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1.  平成26年6月期第1四半期の連結業績（平成25年7月1日～平成25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 ％

26年6月期第1四半期 9,342 5.9 670 110.4 720 87.1 397 81.0
25年6月期第1四半期 8,824 7.7 318 △61.0 385 △56.3 219 △48.9

（注）包括利益 26年6月期第1四半期 800百万円 （165.9％） 25年6月期第1四半期 301百万円 （16.5％）

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6月期第1四半期 14.76 ―
25年6月期第1四半期 8.15 ―

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6月期第1四半期 64,682 51,682 79.9 1,920.17
25年6月期 70,259 51,797 73.7 1,924.43
（参考） 自己資本   26年6月期第1四半期  51,682百万円 25年6月期  51,797百万円

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6月期 ― 21.00 ― 34.00 55.00
26年6月期 ―
26年6月期（予想） 22.00 ― 35.00 57.00

3. 平成26年 6月期の連結業績予想（平成25年 7月 1日～平成26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  ：  有   

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) 23,800 1.5 3,100 16.1 3,200 14.0 1,950 13.8 72.45
通期 51,000 △1.5 7,300 6.5 7,500 3.9 4,550 4.6 169.05



(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 

(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．３「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

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） 26年6月期1Q 29,102,590 株 25年6月期 29,102,590 株
② 期末自己株式数 26年6月期1Q 2,187,088 株 25年6月期 2,186,997 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年6月期1Q 26,915,547 株 25年6月期1Q 26,915,966 株
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 当第１四半期連結累計期間（平成25年７月１日～平成25年９月30日）の国内建設市場におきまして

は、緊急経済対策による公共投資の増加や民間設備投資の一部回復などにより、前年同期を上回る水準

で推移いたしましたが、一方で資材価格や労務賃金の上昇等、取り巻く環境は依然厳しい状況でありま

した。 

このような環境の中、当社グループの受注高は国および地方自治体の受注が増加し、前年同期比

47.4%増の15,960百万円となりました。売上高につきましては、前年同期比5.9%増の9,342百万円となり

ました。 

損益につきましては、粗利益率の改善などにより営業利益は670百万円（前年同期比351百万円増）、

経常利益は720百万円（前年同期比335百万円増）、四半期純利益は397百万円（前年同期比177百万円

増）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資産は、前連結会計年度末より5,577百万円減少し、64,682百万円とな

りました。主な要因は、現金預金と有価証券の減少によるものです。 

 当第１四半期連結会計期間の負債は、前連結会計年度末より5,462百万円減少し、12,999百万円とな

りました。主な要因は、支払手形と工事未払・買掛金と未払法人税等の減少によるものです。 

 当第１四半期連結会計期間の純資産は、前連結会計年度末より114百万円減少し、51,682百万円とな

りました。主な要因は、配当による利益剰余金の減少によるものです。 

  

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24年７月１日
至 平成24年９月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自 平成25年７月１日
至 平成25年９月30日）

国内建設 10,396 15,513（  49.2%）

その他 430 446（   3.8%）

合 計 10,826 15,960（  47.4%）

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24年７月１日
至 平成24年９月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自 平成25年７月１日
至 平成25年９月30日）

国内建設 8,394 8,896（   6.0%）

その他 430 446（   3.8%）

合 計 8,824 9,342（   5.9%）

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24年９月30日）

当第１四半期連結会計期間末
（平成25年９月30日）

国内建設 21,836 21,889（   0.2%）

その他 ― ―（    ―%）

合 計 21,836 21,889（   0.2%）

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
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第１四半期の受注動向等の業績を踏まえ、平成25年８月９日に公表した第２四半期および通期の連結

業績予想を修正しました。  

  

  

（修正の理由） 

第２四半期連結累計期間の業績につきましては、当第１四半期連結累計期間の受注高、売上高の状況

を勘案し、売上高および営業利益、経常利益、四半期純利益について上方修正します。 

  

  

（修正の理由） 

第２四半期連結累計期間の業績予想の修正に伴い通期業績予想の修正を行うものです。 

（３）連結業績予想に関する定性的情報

（第２四半期連結累計期間の連結業績予想数値の修正）

区 分
売上高

（百万円）
営業利益
（百万円）

経常利益
（百万円）

四半期純利益
（百万円）

１株当たり
四半期純利益

（円）

前回発表予想（Ａ） 22,500 2,700 2,850 1,750 65.02

今回修正予想（Ｂ） 23,800 3,100 3,200 1,950 72.45

増減額（Ｂ－Ａ） 1,300 400 350 200 －

増減率（％） 5.8 14.8 12.3 11.4 －

（ご参考）前期第２四半期実績
（平成25年６月期第２四半期）

23,448 2,670 2,807 1,713 63.65

（通期の連結業績予想数値の修正）

区 分
売上高

（百万円）
営業利益
（百万円）

経常利益
（百万円）

当期純利益
（百万円）

１株当たり
当期純利益
（円）

前回発表予想（Ａ） 50,000 7,100 7,400 4,500 167.19

今回修正予想（Ｂ） 51,000 7,300 7,500 4,550 169.05

増減額（Ｂ－Ａ） 1,000 200 100 50 －

増減率（％） 2.0 2.8 1.4 1.1 －

（ご参考）前期実績
（平成25年６月期）

51,792 6,856 7,221 4,349 161.58
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該当事項はありません。  

  

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：百万円)

前連結会計年度 
(平成25年６月30日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 9,160 5,366

受取手形・完成工事未収入金等 18,042 18,932

有価証券 17,903 15,003

未成工事支出金 22 38

その他のたな卸資産 586 579

繰延税金資産 397 326

その他 563 716

貸倒引当金 △4 △5

流動資産合計 46,672 40,957

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,585 3,532

機械装置及び運搬具（純額） 43 41

工具、器具及び備品（純額） 102 103

土地 8,706 8,660

有形固定資産合計 12,437 12,337

無形固定資産 157 149

投資その他の資産   

投資有価証券 8,350 8,869

繰延税金資産 687 430

その他 2,017 2,001

貸倒引当金 △62 △62

投資その他の資産合計 10,992 11,238

固定資産合計 23,587 23,724

資産合計 70,259 64,682
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成25年６月30日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 13,002 7,178

未払法人税等 1,879 194

未成工事受入金 128 92

賞与引当金 － 368

役員賞与引当金 112 －

完成工事補償引当金 17 40

工事損失引当金 85 134

その他 1,000 2,769

流動負債合計 16,226 10,778

固定負債   

繰延税金負債 0 －

土地再評価に係る繰延税金負債 396 396

退職給付引当金 1,547 1,538

役員退職慰労引当金 20 14

その他 270 271

固定負債合計 2,236 2,221

負債合計 18,462 12,999

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 16,905 16,388

自己株式 △3,744 △3,745

株主資本合計 54,174 53,656

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 1,160 1,564

土地再評価差額金 △3,518 △3,518

為替換算調整勘定 △18 △19

その他の包括利益累計額合計 △2,377 △1,973

純資産合計 51,797 51,682

負債純資産合計 70,259 64,682

ショーボンドホールディングス㈱（1414）平成26年6月期 第1四半期決算短信

－6－



（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７月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年７月１日 
 至 平成25年９月30日) 

売上高 8,824 9,342

売上原価 7,712 7,930

売上総利益 1,112 1,412

販売費及び一般管理費 794 742

営業利益 318 670

営業外収益   

受取利息 29 20

受取配当金 0 3

受取保険金 33 6

その他 18 28

営業外収益合計 81 59

営業外費用   

支払手数料 3 3

賃貸費用 2 2

その他 8 3

営業外費用合計 14 9

経常利益 385 720

特別利益   

固定資産売却益 0 5

有価証券売却益 － 166

投資有価証券売却益 － 6

特別利益合計 0 178

特別損失   

固定資産除却損 0 0

有価証券売却損 － 150

特別損失合計 0 150

税金等調整前四半期純利益 384 748

法人税、住民税及び事業税 276 248

法人税等調整額 △110 103

法人税等合計 165 351

少数株主損益調整前四半期純利益 219 397

四半期純利益 219 397
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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24年７月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年７月１日 
 至 平成25年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 219 397

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 83 404

為替換算調整勘定 △1 △0

その他の包括利益合計 81 403

四半期包括利益 301 800

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 301 800

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。  

  

 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また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。 

 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25年７月１日 至 平成25年９月30日） 

報告セグメントごとの売上高及び利益また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。 

 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。 

（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：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

（注）グループ全体の経営管理に係る一般管理費です。

（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 8,896 446 9,342 ― 9,342

(2)セグメント間の内部
売上高又は振替高

0 415 415 △415 ―

計 8,896 862 9,758 △415 9,342

セグメント利益 515 148 664 6 670

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) △39

その他の調整額 0

計 6

（注）グループ全体の経営管理に係る一般管理費です。

ショーボンドホールディングス㈱（1414）平成26年6月期 第1四半期決算短信
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