  

（負債） 

 流動負債は、前連結会計年度末に比べて11.3％増加し、251百万円となりました。 

 固定負債は、前連結会計年度末に比べて5.8％減少し、19百万円となりました。 

 この結果、負債合計は、前連結会計年度末と比べて、9.9％増加し、270百万円となりました。 

（純資産）  

 純資産合計は、前連結会計年度末に比べて7.6％増加し、1,864百万円となりました。これは、配当金によ

る取崩し（134百万円）の一方で、四半期純利益（264百万円）の計上により、利益剰余金が130百万円増加

したこと等によります。 

  

（２）キャッシュ・フローの状況  

 当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、第２四半期連結会

計期間末に比べ82百万円増加し1,464百万円となりました。当第３四半期連結会計期間における各キャッシ

ュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果獲得した資金は、135百万円となりました。これは主として、税金等調整前四半期純利益

187百万円を基礎として、法人税等の中間納付91百万円を支出したこと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） 

 投資活動の結果使用した資金は、8百万円となりました。支出の主な内訳は、有形・無形固定資産の取得

による支出8百万円であります。 

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
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（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果使用した資金は、43百万円となりました。支出の主な内訳は、配当金の支払43百万円によ

るものであります。 

  

なお、平成22年１月期第１四半期及び第２四半期に係るキャッシュ・フローの状況に関する定性的情報につい

ては、平成22年１月期第１四半期決算短信（平成21年６月９日開示）及び第２四半期決算短信（平成21年９月

８日開示）をご参照ください。 

   

  

 平成21年３月17日発表の通期業績予想に変更はありません。  

  

  

 平成21年５月１日にて100％連結子会社である株式会社マストを吸収合併しております。詳細につきまして

は、平成21年３月６日公表の「連結子会社との吸収合併（簡易合併・略式合併）に関するお知らせ」をご参照

ください。  

  

   

①簡便な会計処理 

・一般債権の貸倒見積高の算定方法  

 当第３四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと

認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。 

・固定資産の減価償却費の方法 

 定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方

法によっております。  

②四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

 該当事項はありません。  

  

  

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 第１四半期連結会計期間より、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」

（実務対応報告第18号 平成18年５月17日）を適用しております。 

  なお、これによる損益への影響はありません。  

  

  

３．連結業績予想に関する定性的情報

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
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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３四半期連結会計期間末
(平成21年10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21年１月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,464,282 1,393,771

受取手形及び売掛金 389,601 295,888

その他 39,855 40,722

貸倒引当金 △3,030 △2,314

流動資産合計 1,890,708 1,728,067

固定資産   

有形固定資産 125,147 136,807

無形固定資産 57,751 55,705

投資その他の資産 61,420 58,023

固定資産合計 244,320 250,536

資産合計 2,135,028 1,978,604

負債の部   

流動負債   

買掛金 35,503 15,327

未払法人税等 98,695 112,253

賞与引当金 10,552 －

その他 106,288 97,884

流動負債合計 251,040 225,465

固定負債   

役員退職慰労引当金 15,028 16,606

その他 4,823 4,473

固定負債合計 19,851 21,079

負債合計 270,892 246,545

純資産の部   

株主資本   

資本金 87,232 87,232

資本剰余金 118,032 118,032

利益剰余金 1,853,965 1,723,245

自己株式 △188,683 △188,683

株主資本合計 1,870,546 1,739,826

評価・換算差額等   

為替換算調整勘定 △6,410 △7,768

評価・換算差額等合計 △6,410 △7,768

純資産合計 1,864,136 1,732,058

負債純資産合計 2,135,028 1,978,604
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（２）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）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年２月１日 
 至 平成21年10月31日) 

売上高 1,673,535

売上原価 933,014

売上総利益 740,520

販売費及び一般管理費 310,710

営業利益 429,810

営業外収益  

受取利息 1,335

為替差益 1,063

その他 1,778

営業外収益合計 4,177

営業外費用  

売上割引 3,504

営業外費用合計 3,504

経常利益 430,483

税金等調整前四半期純利益 430,483

法人税、住民税及び事業税 190,460

法人税等の更正、決定等による納付税額又は還付税
額

△19,838

法人税等調整額 △4,922

法人税等合計 165,699

四半期純利益 264,784
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（第３四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成21年８月１日 
 至 平成21年10月31日) 

売上高 630,264

売上原価 336,957

売上総利益 293,306

販売費及び一般管理費 106,285

営業利益 187,020

営業外収益  

受取利息 309

為替差益 315

その他 864

営業外収益合計 1,489

営業外費用  

売上割引 1,141

営業外費用合計 1,141

経常利益 187,368

税金等調整前四半期純利益 187,368

法人税、住民税及び事業税 84,139

法人税等調整額 △6,335

法人税等合計 77,804

四半期純利益 109,564

(株）エプコ　（2311）　平成22年１月期第３四半期決算短信

-　　7　　-



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年２月１日 
 至 平成21年10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利益 430,483

減価償却費 39,050

売上債権の増減額（△は増加） △93,530

仕入債務の増減額（△は減少） 20,176

その他 19,706

小計 415,887

利息及び配当金の受取額 1,355

法人税等の支払額 △204,060

法人税等の還付額 19,838

営業活動によるキャッシュ・フロー 233,020

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形固定資産の取得による支出 △14,146

無形固定資産の取得による支出 △14,541

その他 △1,137

投資活動によるキャッシュ・フロー △29,825

財務活動によるキャッシュ・フロー  

配当金の支払額 △133,046

財務活動によるキャッシュ・フロー △133,046

現金及び現金同等物に係る換算差額 363

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 70,510

現金及び現金同等物の期首残高 1,393,771

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,464,282
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 該当事項はありません。 

  

当第３四半期連結会計期間（自平成21年８月１日 至平成21年10月31日） 

   

当第３四半期連結累計期間（自平成21年２月１日 至平成21年10月31日） 

 （注）１．事業区分は、サービスの種類、性質、販売市場等の類似性を考慮して決定しております。 

２．各事業の主要なサービスの内容 

(1)建築設備設計コンサルティング……低層住宅の建築設備の調査・設計・積算受託業務とそれに伴う設備部

材・工法のコンサルティング業務及び設備工業化部材の加工情報提供

業務並びにカスタマーセンター受託業務 

(2)建築設備申請監理      ……建築設備工事の官公庁申請・監理業務の受託 

  

  

当第３四半期連結会計期間（自平成21年８月１日 至平成21年10月31日）及び当第３四半期連結累計期間（自平

成21年２月１日 至平成21年10月31日） 

 本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情報の

記載を省略しております。  

  

  

当第３四半期連結会計期間（自平成21年８月１日 至平成21年10月31日）及び当第３四半期連結累計期間（自平

成21年２月１日 至平成21年10月31日） 

 海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。  

  

  

 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〕

  
建築設備設計
コンサルティ
ング（千円） 

建築設備申請
監理（千円） 

計（千円） 
消去又は全社 
（千円） 

連結（千円） 

売上高           

(1) 外部顧客に対する売上高  546,216  84,047  630,264  －  630,264

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  －  － ( ) －  －

計  546,216  84,047  630,264 ( ) －  630,264

営業利益  204,805  18,538  223,343 ( ) 36,322  187,020

  
建築設備設計
コンサルティ
ング（千円） 

建築設備申請
監理（千円） 

計（千円） 
消去又は全社 
（千円） 

連結（千円） 

売上高           

(1) 外部顧客に対する売上高  1,469,580  203,954  1,673,535  －  1,673,535

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  －  － ( ) －  －

計  1,469,580  203,954  1,673,535 ( ) －  1,673,535

営業利益  503,100  32,724  535,824 ( ) 106,013  429,810

〔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
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「参考資料」  

前年同四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

前第３四半期連結累計期間  

  

科目 

前同四半期連結累計期間 
（自平成20年２月１日 

  至平成20年10月31日） 

金額（百万円） 

Ⅰ 売上高  1,495

Ⅱ 売上原価  840

売上総利益  654

Ⅲ 販売費及び一般管理費  286

営業利益  368

Ⅳ 営業外収益  15

Ⅴ 営業外費用  5

経常利益  377

Ⅵ 特別利益  －

Ⅶ 特別損失  0

税金等調整前四半期純利益  377

税金費用  141

四半期純利益  236
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前第３四半期連結累計期間 

  

（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

  
前同四半期連結累計期間 
（自平成20年２月１日 

  至平成20年10月31日） 

区分 金額（百万円） 

Ⅰ 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利
益  

 377

減価償却費   39

売上債権の増加額   △22

仕入債務の減少額  △4

その他    23

小計  414

法人税等の支払額   △174

法人税等の還付額  19

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 259

Ⅱ 投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

  

有形固定資産の取得による
支出  

 △29

無形固定資産の取得による
支出  

 △12

その他   △11

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 △53

Ⅲ 財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

     

自己株式の取得による支出  △53

自己株式の処分による収
入  

 5

配当金の支払額   △134

財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 △182

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る
換算差額 

 △0

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加
額 

 22

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首
残高 

 1,252

Ⅶ 現金及び現金同等物の四半
期末残高 

 1,274
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 前第３四半期連結累計期間（自平成20年２月１日 至平成20年10月31日）        （単位：百万円）

 （注）１．事業区分は、サービスの種類、性質、販売市場等の類似性を考慮して決定しております。 

２．各事業の主要なサービスの内容 

(1)建築設備設計コンサルティング……低層住宅の建築設備の調査・設計・積算受託業務とそれに伴う設備部

材・工法のコンサルティング業務及び設備工業化部材の加工情報提供

業務並びにカスタマーセンター受託業務 

(2)建築設備申請監理      ……建築設備工事の官公庁申請・監理業務の受託 

  

  

前第３四半期連結累計期間（自平成20年２月１日 至平成20年10月31日） 

 本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情報の

記載を省略しております。 

  

前第３四半期連結累計期間（自平成20年２月１日 至平成20年10月31日） 

 海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。  

  

（３）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

  
建築設備設計
コンサルティ
ング 

建築設備申請
監理 

計 消去又は全社 連結 

売上高           

(1) 外部顧客に対する売上高  1,329  165  1,495  －  1,495

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  －  －  －  －

計  1,329  165  1,495  －  1,495

営業費用  884  140  1,025  101  1,127

営業利益  445  24  469  (101)  368

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕
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（１）販売の状況（連結）  

 （注）1.本表の金額には、消費税等は含まれておりません。 

    2.セグメント間の取引はありません。 

   

（２）設計受託戸数の推移  

 建築設備設計コンサルティング事業における設計受託戸数の推移は、下記のとおりであります。 

 （注）① 「Ａ 設計」・・・当社の設計サービスをフルラインで提供している場合の設計を表し、主に平均単価20千

円／棟以上の設計であります。  

 
  屋内給水給湯設計サービスから工事発注積算サービスまでフルライン提供。 

  

② 「Ｂ 設計」・・・当社の設計サービスのうち一部を限定的に提供している場合の設計を表し、主に平均単

価20千円／棟未満の設計であります。 

 
  屋内給水給湯設計サービスのみ提供。 

  

６．その他の情報

  （単位：千円）

事業の種類別セグメントの名称 

前第３四半期連結累計期間 
（自 平成20年２月１日 
至 平成20年10月31日） 

当第３四半期連結累計期間 
（自 平成21年２月１日 
至 平成21年10月31日） 

金額 構成比 金額 構成比 

建築設備設計

コンサルティ

ング事業 

    ％   ％ 

設備設計・積算業務の受託   990,227   66.2   1,133,799   67.8

建築設備に関するコンサルティング   59,415   4.0   48,950   2.9

部材加工情報の提供   96,432   6.4   118,844   7.1

カスタマーセンターサービス   183,748   12.3   167,985   10.0

小計   1,329,823   88.9   1,469,580   87.8

建築設備申請

監理事業 
官公庁申請監理業務の受託   165,311   11.1   203,954   12.2

合計   1,495,134   100.0   1,673,535   100.0

項目 

前第３四半期連結累計期間 
自 平成20年２月１日 
至 平成20年10月31日 

当第３四半期連結累計期間 
自 平成21年２月１日 
至 平成21年10月31日 

受託戸数 
（戸） 

構成比 
（％） 

前期比 
（％） 

受託戸数 
（戸） 

構成比 
（％） 

前期比 
（％） 

Ａ 設計  18,323  47.7 +7.5   20,909   46.7 +14.1 

Ｂ 設計  20,121  52.3 +0.5   23,872   53.3 +18.6 

合計  38,444  100.0 +3.7   44,781   100.0 +16.5 

(株）エプコ　（2311）　平成22年１月期第３四半期決算短信

-　　13　　-


	2201 3Q_決算短信_1.表紙.pdf
	2201 3Q_決算短信_2.XBRLの前-2
	2201 3Q_決算短信_3.XBRL
	2201 3Q_決算短信_4.XBRLの後



