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1. 平成26年9月期第1四半期の連結業績（平成25年10月1日～平成25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 ％

26年9月期第1四半期 2,695 15.7 △743 ― △717 ― △481 ―
25年9月期第1四半期 2,328 1.1 △499 ― △456 ― △303 ―

（注）包括利益 26年9月期第1四半期 △493百万円 （―％） 25年9月期第1四半期 △288百万円 （―％）

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

26年9月期第1四半期 △55.75 ―
25年9月期第1四半期 △33.56 ―

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

26年9月期第1四半期 20,839 9,659 44.5 1,073.19
25年9月期 19,405 10,217 50.7 1,139.05
（参考）自己資本 26年9月期第1四半期 9,280百万円 25年9月期 9,835百万円

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

25年9月期 ― 0.00 ― 8.00 8.00
26年9月期 ―
26年9月期（予想） 0.00 ― 8.00 8.00

3. 平成26年 9月期の連結業績予想（平成25年10月 1日～平成26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 22,800 2.4 800 △41.3 750 △46.1 400 △51.2 46.28



(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
②①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） 26年9月期1Q 9,416,000 株 25年9月期 9,416,000 株
② 期末自己株式数 26年9月期1Q 768,285 株 25年9月期 781,185 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年9月期1Q 8,642,890 株 25年9月期1Q 9,058,339 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では政府が2014年４月から消費税８%への引き上げを決定するとともに5.5兆円超の経

済対策を決定しました。この中にはインフラ老朽化対策など防災・減災対策、震災復興事業、東京五輪向け交通・

物流網の整備などが含まれており、引き続き建設業界に大きな役割が期待されるところです。2013年度予算は前倒

し発注が進んだこともあり当四半期連結累計期間では建設コンサルタント業界の受注も一段落いたしましたが、今

後見込まれる2014年度予算関連事業に対して人材確保が大きな課題となっております。当社グループにおいても国

内外とも着実な受注が見込まれており、人材確保に注力し事業ニーズに応えてまいります。これにより今期の目標

利益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55億14百万

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

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

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53億51百

万円（前年同四半期連結累計期間比 ％増）、売上高25億91百万円（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１億22百万円（前年同四半期連結累計期間比 ％減）、売上高96百万円（同

％増）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40百万円（前年同四半期連結累計期間比 ％増）、売上高７百万円（同

％減）となりました。 

  

（２）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成25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

15.5 26億95 15.7

7億43 ４億99 ７億17

４億56 ４億81

３億３

16.1 15.8

7.0

25.3

16.6

49.0

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25年９月30日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,600 4,720

受取手形及び完成業務未収入金 1,850 1,248

有価証券 76 76

商品 6 2

原材料及び貯蔵品 73 91

未成業務支出金 4,322 6,952

繰延税金資産 287 558

その他 173 216

貸倒引当金 △17 △17

流動資産合計 12,374 13,849

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,620 1,602

土地 1,987 1,987

リース資産（純額） 97 91

その他（純額） 220 211

有形固定資産合計 3,925 3,893

無形固定資産   

のれん 431 394

その他 90 106

無形固定資産合計 522 500

投資その他の資産   

投資有価証券 464 474

差入保証金 535 537

保険積立金 522 523

長期預金 106 109

繰延税金資産 936 933

その他 144 153

貸倒引当金 △118 △125

投資損失引当金 △11 △9

投資その他の資産合計 2,582 2,596

固定資産合計 7,030 6,989

資産合計 19,405 20,839
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成25年９月30日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

業務未払金 929 1,021

短期借入金 500 1,775

1年内返済予定の長期借入金 652 638

未払法人税等 158 52

未払消費税等 131 7

未払費用 888 591

未成業務受入金 2,520 3,566

リース債務 22 20

受注損失引当金 61 130

その他 288 398

流動負債合計 6,153 8,201

固定負債   

長期借入金 1,114 1,019

リース債務 81 76

退職給付引当金 1,826 1,846

負ののれん 8 6

未払役員退職慰労金 1 1

その他 1 26

固定負債合計 3,034 2,977

負債合計 9,187 11,179

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,107 3,107

資本剰余金 4,871 4,873

利益剰余金 2,024 1,473

自己株式 △235 △230

株主資本合計 9,767 9,223

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 49 62

繰延ヘッジ損益 － △22

為替換算調整勘定 18 16

その他の包括利益累計額合計 67 57

少数株主持分 381 379

純資産合計 10,217 9,659

負債純資産合計 19,405 20,839
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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24年10月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年10月１日 
 至 平成25年12月31日) 

売上高 2,328 2,695

売上原価 1,628 2,106

売上総利益 700 589

販売費及び一般管理費 1,200 1,332

営業損失（△） △499 △743

営業外収益   

受取利息 0 0

受取配当金 1 1

為替差益 56 25

雑収入 9 14

営業外収益合計 68 42

営業外費用   

支払利息 24 15

雑損失 0 0

営業外費用合計 24 16

経常損失（△） △456 △717

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（△） △465 △717

法人税、住民税及び事業税 25 24

法人税等調整額 △178 △260

法人税等合計 △153 △236

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △312 △480

少数株主利益又は少数株主損失（△） △8 0

四半期純損失（△） △303 △481

㈱長大　（9624）　平成26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24年10月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年10月１日 
 至 平成25年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △312 △480

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 20 13

繰延ヘッジ損益 － △22

為替換算調整勘定 3 △3

その他の包括利益合計 23 △12

四半期包括利益 △288 △493

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △281 △492

少数株主に係る四半期包括利益 △6 △0
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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１四半期連結累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  5,351  16.1  21,434  31.2

サービスプロバイダ事業  122  △7.0  122  0.8

プロダクツ事業  40  16.6  108  2.5

合計  5,514  15.5  21,665  30.8

セグメントの名称 
当第１四半期連結累計期間 
（自 平成25年10月１日 
至 平成25年12月31日） 

前年同四半期比（％） 

コンサルタント事業（百万円）  2,591  15.8

サービスプロバイダ事業（百万円）  96  25.3

プロダクツ事業（百万円）  7  △49.0

合計（百万円）  2,695  15.7
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