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1.  平成24年6月期第1四半期の連結業績（平成23年7月1日～平成23年9月30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 ％

24年6月期第1四半期 8,190 △24.5 815 △53.9 880 △51.9 429 △56.3
23年6月期第1四半期 10,851 27.6 1,771 77.7 1,831 75.2 981 81.3

（注）包括利益 24年6月期第1四半期 258百万円 （△76.2％） 23年6月期第1四半期 1,084百万円 （―％）

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

24年6月期第1四半期 15.95 ―
23年6月期第1四半期 35.82 ―

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

24年6月期第1四半期 55,312 44,810 81.0 1,664.82
23年6月期 58,410 45,225 77.4 1,680.22
（参考） 自己資本   24年6月期第1四半期  44,810百万円 23年6月期  45,225百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無  
 

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

23年6月期 ― 20.00 ― 25.00 45.00
24年6月期 ―
24年6月期（予想） 20.00 ― 26.00 46.00

3.  平成24年6月期の連結業績予想（平成23年7月1日～平成24年6月30日） 
（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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

第2四半期(累計) 20,000 △15.7 3,070 △21.3 3,200 △20.8 1,850 △24.1 68.73
通期 48,600 2.5 7,700 0.5 8,000 0.1 4,800 0.3 178.33



(1) 当四半期連結累計期間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) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期連結財務諸表のレビュー手続は終了しております。 

※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予想等の将来に関する記述は、本資料の発表日現在において入手可能な情報から得られた判断に基づいており、実際の業績
は、様々な要素により記載の予想数値とは異なる結果となる可能性があります。 
 なお、業績予想の前提となる条件等については、添付資料Ｐ．２「１．当四半期決算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」をご覧くださ
い。 

4.  その他

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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年6月期1Q 29,102,590 株 23年6月期 29,102,590 株
② 期末自己株式数 24年6月期1Q 2,186,404 株 23年6月期 2,186,342 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年6月期1Q 26,916,238 株 23年6月期1Q 27,399,045 株
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当第１四半期連結累計期間（平成23年７月１日～平成23年９月30日）の国内建設市場は、公共投資の

発注遅れ等により低調に推移しており、東日本大震災による第1次、2次の補正予算についても復旧投資

の色合いが強く、本格的な復興投資は第3次補正予算以降となるため、当社をとりまく受注環境は依然

厳しい状況が続きました。 

このような環境の中、当社グループの受注高は前年同期比8.9%減の10,930百万円となりました。売上

高については、期首の受注残高が前期比3,836百万円の減であったため、前年同期比24.5%減の8,190百

万円となりました。 

損益については、売上高の減少により営業利益は815百万円（前年同期比955百万円減）、経常利益は

880百万円（前年同期比950百万円減）となり、四半期純利益は429百万円（前年同期比552百万円減）と

なりました。 

  

各セグメントにおける、受注実績、売上実績及び受注残高は次の通りです。 

 
  

当第１四半期連結会計期間の総資産は、前連結会計年度末に比べ3,098百万円減少し、55,312百万円

となり、負債は、2,683百万円減少し10,501百万円となりました。主な要因は現金預金及び有価証券の

減少と支払手形・工事未払金等及び未払法人税等の減少によるものです。純資産は、414百万円減少し

44,810百万円となりました。主な要因は利益剰余金及びその他有価証券評価差額金の減少によるもので

す。 

  

通期（平成24年６月期）の連結業績予想につきましては、平成23年８月９日の決算発表時に公表した数

値から変更ありません。 

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）連結経営成績に関する定性的情報

受注実績 （単位：百万円）

区 分
前第１四半期連結累計期間
（自 平成22年７月１日 
  至 平成22年９月30日)

当第１四半期連結累計期間
（自 平成23年７月１日 
  至 平成23年９月30日)

国内建設 11,641 10,591（  △9.0%）

その他 357 338（  △5.3%）

合 計 11,999 10,930（  △8.9%）

表中の百分率は、対前年増減率

売上実績 （単位：百万円）

区 分
前第１四半期連結累計期間
（自 平成22年７月１日 
  至 平成22年９月30日)

当第１四半期連結累計期間
（自 平成23年７月１日 
  至 平成23年９月30日)

国内建設 10,493 7,851（ △25.2%）

その他 357 338（  △5.3%）

合 計 10,851 8,190（ △24.5%）

表中の百分率は、対前年増減率

受注残高 （単位：百万円）

区 分
前第１四半期連結会計期間末

（平成22年９月30日)
当第１四半期連結会計期間末 

（平成23年９月30日)

国内建設 17,642 15,397（ △12.7%）

その他 ―  ―（     ―%）

合 計 17,642 15,397（ △12.7%）

表中の百分率は、対前年増減率

（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

ショーボンドホールディングス㈱ (1414) 平成24年6月期 第1四半期決算短信

－2－



該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

２．サマリー情報(その他)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成23年６月30日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 7,310 5,132

受取手形・完成工事未収入金等 12,508 11,558

有価証券 11,970 10,914

未成工事支出金 6 27

その他のたな卸資産 680 709

繰延税金資産 210 249

その他 842 1,157

貸倒引当金 △74 △69

流動資産合計 33,456 29,680

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,819 3,784

機械装置及び運搬具（純額） 49 47

工具、器具及び備品（純額） 134 121

土地 8,706 8,706

建設仮勘定 11 －

有形固定資産合計 12,722 12,660

無形固定資産 110 111

投資その他の資産   

投資有価証券 8,992 9,505

繰延税金資産 1,487 1,620

その他 1,794 1,885

貸倒引当金 △152 △151

投資その他の資産合計 12,121 12,859

固定資産合計 24,954 25,632

資産合計 58,410 55,312
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成23年６月30日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 7,696 6,051

未払法人税等 1,891 454

未成工事受入金 663 404

賞与引当金 － 358

役員賞与引当金 35 －

完成工事補償引当金 30 24

工事損失引当金 27 26

災害損失引当金 12 －

その他 795 1,094

流動負債合計 11,154 8,415

固定負債   

繰延税金負債 0 0

土地再評価に係る繰延税金負債 452 452

退職給付引当金 1,279 1,337

役員退職慰労引当金 24 21

その他 274 274

固定負債合計 2,031 2,086

負債合計 13,185 10,501

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,000 5,000

資本剰余金 36,013 36,013

利益剰余金 11,453 11,209

自己株式 △3,742 △3,742

株主資本合計 48,723 48,479

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 113 △52

土地再評価差額金 △3,574 △3,574

為替換算調整勘定 △37 △41

その他の包括利益累計額合計 △3,498 △3,669

純資産合計 45,225 44,810

負債純資産合計 58,410 55,312
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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１四半期連結累計期間 

(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年７月１日 
 至 平成23年９月30日) 

売上高 10,851 8,190

売上原価 8,380 6,622

売上総利益 2,470 1,568

販売費及び一般管理費 699 752

営業利益 1,771 815

営業外収益   

受取利息 34 31

受取配当金 2 3

その他 31 37

営業外収益合計 69 72

営業外費用   

支払手数料 3 3

賃貸費用 1 2

その他 3 1

営業外費用合計 9 7

経常利益 1,831 880

特別利益   

固定資産売却益 － 0

投資有価証券償還益 191 －

特別利益合計 191 0

特別損失   

固定資産除却損 1 7

投資有価証券評価損 280 －

役員退職慰労金 － 4

建物解体費用 － 5

その他 5 0

特別損失合計 286 17

税金等調整前四半期純利益 1,735 863

法人税、住民税及び事業税 888 494

法人税等調整額 △134 △59

法人税等合計 754 434

少数株主損益調整前四半期純利益 981 429

四半期純利益 981 429
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 四半期連結包括利益計算書 
 第１四半期連結累計期間 

(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年７月１日 
 至 平成23年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 981 429

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 107 △166

為替換算調整勘定 △4 △4

その他の包括利益合計 103 △170

四半期包括利益 1,084 258

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 1,084 258

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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該当事項はありません。 

  

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

 
（注)１ 「その他」には、「海外建設」、「製品製造事業」を含んでいます。 

２ セグメント利益の調整額の内訳は次の通りです。 

 
（注）グループ全体の経営管理に係る一般管理費です。 

３ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っています。 

  

該当事項はありません。 

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

（単位：百万円）

報告セグメント その他
(注１)

合計
調整額 
(注２)

四半期連結損益
計算書計上額 

(注３)国内建設

売上高

(1)外部顧客への売上高 7,851 338 8,190 － 8,190

(2)セグメント間の内部
売上高又は振替高

0 453 453 △453 －

計 7,851 792 8,644 △453 8,190

セグメント利益 715 85 801 14 815

金額
（百万円）

セグメント間取引消去によるもの 41

セグメントに配分していない全社費用(注) △36

その他の調整額 9

計 14

（５）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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