
 
 
 
 
 

 
 
 
   

 

 

 
   

   

   

 
   

     

 
   

   

   

(％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率) 
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(百万円未満切捨て)

１．平成24年12月期第１四半期の連結業績（平成24年２月１日～平成24年４月30日）
（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 ％

24年12月期第１四半期 769 11.2 154 △21.1 155 △20.8 89 △32.4
24年１月期第１四半期 692 21.3 196 36.3 196 36.1 131 50.9

(注) 包括利益 24年12月期第１四半期 124百万円( △6.2％) 24年１月期第１四半期 133百万円( ―％)

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

24年12月期第１四半期 19.93 ―
24年１月期第１四半期 29.47 ―

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

24年12月期第１四半期 2,789 2,437 87.4
24年１月期 3,000 2,446 81.5

(参考) 自己資本 24年12月期第１四半期 2,437百万円 24年１月期 2,446百万円

２．配当の状況

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１月期 ― 25.00 ― 30.00 55.00
24年12月期 ―

24年12月期(予想) 30.00 ― 25.00 55.00

(注１)直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

(注２)24年12月期中間配当金の内訳 普通配当 25円00銭記念配当 5円00銭

３．平成24年12月期の連結業績予想（平成24年２月１日～平成24年12月31日）

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) 1,393 ― 334 ― 337 ― 201 ― 45.15
通期 2,602 ― 704 ― 711 ― 422 ― 94.52

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無

平成24年12月期は決算期末日の変更の経過期間となることから、通期については11か月間（平成24年２月１日～平成
24年12月31日）の予想数値を記載しております。このため、第2四半期(累計)の対前年同四半期増減率及び通期の対
前期増減率は記載しておりません。



  

 

   

   

   

   

   

   

   

     

 

   

 

４．その他

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

  (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

新規 ―社（社名） 、除外 ―社（社名）

（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

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

（４）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 24年12月期１Ｑ 4,658,000株 24年１月期 4,658,000株

② 期末自己株式数 24年12月期１Ｑ 189,273株 24年１月期 189,273株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年12月期１Ｑ 4,468,727株 24年１月期１Ｑ 4,468,727株

※ 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P３「１.(3)連結業績予想に関
する定性的情報」をご覧ください。



  

  

１．当四半期決算に関する定性的情報 ……………………………………………………  2 

（１）連結経営成績に関する定性的情報 …………………………………………………  2 

（２）連結財政状態に関する定性的情報 …………………………………………………  3 

（３）連結業績予想に関する定性的情報 …………………………………………………  3 

２．サマリー情報(その他)に関する事項 …………………………………………………  3 

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ……………………………  3 

（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 

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 …………………………  3 

（４）追加情報 ………………………………………………………………………………  3 

３．継続企業の前提に関する重要事象等の概要 …………………………………………  3 

４．四半期連結財務諸表 ……………………………………………………………………  4 

（１）四半期連結貸借対照表 ………………………………………………………………  4 

（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 …………………………  5 

四半期連結損益計算書 ………………………………………………………………  5 

四半期連結包括利益計算書 …………………………………………………………  6 

（３）継続企業の前提に関する注記 ………………………………………………………  7 

（４）セグメント情報等 ……………………………………………………………………  7 

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ………………………………  8 

（６）重要な後発事象 ………………………………………………………………………  8 

５．補足情報 …………………………………………………………………………………  8 

 販売の状況（連結） ………………………………………………………………………  8 

  

○添付資料の目次

株式会社エプコ（2311）　平成24年12月期　第１四半期決算短信

1



当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災後の復旧・復興需要や、政府による

各種政策等により、企業業績がわずかながら改善するとともに、個人消費の持ち直しが見られた一方、

欧米の経済不安に伴う円高・株安の進行や雇用情勢の悪化懸念など、景気下押しリスクを抱えて、先行

きに対する不透明感が払拭されるまでには至りませんでした。 

当社グループ（当社及び連結子会社）が主に関連する住宅産業におきましては、住宅エコポイントや

フラット35Sの金利優遇措置等の政策支援が継続しましたが、震災の影響や雇用・所得の先行き不安に

よって住宅投資意欲にやや抑制がかかり、予断を許さない状況が続くものと予想されます。 

このような事業環境の中、当社グループは、設計コンサルティング事業において設計積算業務の市場

シェアを拡大するべく営業活動に注力するとともに、中長期的な成長を目指して新しい事業分野を開拓

し、事業の収益基盤の強化に取り組みました。 

この結果、当連結会計年度の売上高は769百万円（前期比11.2％増）、営業利益154百万円（前期比

21.1％減）、経常利益155百万円（前期比20.8％減）、四半期純利益89百万円（前期比32.4％減）とな

り、増収減益となりました。 

  

セグメント別の業績は次のとおりであります。なお、当第１四半期連結累計期間より、報告セグメン

トとして記載する事業セグメントを変更しており、当第１四半期連結累計期間の比較・分析は、変更後

の区分に基づいております。 

太陽光発電設備設計業務の新規受託が拡大したものの、主力の給排水設備設計業務の受託が減少

したことにより、売上高は483百万円（前期比8.4％減）、営業利益は161百万円（前期比22.2％

減）となりました。 

カスタマーサポートサービスの新規受託が順調に推移した結果、売上高は130百万円（前期比

22.4％増）となりましたが、将来の受託拡大に向けた人員強化により営業利益は12百万円（前期比

56.6％減）となりました。 

当第１四半期に東京都心部における大型再開発案件の引渡しがあったことにより、売上高は155

百万円（前期比168.4％増）、営業利益は28百万円（前期比252.2％増）となりました。 

  

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

① 設計コンサルティング事業

② カスタマーサポート事業

③ 申請監理事業
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資産、負債及び純資産の状況  

流動資産は、前連結会計年度末に比べて8.8％減少し、2,425百万円となりました。これは、主とし

て現金及び預金が160百万円減少したことによります。 

固定資産は、前連結会計年度末に比べて6.9％増加し、363百万円となりました。 

この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べて、7.0％減少し、2,789百万円となりました。 

流動負債は、前連結会計年度末に比べて38.8％減少し、317百万円となりました。 

固定負債は、前連結会計年度末に比べて1.7％減少し、34百万円となりました。 

この結果、負債合計は、前連結会計年度末と比べて36.5％減少し、351百万円となりました。 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて0.4％減少し、2,437百万円となりました。これは、四半

期純利益（89百万円）の計上による増加の一方で、配当金による取崩し（134百万円）により、利益

剰余金が45百万円減少したこと等によります。 

  

平成24年３月16日発表の第２四半期連結累計期間及び通期の業績予想に変更はありません。 

  

該当事項はありません。  

  

該当事項はありません。  

  

該当事項はありません。  

  

会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用 

当第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上

の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号  平成21年12月４日)及び「会計上の変

更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第24号  平成21年12月４日)を

適用しております。 

  

該当事項はありません。  

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報

① 資産の部

② 負債の部

③ 純資産の部

（３）連結業績予想に関する定性的情報

２．サマリー情報(その他)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

（４）追加情報

３．継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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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：千円)

前連結会計年度 
(平成24年１月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年４月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,059,218 1,898,301

受取手形及び売掛金 352,234 375,054

仕掛品 169,571 105,775

繰延税金資産 28,133 5,759

その他 52,389 42,326

貸倒引当金 △1,536 △1,674

流動資産合計 2,660,012 2,425,542

固定資産   

有形固定資産 130,492 148,554

無形固定資産 52,587 53,258

投資その他の資産 157,180 161,772

固定資産合計 340,260 363,585

資産合計 3,000,272 2,789,128

負債の部   

流動負債   

買掛金 20,551 15,172

未払法人税等 169,890 19,175

前受金 188,169 113,417

賞与引当金 8,575 10,152

その他 131,871 159,785

流動負債合計 519,058 317,704

固定負債   

長期未払金 15,028 15,028

その他 19,646 19,071

固定負債合計 34,675 34,099

負債合計 553,733 351,804

純資産の部   

株主資本   

資本金 87,232 87,232

資本剰余金 118,032 118,032

利益剰余金 2,489,918 2,444,914

自己株式 △188,763 △188,763

株主資本合計 2,506,419 2,461,415

その他の包括利益累計額   

為替換算調整勘定 △59,880 △24,091

その他の包括利益累計額合計 △59,880 △24,091

純資産合計 2,446,538 2,437,323

負債純資産合計 3,000,272 2,789,128
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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２月１日 
 至 平成23年４月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年２月１日 
 至 平成24年４月30日) 

売上高 692,604 769,971

売上原価 365,747 469,660

売上総利益 326,856 300,310

販売費及び一般管理費 130,737 145,600

営業利益 196,119 154,709

営業外収益   

受取利息 215 241

業務受託料 1,378 1,405

持分法による投資利益 － 349

その他 96 10

営業外収益合計 1,690 2,006

営業外費用   

為替差損 952 809

営業外費用合計 952 809

経常利益 196,856 155,906

特別利益   

社宅移転補償金 24,848 －

特別利益合計 24,848 －

特別損失   

固定資産除売却損 259 2,444

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 6,154 －

特別損失合計 6,413 2,444

税金等調整前四半期純利益 215,291 153,461

法人税、住民税及び事業税 71,590 42,072

法人税等調整額 12,010 22,331

法人税等合計 83,601 64,403

少数株主損益調整前四半期純利益 131,689 89,057

四半期純利益 131,689 89,057
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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２月１日 
 至 平成23年４月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年２月１日 
 至 平成24年４月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 131,689 89,057

その他の包括利益   

為替換算調整勘定 1,458 35,789

その他の包括利益合計 1,458 35,789

四半期包括利益 133,148 124,846

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 133,148 124,846

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。  

  

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間(自  平成23年２月１日  至  平成23年４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．セグメント利益の調整額△47,530千円は、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、報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。 

  

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間(自  平成24年２月１日  至  平成24年４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．セグメント利益の調整額△47,806千円は、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、報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。 

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

【セグメント情報】

(単位：千円)

報告セグメント
調整額 
（注１）

四半期連結
損益計算書 
計上額 
（注２）

設計コンサル
ティング

カスタマー
サポート

申請監理 計

売上高

  外部顧客への売上高 527,962 106,574 58,067 692,604 ― 692,604

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

― ― ― ― ― ―

計 527,962 106,574 58,067 692,604 ― 692,604

セグメント利益 207,246 28,185 8,217 243,649 △47,530 196,119

(単位：千円)

報告セグメント
調整額 
（注１）

四半期連結
損益計算書 
計上額 
（注２）

設計コンサル
ティング

カスタマー
サポート

申請監理 計

売上高

  外部顧客への売上高 483,648 130,477 155,846 769,971 ― 769,971

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

― ― ― ― ― ―

計 483,648 130,477 155,846 769,971 ― 769,971

セグメント利益 161,331 12,239 28,945 202,516 △47,806 154,709
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２．報告セグメントの変更等に関する事項 

従来の報告セグメント名称を「建築設備設計コンサルティング事業」については「設計コンサルティ

ング事業」へ、「建築設備申請監理事業」については「申請監理事業」へ変更しておりますが、事業区

分の方法に変更はありません。また、従来は低層住宅向けのサービスを「建築設備設計コンサルティン

グ事業」に集約しておりましたが、当連結会計年度より事業区分の見直しを行った結果、新築住宅市場

を対象とした「設計コンサルティング事業」と既築住宅市場を対象とした「カスタマーサポート事業」

を区分して表示することに変更しました。 

なお、前第１四半期連結累計期間のセグメント情報は、変更後の報告セグメントの区分に基づき作成

しています。 

  

株主資本の金額は、前連結会計年度末と比較して著しい変動はありません。 

  

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

（６）重要な後発事象

５．補足情報

販売の状況（連結）

     (単位：千円)

セグメントの名称

前第１四半期連結累計期間
（自 平成23年２月１日  

   至 平成23年４月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自 平成24年２月１日  

   至 平成24年４月30日）

金額 構成比 金額 構成比

設計コンサルティング

給排水設備設計 399,200 57.6% 348,481 45.3%

電気設備設計 45,532 6.6% 37,322 4.8%

太陽光発電設備設計 32,587 4.7% 44,146 5.7%

その他 50,642 7.3% 53,698 7.0%

小計 527,962 76.2% 483,648 62.8%

カスタマーサポート カスタマーサポートサービス 106,574 15.4% 130,477 17.0%

申請監理 官公庁申請監理業務の受託 58,067 8.4% 155,846 20.2%

合計 692,604 100.0% 769,971 100.0%
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