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1.  平成24年5月期第3四半期の業績（平成23年6月1日～平成24年2月29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3四半期 860 2.6 65 43.5 51 △2.8 25 62.1
23年5月期第3四半期 838 29.8 45 36.8 53 289.9 15 △4.6

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3四半期 41.72 41.57
23年5月期第3四半期 25.73 25.65

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3四半期 1,084 474 43.8 766.31
23年5月期 1,193 446 37.4 720.23
（参考） 自己資本   24年5月期第3四半期  474百万円 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 ― 0.00 ―
24年5月期（予想） 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、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 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 

(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3Q 619,500 株 23年5月期 619,500 株
② 期末自己株式数 24年5月期3Q ― 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3Q 619,500 株 23年5月期3Q 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３四半期累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災やタイの洪水の影響による経済活動の停

滞から持ち直しの兆候が一部みられたものの、欧州における金融不安や長期的な円高による影響等、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、政府による復興支援・住宅エコポイントや住宅ローンの金利優遇が再開さ

れたものの、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３四半期累計期間における売上高は、860,336千円（前年同期比2.6％増）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、65,577千

円（前年同期比43.5％増）、経常利益は、デリバティブ評価益21,002千円、為替差損34,633千円の計上

等により51,974千円（前年同期比2.8％減）となり、四半期純利益は、法人税等の計上により25,847千

円（前年同期比62.1％増）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。 

なお、第１四半期会計期間より、報告セグメントの区分を変更しており、以下の前年同四半期比較につ

いては、前年同四半期の数値を変更後のセグメント区分に組み替えた数値で比較しております。 

（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761,461千円（前年同期比4.4％増）、セグメント利益は128,554千円（前年同期比10.3％

増）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69,731千円（前年同期比20.7％

減）、セグメント利益は1,941千円（前年同期比55.0％減）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26,585千円（前年同期比

1,803.0％増）、セグメント利益は12,412千円（前年同期比788.5％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2,559千円（前年同期比87.2％減）、

セグメント損失は560千円（前年同期より10,468千円の減少）となりました。 

  

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
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当第３四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108,970千円減少し、1,084,444千

円となりました。これは主に、投資有価証券214,856千円の増加、現金及び預金341,511千円、完成工事

未収入金7,826千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137,518千円減少し、609,713千円となりました。これは主に、長期

借入金27,885千円、未払法人税等22,639千円、短期借入金17,500千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28,548千円増加し、474,731千円となりました。これは、利益剰

余金の増加によるものであります。 

  

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。 

  

該当事項はありません。 

  

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日公表分）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３四半期累計期間及び当第３四半期累計期間の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。 

  

  

  

（２）財政状態に関する定性的情報

（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

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

前第３四半期累計期間 当第３四半期累計期間

１株当たり四半期純利益       2,573円46銭  １株当たり四半期純利益       4,172円33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3四半期会計期間
(平成24年2月29日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 403,225 61,713

受取手形 24,562 42,282

完成工事未収入金 140,113 132,286

売掛金 217 220

原材料及び貯蔵品 30,406 26,824

未成工事支出金 55,335 65,321

仕掛販売用不動産 － 874

販売用不動産 17,171 4,036

その他 17,569 25,558

貸倒引当金 △2,737 △2,892

流動資産合計 685,864 356,226

固定資産

有形固定資産 121,820 117,973

無形固定資産 2,538 1,920

投資その他の資産

投資不動産 320,567 320,567

投資有価証券 13,700 228,556

その他 57,697 77,402

貸倒引当金 △8,773 △18,201

投資その他の資産合計 383,191 608,324

固定資産合計 507,550 728,218

資産合計 1,193,414 1,084,444

負債の部

流動負債

工事未払金 98,371 99,875

買掛金 13,164 12,058

短期借入金 67,500 50,000

1年内返済予定の長期借入金 49,414 36,808

1年内償還予定の社債 10,000 110,000

未払法人税等 28,883 6,244

完成工事補償引当金 28,185 33,747

その他 89,885 31,943

流動負債合計 385,405 380,677

固定負債

社債 140,000 35,000

長期借入金 210,104 182,218

資産除去債務 2,541 3,118

その他 9,180 8,698

固定負債合計 361,826 229,035

負債合計 747,231 609,713

4

㈱エムビーエス（1401） 平成24年５月期第３四半期決算短信（非連結）



（単位：千円）

前事業年度
(平成23年5月31日)

当第3四半期会計期間
(平成24年2月29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 95,528 121,376

株主資本合計 446,182 472,030

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 － 2,700

評価・換算差額等合計 － 2,700

純資産合計 446,182 474,731

負債純資産合計 1,193,414 1,084,444
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（２）四半期損益計算書
第３四半期累計期間

（単位：千円）

前第３四半期累計期間
(自 平成22年6月 1日 
至 平成23年2月28日)

当第３四半期累計期間
(自 平成23年6月 1日 
至 平成24年2月29日)

売上高 838,362 860,336

売上原価 619,407 598,219

売上総利益 218,954 262,117

販売費及び一般管理費 173,264 196,540

営業利益 45,689 65,577

営業外収益

デリバティブ評価益 35,958 21,002

不動産賃貸収入 13,723 11,411

その他 2,538 4,738

営業外収益合計 52,221 37,152

営業外費用

為替差損 36,145 34,633

支払利息 7,024 4,612

貸倒引当金繰入額 － 10,000

その他 1,290 1,509

営業外費用合計 44,460 50,755

経常利益 53,450 51,974

特別利益

貸倒引当金戻入額 3,543 －

特別利益合計 3,543 －

特別損失

保険解約損 15,176 －

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 15,876 －

税引前四半期純利益 41,118 51,974

法人税、住民税及び事業税 21,181 24,914

法人税等調整額 3,994 1,212

法人税等合計 25,175 26,126

四半期純利益 15,942 25,847
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該当事項はありません。 

  

Ⅰ  前第３四半期累計期間(自  平成22年６月１日  至  平成23年２月28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、加盟店関連事業等を含んでおります。

  

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。 

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）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

729,072 87,936 1,397 818,406 19,955 838,362

 (2) セグメント間の内部
   売上高又は振替高

― ― ― ― ― ―

計 729,072 87,936 1,397 818,406 19,955 838,362

セグメント利益 116,543 4,310 1,397 122,251 9,908 132,159

利益 金額

報告セグメント計 122,251

「その他」の区分の利益 9,908

全社費用（注） △86,469

四半期損益計算書の営業利益 45,689
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Ⅱ  当第３四半期累計期間(自  平成23年６月１日  至  平成24年２月29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、加盟店関連事業等を含んでおります。

  

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．報告セグメントの変更等に関する事項 

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）より「その他」に含まれる事業セ

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

業」を新たな報告セグメントとしております。 

なお、前第３四半期累計期間（自 平成22年6月1日 至 平成23年２月28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。 

  

該当事項はありません。 

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

761,461 69,731 26,585 857,777 2,559 860,336

 (2) セグメント間の内部
   売上高又は振替高

― ― ― ― ― ―

計 761,461 69,731 26,585 857,777 2,559 860,336

セグメント利益又は損失
（△）

128,554 1,941 12,412 142,908 △560 142,348

利益 金額

報告セグメント計 142,908

「その他」の区分の損失（△） △560

全社費用（注） △76,770

四半期損益計算書の営業利益 65,577

（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
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当第３四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 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３四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 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３四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 「不動産事業」の前年同四半期比については、前第３四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 761,461 4.4

建築工事業 69,731 △20.7

合計 831,192 1.7

 (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 704,155 23.8 161,161 42.2

建築工事業 60,657 △51.0 36,322 △15.7

合計 764,812 10.4 197,483 26.2

(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 761,461 4.4

建築工事業 69,731 △20.7

不動産事業 26,585 ―

その他 2,559 ―

合計 860,336 2.6
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