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1.  平成25年9月期第1四半期の連結業績（平成24年10月1日～平成24年12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 ％

25年9月期第1四半期 2,328 1.1 △499 ― △456 ― △303 ―
24年9月期第1四半期 2,303 287.9 △875 ― △882 ― △903 ―

（注）包括利益 25年9月期第1四半期 △288百万円 （―％） 24年9月期第1四半期 △933百万円 （―％）

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

25年9月期第1四半期 △33.56 ―
24年9月期第1四半期 △99.75 ―

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9月期第1四半期 19,932 9,163 44.1 971.44
24年9月期 18,245 9,489 50.0 1,006.49
（参考） 自己資本   25年9月期第1四半期  8,799百万円 24年9月期  9,117百万円

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9月期 ― 0.00 ― 4.00 4.00
25年9月期 ―
25年9月期（予想） 0.00 ― 8.00 8.00

3. 平成25年 9月期の連結業績予想（平成24年10月 1日～平成25年 9月30日）  
（％表示は、対前期増減率）

（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

通期 20,000 2.0 600 551.2 500 ― 200 △39.8 22.08



(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は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続きの対象外であり、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きは終了しておりません。 

※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。 

※  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   ：  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） 25年9月期1Q 9,416,000 株 24年9月期 9,416,000 株
② 期末自己株式数 25年9月期1Q 357,975 株 24年9月期 357,557 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年9月期1Q 9,058,339 株 24年9月期1Q 9,059,126 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期連結累計期間においては３年ぶりに政権交代があり、新政権内閣は経済再生を掲げ、経済政策の基

本方針の一つとして機動的な財政政策への取組みを宣言しました。このため、2012年度補正予算と2013年度予算を

一体とした15ヶ月予算として切れ目の無い予算執行を進めることとして公共事業としては震災復興をはじめインフ

ラの防災・減災対策、老朽化対策に力を入れようとしております。このような新政権の方針に対して建設コンサル

タント業界はインフラを通じて国民の安全と安心を支える本来の役割を一層強く期待されるところであります。 

 当社グループは震災復興への貢献を 重要課題の一つとして取組んでおり、当連結会計年度においても、前年実

績を上回る受注を見込んでおります。 

 今後増大が予想される公共事業に対する需要に対して、グループを挙げて体制を整えて受注を確保し、目標利益

の達成に取組んでまいります。 

 なお、当社グループの売上高は、受注の大半が官需という特性により、第２四半期以降に偏る傾向があります。

 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全体の業績といたしましては、受注高は47億74百万

円（前年同四半期連結累計期間比 ％減）売上高は 百万円（同 ％増）となりました。 

 利益面では、営業損失 万円（前年同四半期連結累計期間 百万円の営業損失）、経常損失 万円

（前年同四半期連結累計期間 百万円の経常損失）、四半期純損失 百万円（前年同四半期連結累計期間

百万円の四半期純損失）となりました。 

 事業の種類別セグメントの概況は次のとおりであります。 

〔コンサルタント事業〕 

 当社グループの主力事業でありますコンサルタント事業の当第１四半期連結累計期間の状況は、受注高46億８百

万円（前年同四半期連結累計期間比 ％減）、売上高22億37百万円（同 ％増）となりました。 

〔サービスプロバイダ事業〕 

 当第１四半期連結累計期間の受注高１億31百万円（前年同四半期連結累計期間比 ％増）、売上高77百万円

（同 ％減）となりました。 

〔プロダクツ事業〕 

 当第１四半期連結累計期間の受注高34百万円（前年同四半期連結累計期間比 ％増）、売上高14百万円（同

％増）となりました。 

   

（２）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成24年11月14日に公表いたしました連結業績予想の修正は行っておりません。 

  

  

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

 該当事項はありません。 

  

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 該当事項はありません。 

  

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

 該当事項はありません。 

  

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

16.8 23億28 1.1

４億99 ８億75 ４億56

８億82 ３億３

９億３

18.2 1.0

34.4

13.2

437.9

3,516.9

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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４．四半期連結財務諸表 
（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９月30日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,642 4,714

受取手形及び完成業務未収入金 2,126 1,352

未成業務支出金 3,520 5,647

繰延税金資産 436 599

その他 437 332

貸倒引当金 △20 △23

流動資産合計 11,142 12,621

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,560 1,595

土地 1,987 1,987

その他（純額） 151 280

有形固定資産合計 3,699 3,863

無形固定資産   

のれん 580 543

その他 85 80

無形固定資産合計 665 624

投資その他の資産   

投資有価証券 501 527

差入保証金 578 632

保険積立金 521 522

長期預金 100 100

繰延税金資産 1,010 1,016

その他 124 133

貸倒引当金 △98 △107

投資その他の資産合計 2,737 2,823

固定資産合計 7,102 7,311

資産合計 18,245 19,932
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成24年９月30日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

業務未払金 1,127 1,139

1年内償還予定の社債 45 45

短期借入金 818 2,434

1年内返済予定の長期借入金 633 427

未払法人税等 121 65

未払費用 472 456

未成業務受入金 2,004 2,924

受注損失引当金 177 78

その他 319 215

流動負債合計 5,720 7,786

固定負債   

長期借入金 1,363 1,270

退職給付引当金 1,640 1,685

負ののれん 13 12

その他 16 13

固定負債合計 3,035 2,982

負債合計 8,755 10,768

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,107 3,107

資本剰余金 4,871 4,871

利益剰余金 1,240 900

自己株式 △88 △88

株主資本合計 9,131 8,790

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △6 13

為替換算調整勘定 △6 △4

その他の包括利益累計額合計 △13 8

少数株主持分 372 364

純資産合計 9,489 9,163

負債純資産合計 18,245 19,932
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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10月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年10月１日 
 至 平成24年12月31日) 

売上高 2,303 2,328

売上原価 1,983 1,628

売上総利益 319 700

販売費及び一般管理費 1,195 1,200

営業損失（△） △875 △499

営業外収益   

受取利息 1 0

受取配当金 1 1

為替差益 － 56

雑収入 17 9

営業外収益合計 19 68

営業外費用   

支払利息 22 24

雑損失 4 0

営業外費用合計 26 24

経常損失（△） △882 △456

特別利益   

固定資産売却益 0 －

保険差益 28 －

特別利益合計 28 －

特別損失   

固定資産除却損 － 9

特別損失合計 － 9

税金等調整前四半期純損失（△） △853 △465

法人税、住民税及び事業税 20 25

法人税等調整額 37 △178

法人税等合計 58 △153

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △911 △312

少数株主損失（△） △8 △8

四半期純損失（△） △903 △303

㈱長大　（9624）　平成25年９月期　第１四半期決算短信

－5－



（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10月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年10月１日 
 至 平成24年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △911 △312

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △4 20

為替換算調整勘定 △17 3

その他の包括利益合計 △22 23

四半期包括利益 △933 △288

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △919 △281

少数株主に係る四半期包括利益 △14 △6
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 該当事項はありません。  

   

   

 該当事項はありません。 

   

   

(1）受注状況 

当第１四半期連結会計期間の受注状況をセグメントごとに示すと、つぎのとおりであります。 

 （注） 金額は販売価格によっており、消費税等が含まれておりません。 

(2）販売実績 

当第１四半期連結累計期間の販売実績をセグメントごとに示すと、つぎのとおりであります。 

 （注）１．上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

２．セグメント間の取引については相殺消去しております。  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

４．補足情報

受注及び販売の状況

セグメントの名称 受注高（百万円） 
前年同四半期比

（％） 
受注残高（百万円） 

前年同四半期比
（％） 

コンサルタント事業  4,608  △18.2  16,341  12.3

サービスプロバイダ事業  131  34.4  121  79.6

プロダクツ事業  34  437.9  106  484.4

合計  4,774  △16.8  16,569  13.2

セグメントの名称 
当第１四半期連結累計期間 
（自 平成24年10月１日 
至 平成24年12月31日） 

前年同四半期比（％） 

コンサルタント事業（百万円）  2,237  1.0

サービスプロバイダ事業（百万円）  77  △13.2

プロダクツ事業（百万円）  14  3,516.9

合計（百万円）  2,328  1.1
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