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1.  平成24年5月期第1四半期の業績（平成23年6月1日～平成23年8月31日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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5月期第1四半期 251 △12.4 15 △31.7 2 △88.2 0 △99.9
23年5月期第1四半期 286 129.0 22 ― 23 ― 13 ―

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5月期第1四半期 0.03 0.03
23年5月期第1四半期 21.07 20.99

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

24年5月期第1四半期 1,035 446 43.1 720.23
23年5月期 1,193 446 37.4 671.66
（参考） 自己資本   24年5月期第1四半期  446百万円 23年5月期  446百万円

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

23年5月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
24年5月期 ―
24年5月期（予想） 0.00 ― 0.00 0.00

3.  平成24年5月期の業績予想（平成23年6月1日～平成24年5月31日） 
（％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）

（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

第2四半期(累計) 658 21.1 29 △10.3 36 △2.8 18 89.6 30.63
通期 1,389 21.9 77 56.0 85 △12.0 45 4.5 72.78



(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（注）詳細は、添付資料P.3「2.サマリー情報（その他）に関する事項」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

当社は、平成23年6月1日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。前事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、
株式数を算定しております。 

4.  その他

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  有
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） 24年5月期1Q 619,500 株 23年5月期 619,500 株
② 期末自己株式数 24年5月期1Q ― 株 23年5月期 ― 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年5月期1Q 619,500 株 23年5月期1Q 619,500 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〕P.3「（3）業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
・当社は、平成23年6月1日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。前事業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
たり四半期純利益を算定しております。 
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当第１四半期累計期間におけるわが国経済は、平成23年３月に発生した東日本大震災の影響により停

滞を余儀なくされましたが、サプライチェーンの復旧等が徐々に回復し、生産や個人消費における消費

活動も持ち直しつつあります。しかしながら、原子力発電所事故の収束見通しや電力供給不足の問題、

また不安定な為替相場など懸念すべき問題も多く、依然として先行き不透明な状況が続いております。

 建設業界におきましても、国内市場は依然として公共工事は減少傾向にあり、また大震災発生の影響

により、更なる景気の停滞や雇用情勢の悪化が継続し、受注環境は厳しい状況が続いております。 

このような状況の中、当社は前期に設置した大阪、広島支店の受注基盤の確立及び新たに横浜支店を

設置し、受注拡大を図って参りました。              

また、引き続き工事利益率及び営業利益率の向上を図るために、原価管理及び施工管理の徹底、諸経

費削減などの施策を実施しております。 

これらのことにより当第１四半期累計期間における売上高は、251,011千円（前年同期比12.4％減）

となり、営業利益は、事業拡大に備えた施工・営業社員の採用、支店開設費用の発生等により、15,065

千円（前年同期比31.7％減）、経常利益は、デリバティブ評価益10,129千円、為替差損25,647千円の計

上等により2,723千円（前年同期比88.2％減）となり、四半期純利益は、法人税等の計上により19千円

（前年同期比99.9％減）となりました。 

  

セグメントの業績は以下のとおりであります。 

（ホームメイキャップ事業） 

ホームメイキャップ事業におきましては、ホームメイキャップ工法による内外装リフォーム工事等に

より売上高は212,766千円（前年同期比21.0％減）、セグメント利益は30,577千円（前年同期比39.6％

減）となりました。 

（建築工事業） 

建築工事業におきましては、新築及び改修工事等により売上高は17,092千円（前年同期比89.9％

増）、セグメント損失は370千円（前年同期より1,294千円の増加）となりました。 

（不動産事業） 

不動産事業におきましては、不動産売買及び仲介業務等により売上高は20,834千円（前年同期比

1,391.3％増）、セグメント利益は9,960千円（前年同期比613.0％増）となりました。 

（その他） 

加盟店関連事業等で構成されるその他の事業における売上高は317千円（前年同期比95.3％減）、セ

グメント損失は849千円（前年同期より2,636千円の減少）となりました。 

  

当第１四半期会計期間末における資産の部は、前事業年度末に比べ157,738千円減少し、1,035,676千

円となりました。これは主に、現金及び預金91,666千円、完成工事未収入金51,763千円の減少等による

ものであります。 

負債の部は、前事業年度末に比べ157,758千円減少し、589,473千円となりました。これは主に、短期

借入金57,500千円、未払法人税等28,102千円、工事未払金24,208千円の減少等によるものであります。

純資産の部は、前事業年度末に比べ19千円増加し、446,202千円となりました。これは、利益剰余金

の増加によるものであります。 

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する定性的情報

（２）財政状態に関する定性的情報
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平成23年7月14日に発表いたしました平成24年5月期業績予想につきましては、現時点において変更は

ありません。 

  

当第１四半期会計期間より、「１株当たり当期純利益に関する会計基準」（企業会計基準第２号 平

成22年6月30日）、「１株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第

４号 平成22年6月30日）及び「１株当たり当期純利益に関する実務上の取扱い」（実務対応報告第９

号 平成22年6月30日）を適用しております。 

この適用により、平成23年6月1日に行った株式分割は、前事業年度の期首に行われたと仮定して１株

当たり四半期純利益を算定しております。 

 これらの会計基準等を適用しなかった場合の前第１四半期累計期間及び当第１四半期累計期間の１株

当たり四半期純利益は、以下のとおりであります。 

 
  

当第１四半期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。 

  

  

（３）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

  会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

 （１株当たり当期純利益に関する会計基準の適用）

前第１四半期累計期間 当第１四半期累計期間

１株当たり四半期純利益         21円07銭  １株当たり四半期純利益           3銭  

 （追加情報）
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３．四半期財務諸表

（１）四半期貸借対照表

（単位：千円）

前事業年度
(平成23年5月31日)

当第１四半期会計期間
(平成23年8月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 403,225 311,559

受取手形 24,562 21,481

完成工事未収入金 140,113 88,349

売掛金 217 162

原材料 30,406 30,367

未成工事支出金 55,335 48,538

販売用不動産 17,171 7,190

その他 17,569 21,666

貸倒引当金 △2,737 △1,818

流動資産合計 685,864 527,497

固定資産

有形固定資産 121,820 120,913

無形固定資産 2,538 2,332

投資その他の資産

投資不動産 320,567 320,567

その他 71,397 73,071

貸倒引当金 △8,773 △8,705

投資その他の資産合計 383,191 384,933

固定資産合計 507,550 508,179

資産合計 1,193,414 1,035,676

負債の部

流動負債

工事未払金 98,371 74,163

買掛金 13,164 15,192

短期借入金 67,500 10,000

1年内返済予定の長期借入金 49,414 45,452

未払法人税等 28,883 781

完成工事補償引当金 28,185 29,504

その他 89,885 51,895

流動負債合計 375,405 226,988

固定負債

社債 150,000 150,000

長期借入金 210,104 200,628

資産除去債務 2,541 3,109

その他 9,180 8,747

固定負債合計 371,826 362,485

負債合計 747,231 589,473

㈱エムビーエス（1401） 平成24年5月期第１四半期決算短信（非連結）

4



（単位：千円）

前事業年度
(平成23年5月31日)

当第１四半期会計期間
(平成23年8月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 185,012 185,012

資本剰余金 165,642 165,642

利益剰余金 95,528 95,548

株主資本合計 446,182 446,202

純資産合計 446,182 446,202

負債純資産合計 1,193,414 1,035,676
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（２）四半期損益計算書

 第１四半期累計期間

（単位：千円）

前第１四半期累計期間
(自 平成22年6月 1日 
至 平成22年8月31日)

当第１四半期累計期間
(自 平成23年6月 1日 
至 平成23年8月31日)

売上高 286,562 251,011

売上原価 207,142 169,972

売上総利益 79,420 81,038

販売費及び一般管理費 57,372 65,973

営業利益 22,048 15,065

営業外収益

デリバティブ評価益 11,202 10,129

不動産賃貸収入 4,574 4,574

その他 1,316 934

営業外収益合計 17,093 15,638

営業外費用

為替差損 13,005 25,647

支払利息 2,577 1,871

その他 430 461

営業外費用合計 16,014 27,980

経常利益 23,127 2,723

特別利益

貸倒引当金戻入額 3,228 －

特別利益合計 3,228 －

特別損失

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 699 －

特別損失合計 699 －

税引前四半期純利益 25,655 2,723

法人税、住民税及び事業税 9,151 469

法人税等調整額 3,448 2,233

法人税等合計 12,600 2,703

四半期純利益 13,055 19
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Ⅰ  前第１四半期累計期間(自  平成22年６月１日  至  平成22年８月31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 

                                      （単位：千円） 

 
(注)「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、加盟店関連事業を含んでおります。 

  

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期損益計算書計上額との差額及び当該差額の主

な内容(差異調整に関する事項) 

  
                                    （単位：千円） 

 
   (注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

  

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

 該当事項はありません。 

  

Ⅱ  当第１四半期累計期間(自  平成23年６月１日  至  平成23年８月31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 

                                      （単位：千円） 

 
(注)「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、加盟店関連事業を含んでおります。 

（３）セグメント情報等

報告セグメント
その他 
（注）

合計
ホームメイキ
ャップ事業

建築工事業 不動産事業 小計

売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

269,455 8,999 1,397 279,853 6,709 286,562

 (2) セグメント間の内部
   売上高又は振替高

― ― ― ― ― ―

計 269,455 8,999 1,397 279,853 6,709 286,562

セグメント利益 50,636 △1,665 1,397 50,368 1,787 52,156

利益 金額

報告セグメント 50,368

「その他」の区分の利益 1,787

全社費用（注） △30,108

四半期損益計算書の営業利益 22,048

報告セグメント
その他 
（注）

合計
ホームメイキ
ャップ事業

建築工事業 不動産事業 小計

売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

212,766 17,092 20,834 250,694 317 251,011

 (2) セグメント間の内部
   売上高又は振替高

― ― ― ― ― ―

計 212,766 17,092 20,834 250,694 317 251,011

セグメント利益 30,577 △370 9,960 40,168 △849 39,318

㈱エムビーエス（1401） 平成24年5月期第１四半期決算短信（非連結）

7



  

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期損益計算書計上額との差額及び当該差額の主

な内容(差異調整に関する事項) 

                                    （単位：千円） 

 
   (注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

  

３．報告セグメントの変更等に関する事項 

前第３四半期会計期間（自 平成22年6月1日 至 平成23年2月28日)より、「その他」に含まれる事業

セグメントのうち、「建築工事業」について、同事業セグメントの重要性が増したことから、「建築工

事業」を新たな報告セグメントとしております。 

また、当第１四半期会計期間から、前第１四半期会計期間（自 平成22年6月1日 至 平成22年8月31

日）において「その他」に含まれていた「不動産事業」について、同事業セグメントの売上高が全事業

セグメントの売上高の合計額の10％以上となったことから、新たに「不動産事業」を報告セグメントと

して記載する方法に変更しております。 

なお、前第１四半期累計期間（自 平成22年6月1日 至 平成22年8月31日）の数値につきましては、

変更後の区分で表示しております。 

  

４．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

 該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

利益 金額

報告セグメント 40,168

「その他」の区分の利益 △849

全社費用（注） △24,253

四半期損益計算書の営業利益 15,065

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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当第１四半期会計期間における生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 
                              

 
 (注) １ 上記の金額は、販売価格によっております。 

 ２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 
３ 「建築工事業」の前年同四半期比については、前第１四半期会計期間において当該セグメント開示をして

おりませんので、記載しておりません。 
４ 上記のセグメントは、受注生産に関するセグメントのみを記載しております。 

  

当第１四半期会計期間における受注実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 
  

 
 (注) １ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２ 「建築工事業」の前年同四半期比については、前第１四半期会計期間において当該セグメント開示をして
おりませんので、記載しておりません。 

３ 上記のセグメントは、受注生産に関するセグメントのみを記載しております。 

  

当第１四半期会計期間における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 
  

 
 (注) １  上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２ 「建築工事業」及び「不動産事業」の前年同四半期比については、前第１四半期会計期間において当該セ
グメント開示をしておりませんので、記載しておりません。 
また、「その他」につきましても、集計範囲を変更しておりますので、記載しておりません。 

    

  

４．補足情報

（生産、受注及び販売の状況）

 (1) 生産実績

セグメントの名称 生産高（千円） 前年同四半期比（％）

ホームメイキャップ事業 212,766 △21.0

建築工事業 17,092 ―

合計 229,859 △17.5

 (2) 受注実績

セグメントの名称 受注高(千円) 前年同四半期比（％） 受注残高(千円) 前年同四半期比（％）

ホームメイキャップ事業 264,376 76.5 222,572 55.0

建築工事業 15,060 ― 9,033 ―

合計 279,437 30.5 231,605 13.3

(3) 販売実績

セグメントの名称 販売高(千円) 前年同四半期比（％）

ホームメイキャップ事業 212,766 △21.0

建築工事業 17,092 89.9

不動産事業 20,834 ―

その他 317 ―

合計 251,011 △12.4
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