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1. 平成26年8月期第1四半期の連結業績（平成25年9月1日～平成25年11月30日） 

(注) 当社は平成25年９月１日付で、普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定 
   して、１株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益を算定しております。 
   平成26年８月期第１四半期の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益につきましては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

(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8月期第1四半期 11,671 12.7 1,218 △8.7 1,139 △14.1 600 △4.6
25年8月期第1四半期 10,353 106.1 1,334 ― 1,326 ― 630 ―

（注）包括利益 26年8月期第1四半期 605百万円 （△4.8％） 25年8月期第1四半期 635百万円 （―％）

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8月期第1四半期 22.09 ―
25年8月期第1四半期 23.28 23.08

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年8月期第1四半期 32,801 6,245 18.9
25年8月期 30,667 6,456 20.9
（参考）自己資本 26年8月期第1四半期 6,205百万円 25年8月期 6,416百万円

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 
   当社は平成25年９月１日付で、普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。平成25年８月期につきましては、当該株式分割前の実際の 
   配当額を記載しております。 

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8月期 ― 0.00 ― 60.00 60.00
26年8月期 ―
26年8月期（予想） 0.00 ― 30.00 30.00

3. 平成26年 8月期の連結業績予想（平成25年 9月 1日～平成26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 
   当社は平成25年９月１日付で、普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。業績予想の「１株当たり当期純利益」につきましては、当該 
   株式分割後の発行済株式数（自己株式数を除く）により算定しております。 

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) 34,301 49.0 4,162 35.3 4,042 53.2 2,224 61.5 81.75
通期 73,611 39.6 8,457 31.3 8,217 39.9 4,520 44.7 166.15



(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） 

(注) 当社は平成25年９月１日付で、普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと 
   仮定して、期末発行済株式数、期末自己株式数及び期中平均株式数を算定しております。 

※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、四半期
決算短信（添付資料）２ページ「１．当四半期決算に関する定性的情報（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。 

※ 注記事項

新規 ―社 （社名） 、 除外 1社 （社名） 第１ウエストグループ合同会社

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8月期1Q 27,235,200 株 25年8月期 27,220,500 株
② 期末自己株式数 26年8月期1Q 16,166 株 25年8月期 16,166 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年8月期1Q 27,209,180 株 25年8月期1Q 27,064,372 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、現政権下での経済政策や金融緩和政策の進捗を背

景に、輸出の回復や個人消費の持ち直しなど緩やかな景気回復の兆しが見られました。また、円安・株

高による景況感も好転しつつありますが、海外経済の下振れ懸念や消費税率の引き上げ決定、雇用環境

の改善が進まないことなどにより、国内景気の先行きには不透明感が残されております。  

このような状況の中、当社グループは、「再生可能エネルギーの全量買取制度」及び「環境関連投資

促進税制」等、再生可能エネルギー推進のための積極的な政府施策の影響を受け、住宅分野からメガソ

ーラー発電所（大規模太陽光発電所）等の産業用分野までの太陽光発電システム需要が幅広く拡大する

中で、経営資源を一層集中し、幅広い顧客層に向けて材料調達・施工・販売など広範囲に事業を展開い

たしました。 

また、従来から行っている住宅用太陽光発電システムのアフターサービス・メンテナンス業務に加

え、市場が急速に拡大しているメガソーラー及び産業用太陽光発電システムのＯ＆Ｍ（オペレーション

アンドメンテナンス）事業も積極的に推進してまいりました。 

 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116億71百万円（前年同四半

期比12.7％増）、営業利益を12億18百万円（前年同四半期比8.7％減）、経常利益を11億39百万円（前

年同四半期比14.1％減）計上し、四半期純利益を６億円（前年同四半期比4.6％減）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 

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は好調に推移しましたが、前年同期間か

らの大幅な円安進行を主因として材料価格が上昇したため、利益率が減少いたしました。 

以上の結果、売上高は115億12百万円（前年同四半期比19.9％増）、営業利益は14億62百万円

（前年同四半期比6.8％増）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、従来からの計画に従い人材を一層成長分野であるグリーンエネ

ルギー事業に集中したために売上高が減少しております。 

以上の結果、売上高は１億55百万円（前年同四半期比79.3％減）、営業利益は８百万円（前年同

四半期比92.4％減）となりました。 

③ その他の事業 

その他事業の売上高は３百万円（前年同四半期比31.8％減）、営業利益は49万円（前年同四半期

比96.4％増）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、21億34百万円増加し、

328億１百万円となりました。また、負債につきましては、前連結会計年度末比23億44百万円増加し、

265億56百万円、純資産につきましては、前連結会計年度末比２億10百万円減少し62億45百万円となり

ました。主な内容は以下のとおりであります。 

  資産の増加の主な要因は、商品の増加22億72百万円によるものであります。 

  負債の増加の主な要因は、借入金及び社債が34億23百万円増加、未成工事受入金及び前受金７億69

百万円増加、未払法人税等の支払による減少18億76百万円によるものであります。 

  純資産の減少は、四半期純利益を６億円計上した一方、配当金の支払８億16百万円によるものであ

ります。 

  

平成26年８月期の連結業績予想につきましては、平成25年10月15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）経営成績に関する説明

（２）財政状態に関する説明

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明
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第１ウエストグループ合同会社については、匿名組合契約事業が開始され同社の損益が匿名組合出資

者に帰属することが見込まれることから、当第１四半期連結会計期間より、「四半期連結財務諸表の用

語、様式及び作成方法に関する規則」第５条第１項第２号の規定に基づいて連結の範囲から除外してお

ります。 

  

    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(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25年８月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年11月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 11,695,796 12,306,711

受取手形及び売掛金 1,067,921 2,511,309

完成工事未収入金 9,217,529 6,576,214

商品 2,404,897 4,677,607

販売用不動産 131,516 176,516

未成工事支出金 1,818,198 1,792,515

原材料及び貯蔵品 110,638 163,837

繰延税金資産 313,179 215,127

その他 1,157,720 1,596,816

貸倒引当金 △150,998 △204,568

流動資産合計 27,766,401 29,812,088

固定資産   

有形固定資産 1,350,036 1,285,534

無形固定資産   

のれん 36,043 18,021

その他 105,400 103,375

無形固定資産合計 141,443 121,397

投資その他の資産   

投資有価証券 786,393 890,764

長期貸付金 137,910 136,501

繰延税金資産 20,000 30,616

その他 662,418 736,145

貸倒引当金 △196,807 △211,140

投資その他の資産合計 1,409,915 1,582,888

固定資産合計 2,901,395 2,989,820

資産合計 30,667,797 32,801,908
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成25年８月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年11月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 5,841,456 6,069,972

工事未払金 2,160,024 1,697,376

1年内償還予定の社債 177,000 171,000

短期借入金 6,077,041 8,648,858

未払法人税等 2,191,718 315,701

賞与引当金 33,920 80,900

役員賞与引当金 25,000 －

資産除去債務 1,711 －

その他 2,975,597 3,982,245

流動負債合計 19,483,468 20,966,053

固定負債   

社債 157,500 112,500

長期借入金 4,435,233 5,337,751

資産除去債務 24,316 24,399

繰延税金負債 4,062 －

その他 107,149 115,858

固定負債合計 4,728,262 5,590,508

負債合計 24,211,730 26,556,562

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,020,626 2,020,918

資本剰余金 727,854 728,146

利益剰余金 3,683,182 3,468,020

自己株式 △10,765 △10,765

株主資本合計 6,420,898 6,206,318

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △4,200 △923

その他の包括利益累計額合計 △4,200 △923

新株予約権 423 －

少数株主持分 38,945 39,950

純資産合計 6,456,066 6,245,346

負債純資産合計 30,667,797 32,801,908
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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24年９月１日 
 至 平成24年11月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年９月１日 
 至 平成25年11月30日) 

売上高 10,353,611 11,671,770

売上原価 7,260,663 8,339,955

売上総利益 3,092,948 3,331,814

販売費及び一般管理費 1,758,530 2,113,334

営業利益 1,334,417 1,218,480

営業外収益   

受取利息 747 6,057

貸倒引当金戻入額 6,374 －

受取手数料 46,635 12,759

その他 7,557 3,529

営業外収益合計 61,314 22,346

営業外費用   

支払利息 37,704 49,125

貸倒引当金繰入額 － 13,553

持分法による投資損失 3,113 8,745

為替差損 10,636 13,128

シンジケートローン手数料 17,020 14,882

その他 1,094 2,256

営業外費用合計 69,569 101,691

経常利益 1,326,162 1,139,135

特別利益   

新株予約権戻入益 － 370

特別利益合計 － 370

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 1,185,785 1,139,505

法人税、住民税及び事業税 454,658 456,071

法人税等調整額 101,943 81,461

法人税等合計 556,602 537,532

少数株主損益調整前四半期純利益 629,183 601,973

少数株主利益又は少数株主損失（△） △1,008 1,005

四半期純利益 630,191 600,967
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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24年９月１日 
 至 平成24年11月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年９月１日 
 至 平成25年11月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 629,183 601,973

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 6,663 3,277

その他の包括利益合計 6,663 3,277

四半期包括利益 635,846 605,250

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 636,854 604,245

少数株主に係る四半期包括利益 △1,008 1,005

㈱ウエストホールディングス(1407)　平成26年８月期　第１四半期決算短信

7



    該当事項はありません。 

  

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資産に関する情報 

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25年９月１日  至  平成25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、賃貸収入等を含んでおります。 

２．セグメント利益の調整額△253,416千円は、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資産に関する情報 

該当事項はありません。 

（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

（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 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
 

(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 11,512,913 155,428 11,668,341 3,428 11,671,770 ─ 11,671,770

セグメント間の内部
売上高又は振替高

─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

計 11,512,913 155,428 11,668,341 3,428 11,671,770 ─ 11,671,770

セグメント利益 1,462,478 8,924 1,471,403 493 1,471,896 △253,416 1,218,480
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