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1.  平成25年6月期第1四半期の連結業績（平成24年7月1日～平成24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 ％

25年6月期第1四半期 8,824 7.7 318 △61.0 385 △56.3 219 △48.9
24年6月期第1四半期 8,190 △24.5 815 △53.9 880 △51.9 429 △56.3

（注）包括利益 25年6月期第1四半期 301百万円 （16.5％） 24年6月期第1四半期 258百万円 （△76.2％）

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

25年6月期第1四半期 8.15 ―
24年6月期第1四半期 15.95 ―

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

25年6月期第1四半期 61,384 47,295 77.0 1,757.15
24年6月期 64,364 47,801 74.3 1,775.96
（参考） 自己資本   25年6月期第1四半期  47,295百万円 24年6月期  47,801百万円

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

24年6月期 ― 20.00 ― 30.00 50.00
25年6月期 ―
25年6月期（予想） 21.00 ― 31.00 52.00

3. 平成25年 6月期の連結業績予想（平成24年 7月 1日～平成25年 6月30日）  
（％表示は、通期は対前期、四半期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) 26,200 35.0 4,270 72.9 4,400 68.9 2,700 113.7 100.31
通期 50,000 12.7 7,700 17.9 8,000 16.5 4,900 32.9 182.05



(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 

（注）詳細は、添付資料Ｐ．３「２.サマリー情報（注記事項）に関する事項（３）会計方針の変更・会社の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。 

(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。 

※  注記事項

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   ：  有
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年6月期1Q 29,102,590 株 24年6月期 29,102,590 株
② 期末自己株式数 25年6月期1Q 2,186,680 株 24年6月期 2,186,571 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年6月期1Q 26,915,966 株 24年6月期1Q 26,916,238 株



  

1. 当四半期決算に関する定性的情報 ……………………………………………………  2 

(1) 連結経営成績に関する定性的情報 …………………………………………………  2 

(2) 連結財政状態に関する定性的情報 …………………………………………………  2 

(3) 連結業績予想に関する定性的情報 …………………………………………………  2 

2. サマリー情報(注記事項)に関する事項 ………………………………………………  3 

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ……………………………  3 

(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 

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 …………………………  3 

3. 四半期連結財務諸表 ……………………………………………………………………  4 

(1) 四半期連結貸借対照表 ………………………………………………………………  4 

(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 …………………………  6 

四半期連結損益計算書 ………………………………………………………………  6 

四半期連結包括利益計算書 …………………………………………………………  7 

(3) 継続企業の前提に関する注記 ………………………………………………………  8 

(4) セグメント情報等 ……………………………………………………………………  8 

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ………………………………  8 

  

○添付資料の目次

ショーボンドホールディングス㈱ (1414) 平成25年6月期 第1四半期決算短信

－1－



当第１四半期連結累計期間（平成24年７月１日～平成24年９月30日）の国内建設市場は、東日本大震

災の復旧・復興関連予算の執行が本格化しつつあるものの、震災地域以外の地方自治体の公共投資及び

民間の設備投資は低調に推移し、当社の補修・補強市場についても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0.9%減の10,826百万円となりました。売上

高については、期首受注残高が19,834百万円（前年同期比56.7%増）と大幅な増でスタートしました

が、国土交通省及び首都高速道路、ＮＥＸＣＯ等の大型工事の出来高進捗が想定以上に遅れたため、前

年同期比7.7%増の8,824百万円にとどまりました。この結果、当第１四半期末の受注残高は、前年同期

比41.8%増の21,836百万円となりました。 

損益については、出来高進捗が遅れたため、営業利益は318百万円（前年同期比497百万円減）、経常

利益は385百万円（前年同期比495百万円減）、四半期純利益は219百万円（前年同期比209百万円減）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2,979百万円減少し、61,384百万円

となり、負債は、2,473百万円減少し14,088百万円となりました。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、506百万円減少し

47,295百万円となりました。主な要因は剰余金の配当によるものです。 

  

通期（平成25年６月期）の連結業績予想につきましては、平成24年８月10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23年７月１日 
  至 平成23年９月30日)

当第１四半期連結累計期間
（自 平成24年７月１日 
  至 平成24年９月30日)

国内建設 10,591 10,396（  △1.8%）

その他 338 430（   27.0%）

合 計 10,930 10,826（  △0.9%）

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23年７月１日 
  至 平成23年９月30日)

当第１四半期連結累計期間
（自 平成24年７月１日 
  至 平成24年９月30日)

国内建設 7,851 8,394（    6.9%）

その他 338 430（   27.0%）

合 計 8,190 8,824（    7.7%）

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23年９月30日)
当第１四半期連結会計期間末 

（平成24年９月30日)

国内建設 15,397  21,836（   41.8%）

その他 ―  ―（     ―%）

合 計 15,397 21,836（   41.8%）

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
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更） 

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、平成24年７月

１日以後に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更してお

ります。 

これによる当第１四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微です。 

２．サマリー情報(注記事項)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24年６月30日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 8,682 7,004

受取手形・完成工事未収入金等 15,654 15,579

有価証券 12,916 11,210

未成工事支出金 2 30

その他のたな卸資産 558 580

繰延税金資産 229 325

その他 538 508

貸倒引当金 △14 △15

流動資産合計 38,566 35,223

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,746 3,699

機械装置及び運搬具（純額） 55 50

工具、器具及び備品（純額） 96 111

土地 8,706 8,706

建設仮勘定 － 14

有形固定資産合計 12,604 12,582

無形固定資産 186 169

投資その他の資産   

投資有価証券 9,982 10,310

繰延税金資産 1,417 1,383

その他 1,727 1,836

貸倒引当金 △121 △121

投資その他の資産合計 13,006 13,408

固定資産合計 25,797 26,160

資産合計 64,364 61,384

ショーボンドホールディングス㈱ (1414) 平成25年6月期 第1四半期決算短信

－4－



(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成24年６月30日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 10,932 9,330

未払法人税等 1,424 262

未成工事受入金 246 359

賞与引当金 － 374

役員賞与引当金 104 －

完成工事補償引当金 21 25

工事損失引当金 209 198

その他 1,443 1,298

流動負債合計 14,381 11,850

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 396 396

退職給付引当金 1,495 1,553

役員退職慰労引当金 17 16

その他 270 270

固定負債合計 2,180 2,237

負債合計 16,562 14,088

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 13,929 13,341

自己株式 △3,743 △3,743

株主資本合計 51,199 50,610

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 159 242

土地再評価差額金 △3,518 △3,518

為替換算調整勘定 △38 △40

その他の包括利益累計額合計 △3,397 △3,315

純資産合計 47,801 47,295

負債純資産合計 64,364 61,384
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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23年７月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年７月１日 
 至 平成24年９月30日) 

売上高 8,190 8,824

売上原価 6,622 7,712

売上総利益 1,568 1,112

販売費及び一般管理費 752 794

営業利益 815 318

営業外収益   

受取利息 31 29

受取配当金 3 0

受取保険金 8 33

その他 28 18

営業外収益合計 72 81

営業外費用   

支払手数料 3 3

賃貸費用 2 2

その他 1 8

営業外費用合計 7 14

経常利益 880 385

特別利益   

固定資産売却益 0 0

特別利益合計 0 0

特別損失   

固定資産除却損 7 0

役員退職慰労金 4 －

建物解体費用 5 －

その他 0 －

特別損失合計 17 0

税金等調整前四半期純利益 863 384

法人税、住民税及び事業税 494 276

法人税等調整額 △59 △110

法人税等合計 434 165

少数株主損益調整前四半期純利益 429 219

四半期純利益 429 219
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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23年７月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年７月１日 
 至 平成24年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 429 219

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △166 83

為替換算調整勘定 △4 △1

その他の包括利益合計 △170 81

四半期包括利益 258 301

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 258 301

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。 

  

Ⅰ 前第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) 

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。 

  

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間(自 平成24年７月１日 至 平成24年９月30日) 

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

－ 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

（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 8,394 430 8,824 － 8,824

(2)セグメント間の内部
売上高又は振替高

－ 451 451 △451 －

計 8,394 881 9,276 △451 8,824

セグメント利益 206 101 307 10 318

金額
（百万円）

セグメント間取引消去によるもの 44

セグメントに配分していない全社費用(注) △33

その他の調整額 △0

計 10

（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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