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1.  平成25年8月期第1四半期の連結業績（平成24年9月1日～平成24年11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8月期第1四半期 10,353 106.1 1,334 ― 1,326 ― 630 ―
24年8月期第1四半期 5,024 △2.3 112 △62.7 40 △84.5 △0 ―

（注）包括利益 25年8月期第1四半期 635百万円 （―％） 24年8月期第1四半期 1百万円 （△98.8％）

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8月期第1四半期 46.57 46.16
24年8月期第1四半期 △0.07 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年8月期第1四半期 21,539 3,921 18.0
24年8月期 18,452 3,691 19.8
（参考） 自己資本   25年8月期第1四半期  3,878百万円 24年8月期  3,647百万円

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8月期 ― 0.00 ― 30.00 30.00
25年8月期 ―
25年8月期（予想） 0.00 ― 30.00 30.00

3. 平成25年 8月期の連結業績予想（平成24年 9月 1日～平成25年 8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）

（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) 21,050 99.5 1,605 301.0 1,455 421.6 800 881.4 59.09
通期 45,220 75.5 3,833 155.9 3,533 174.5 1,943 117.9 143.52



(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  ：  有  
(注)詳細は、【添付資料】３ページ「２．サマリー情報(注記事項)に関する事項(２)四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」をご覧ください。 

(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は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、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
半期財務諸表のレビュー手続は終了していません。 

※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。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資
料２ページ「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

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年8月期1Q 13,538,850 株 24年8月期 13,538,100 株
② 期末自己株式数 25年8月期1Q 6,183 株 24年8月期 5,933 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年8月期1Q 13,532,186 株 24年8月期1Q 13,483,835 株
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当第１四半期連結累計期間における我が国経済は東日本大震災の影響による停滞から、復興需要等も

あり、緩やかな景気回復基調が見られたものの、欧州の債務危機による世界経済の下ぶれリスクや株式

市場の低迷、長期にわたる円高の影響などにより、景気の先行きは不透明な状況であります。 

 当社グループは、昨年７月１日から実施された太陽光発電を始めとした「再生可能エネルギーの全量

買取制度」により、産業用太陽光発電システムの需要が飛躍的に拡大することを見込んで、経営資源を

成長分野である太陽光発電システムを取り扱うグリーンエネルギー事業の強化に集中してまいりまし

た。具体的にはＥＰＣ（設計・調達・建設）事業会社である「㈱ウエストエネルギーソリューション」

の体制の大幅拡充をしております。 

 この結果、当第１四半期連結累計期間における当社グループの売上高は103億53百万円（前年同四半

期比106.1％増）、営業利益を13億34百万円（前年同四半期は１億12百万円）、経常利益を13億26百万

円（前年同四半期は40百万円）計上し、四半期純利益を６億30百万円（前年同四半期は四半期純損失98

万円）計上いたしました。 

  セグメント別の業績は次のとおりであります。 

① グリーンエネルギー事業 

「再生可能エネルギーの全量買取制度」の開始により、メガソーラーを含む産業用の太陽光発電シ

ステムの需要が飛躍的に拡大し、また従来からの住宅用太陽光発電システムについても、新築ビル

ダー向け販売が順調に増加してまいりました。 

 以上の結果、売上高は95億99百万円（前期比128.7％増）、営業利益は13億69百万円（前期同四

半期は１億12百万円）となりました。 

② エコリフォーム事業 

 エコリフォーム事業については、提携先住宅ストック、リフォームＯＢ顧客に対して、省エネ・

創エネ・蓄エネに直結するスマートハウス化の提案営業を推進してまいりました。 

 以上の結果、売上高は７億49百万円（前期比8.9％減）、営業利益は１億16百万円（前期比

12.4％減）となりました。 

③ その他の事業 

 その他事業の売上高は５百万円（前期比16.1％減）、営業利益は25万円（前期比95.6％減）とな

りました。  

  

当第１四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ、30億87百万円増加し、

215億39百万円となりました。また、負債につきましては、前連結会計年度末比28億57百万円増加し、

176億18百万円、純資産につきましては、前連結会計年度末比２億29百万円増加し39億21百万円となり

ました。主な内容は以下のとおりであります。 

（資産） 

 資産の増加の主な要因は、完成工事未収入金等売上債権の増加25億19百万円によるものであります。

（負債） 

 負債の増加の主な要因は、支払手形及び買掛金、工事未払金が合計25億円増加したことによるもので

あります。 

（純資産） 

 純資産の増加は、四半期純利益を６億30百万円計上した一方、配当金の支払４億５百万円によるもの

であります。 

  

平成25年８月期の連結業績予想につきましては、平成24年10月12日付「平成25年８月期 決算短信」

において公表した数値から変更はありません。 

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

（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。 

  

（法人税等の算定方法） 

 法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定

する方法によっております。   

  

（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９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。 

 なお、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額は軽微であります。 

  

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：千円）

前連結会計年度
(平成24年８月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成24年11月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 5,959,258 4,249,879

受取手形及び売掛金 269,373 411,924

完成工事未収入金 5,375,019 7,752,291

商品 1,391,526 929,480

販売用不動産 82,809 82,809

未成工事支出金 711,024 2,309,296

原材料及び貯蔵品 1,882 161,279

繰延税金資産 326,043 346,162

その他 1,021,362 1,199,098

貸倒引当金 △58,999 △52,257

流動資産合計 15,079,301 17,389,965

固定資産

有形固定資産 1,895,478 1,334,608

無形固定資産

のれん 164,314 112,704

その他 114,623 124,774

無形固定資産合計 278,938 237,478

投資その他の資産

投資有価証券 590,964 599,109

長期貸付金 159,608 144,157

繰延税金資産 131,606 9,543

その他 679,768 2,188,295

貸倒引当金 △363,156 △363,524

投資その他の資産合計 1,198,791 2,577,581

固定資産合計 3,373,207 4,149,669

資産合計 18,452,509 21,539,635
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（単位：千円）

前連結会計年度
(平成24年８月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成24年11月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 2,447,103 4,673,071

工事未払金 1,693,051 1,967,101

1年内償還予定の社債 177,000 177,000

短期借入金 4,838,310 4,638,271

未払法人税等 135,058 335,309

賞与引当金 30,073 62,000

その他 1,568,499 1,900,206

流動負債合計 10,889,095 13,752,960

固定負債

社債 334,500 283,500

長期借入金 3,435,859 3,467,612

資産除去債務 12,783 16,874

その他 88,688 97,462

固定負債合計 3,871,831 3,865,448

負債合計 14,760,926 17,618,408

純資産の部

株主資本

資本金 2,017,767 2,017,797

資本剰余金 724,995 725,025

利益剰余金 965,611 1,189,838

自己株式 △6,142 △6,434

株主資本合計 3,702,232 3,926,226

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △54,522 △47,859

その他の包括利益累計額合計 △54,522 △47,859

新株予約権 947 941

少数株主持分 42,925 41,917

純資産合計 3,691,582 3,921,226

負債純資産合計 18,452,509 21,539,635
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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：千円）

前第１四半期連結累計期間
(自 平成23年９月１日
至 平成23年11月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成24年９月１日
至 平成24年11月30日)

売上高 5,024,569 10,353,611

売上原価 3,491,188 7,260,663

売上総利益 1,533,380 3,092,948

販売費及び一般管理費 1,421,377 1,758,530

営業利益 112,003 1,334,417

営業外収益

受取利息 793 747

貸倒引当金戻入額 － 6,374

持分法による投資利益 756 －

受取手数料 － 46,635

その他 2,575 7,557

営業外収益合計 4,125 61,314

営業外費用

支払利息 39,360 37,704

貸倒引当金繰入額 2,236 －

持分法による投資損失 － 3,113

為替差損 － 10,636

シンジケートローン手数料 31,769 17,020

その他 2,185 1,094

営業外費用合計 75,552 69,569

経常利益 40,577 1,326,162

特別損失

固定資産売却損 － 140,377

特別損失合計 － 140,377

税金等調整前四半期純利益 40,577 1,185,785

法人税、住民税及び事業税 31,530 454,658

法人税等調整額 8,567 101,943

法人税等合計 40,097 556,602

少数株主損益調整前四半期純利益 479 629,183

少数株主利益又は少数株主損失（△） 1,464 △1,008

四半期純利益又は四半期純損失（△） △984 630,191
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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：千円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成23年９月１日
至 平成23年11月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成24年９月１日
至 平成24年11月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 479 629,183

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 1,221 6,663

その他の包括利益合計 1,221 6,663

四半期包括利益 1,700 635,846

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 236 636,854

少数株主に係る四半期包括利益 1,464 △1,008
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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９月１日  至  平成23年11月30日) 

１．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」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、戸建住宅の施工販売、建材業者へ

の材料販売等を含んでおります。 

２．セグメント利益の調整額△140,002千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用△140,002千円が含

まれております。全社費用は、主に当社グループ管理部門に係る費用であります。 

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おります。 

  

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

 該当事項はありません。 

  

Ⅱ  当第１四半期連結累計期間(自  平成24年９月１日  至  平成24年11月30日) 

１．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」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、建材業者への材料販売等を含んで

おります。 

２．セグメント利益の調整額△151,980千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。 

全社費用は、主に当社グループ管理部門に係る費用であります。 

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おります。 

  

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

 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：千円)

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

グリーンエネ
ルギー事業

エコリフォー
ム事業

計

売上高

  外部顧客への売上高 4,196,497 822,079 5,018,576 5,993 5,024,569 ─ 5,024,569

セグメント間の内部
売上高又は振替高

─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

計 4,196,497 822,079 5,018,576 5,993 5,024,569 ─ 5,024,569

セグメント利益 112,871 133,453 246,324 5,682 252,006 △140,002 112,003

(単位：千円)

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

グリーンエネ
ルギー事業

エコリフォー
ム事業

計

売上高

  外部顧客への売上高 9,599,365 749,218 10,348,583 5,028 10,353,611 ─ 10,353,611

セグメント間の内部
売上高又は振替高

─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

計 9,599,365 749,218 10,348,583 5,028 10,353,611 ─ 10,353,611

セグメント利益 1,369,290 116,856 1,486,146 251 1,486,398 △151,980 1,334,417
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前第１四半期連結累計期間(自  平成23年９月１日  至  平成23年11月30日) 

１．配当金支払額 

  

 
  

２．基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計

期間の末日後となるもの 

該当事項はありません。 

  

３．株主資本の著しい変動 

該当事項はありません。  

  

当第１四半期連結累計期間(自  平成24年９月１日  至  平成24年11月30日) 

１．配当金支払額 

  

 
  

２．基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計

期間の末日後となるもの 

該当事項はありません。 

  

３．株主資本の著しい変動 

該当事項はありません。  

  

  

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成23年11月25日 
定時株主総会

普通株式 269,626 30.00 平成23年８月31日 平成23年11月28日 利益剰余金

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成24年11月27日 
定時株主総会

普通株式 405,965 30.00 平成24年８月31日 平成24年11月28日 利益剰余金
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