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1.  平成24年9月期第3四半期の連結業績（平成23年10月1日～平成24年6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 ％

24年9月期第3四半期 15,331 165.0 365 ― 313 ― 467 ―
23年9月期第3四半期 5,786 △15.6 △894 ― △851 ― △539 ―

（注）包括利益 24年9月期第3四半期 429百万円 （―％） 23年9月期第3四半期 △581百万円 （―％）

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9月期第3四半期 51.63 ―
23年9月期第3四半期 △59.52 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年9月期第3四半期 17,659 9,606 52.4
23年9月期 16,871 9,184 52.2
（参考） 自己資本   24年9月期第3四半期  9,259百万円 23年9月期  8,809百万円

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9月期 ― 0.00 ― 2.00 2.00
24年9月期 ― 0.00 ―
24年9月期（予想） 4.00 4.00

3. 平成24年 9月期の連結業績予想（平成23年10月 1日～平成24年 9月30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 19,000 122.8 △100 ― △150 ― △290 ― △32.01



(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は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続きの対象外であり、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き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。 

※  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） 24年9月期3Q 9,416,000 株 23年9月期 9,416,000 株
② 期末自己株式数 24年9月期3Q 357,461 株 23年9月期 356,729 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年9月期3Q 9,058,857 株 23年9月期3Q 9,059,697 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第３四半期連結累計期間の当社グループは、個別においてもグループ全体においても引き続き受注が好調でし

た。当第３四半期においては国内では東日本大震災の復興関連事業にとどまらず、全国的に受注が底上げされてき

ています。海外でも橋梁プロジェクトを中心として受注が大きく伸びる中、新事業の一つとして取り組んでいる小

水力発電事業がフィリピン共和国ミンダナオ島において始動しました。また、当社グループ会社の基礎地盤コンサ

ルタンツ株式会社(以下NKCと記す)との経営・事業シナジーも堅実に進めておりますが、なお一層の効果発現に注力

してまいります。 

 損益面では、当社個別の売上高は前々期第３四半期とほぼ同水準でありましたが、経費の効果的な節減が功を奏

し営業利益が改善しております。また、当社グループ連結においてもNKCの好調な業績を反映した収益を実現してお

ります。 

 当社グループは、引き続き一丸となって高い品質の成果と目標利益達成に全力で取り組みます。 

 なお、当社グループの売上高は、受注の大半が官需という特性により、第２四半期以降に偏る傾向があります。

 この結果、当第３四半期連結累計期間における当社グループ全体の業績といたしましては、受注高は161億96 

百万円（前年同四半期連結累計期間比 ％増）売上高は 百万円（同 ％増）となりました。 

 利益面では、営業利益 百万円（前年同四半期連結累計期間 百万円の営業損失）、経常利益 百

万円（前年同四半期連結累計期間 百万円の経常損失）、四半期純利益 百万円（前年同四半期連結累計

期間 百万円の四半期純損失）となりました。 

  

 セグメントごとの概況は次のとおりであります。 

〔コンサルタント事業〕 

 当社グループの主力事業でありますコンサルタント事業の当第３四半期連結累計期間の状況は、受注高159億29百

万円（前年同四半期連結累計期間比 ％増）、売上高151億15百万円（同 ％増）となりました。 

〔サービスプロバイダ事業〕 

 当第３四半期連結累計期間の受注高は１億93百万円（前年同四半期連結累計期間比 ％減）、売上高２億２百

万円（同 ％減）となりました。 

〔プロダクツ事業〕 

 当第３四半期連結累計期間の受注高は73百万円（前年同四半期連結累計期間比 ％増）、売上高13百万円（同

％減）となりました。 

  

（２）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成24年４月26日に公表いたしました連結業績予想の修正は行っておりません。 

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

 該当事項はありません。 

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 該当事項はありません。 

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

 該当事項はありません。 

１．当四半期決算に関する定性的情報

154.3 153億31 165.0

３億65 ８億94 ３億13

８億51 ４億67

５億39

165.1 172.0

38.2

0.8

60.8

44.0

２．サマリー情報（その他）に関する事項

－2－

㈱長大　（9624）　平成24年９月期　第３四半期決算短信



４．四半期連結財務諸表 
（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23年９月30日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,939 5,436

受取手形及び完成業務未収入金 1,789 1,140

商品 217 288

未成業務支出金 3,858 3,149

繰延税金資産 232 182

その他 450 300

貸倒引当金 △15 △22

流動資産合計 9,471 10,476

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,635 1,572

土地 1,987 1,987

その他（純額） 137 123

有形固定資産合計 3,760 3,682

無形固定資産   

のれん 736 618

その他 83 86

無形固定資産合計 820 704

投資その他の資産   

投資有価証券 597 499

長期預金 100 100

繰延税金資産 967 1,067

保険積立金 532 520

その他 718 708

貸倒引当金 △97 △100

投資その他の資産合計 2,819 2,796

固定資産合計 7,400 7,183

資産合計 16,871 17,659
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年９月30日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

業務未払金 1,145 727

短期借入金 902 841

1年内返済予定の長期借入金 254 421

未払法人税等 102 108

未払費用 469 439

未成業務受入金 1,339 2,016

受注損失引当金 150 59

その他 475 392

流動負債合計 4,841 5,005

固定負債   

長期借入金 1,275 1,385

退職給付引当金 1,463 1,598

負ののれん 19 15

その他 86 48

固定負債合計 2,845 3,047

負債合計 7,686 8,053

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,107 3,107

資本剰余金 4,871 4,871

利益剰余金 926 1,376

自己株式 △88 △88

株主資本合計 8,816 9,266

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △7 △7

為替換算調整勘定 － △0

その他の包括利益累計額合計 △7 △7

少数株主持分 375 346

純資産合計 9,184 9,606

負債純資産合計 16,871 17,659
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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３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年10月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年10月１日 
 至 平成24年６月30日) 

売上高 5,786 15,331

売上原価 4,511 11,325

売上総利益 1,275 4,006

販売費及び一般管理費 2,169 3,641

営業利益又は営業損失（△） △894 365

営業外収益   

受取利息 9 2

受取配当金 6 6

保険返戻金 17 －

為替差益 － 10

雑収入 40 46

営業外収益合計 74 65

営業外費用   

支払利息 19 96

投資事業組合運用損 8 10

為替差損 0 －

雑損失 3 11

営業外費用合計 31 117

経常利益又は経常損失（△） △851 313

特別利益   

固定資産売却益 0 1

保険差益 － 22

特別利益合計 0 23

特別損失   

固定資産除却損 3 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 4 －

投資有価証券評価損 － 5

減損損失 － 12

改修補償損失 － 12

その他 1 －

特別損失合計 8 30

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△860 306

法人税等 △272 △122

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△587 429

少数株主損失（△） △48 △38

四半期純利益又は四半期純損失（△） △539 467
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年10月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年10月１日 
 至 平成24年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△587 429

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 6 0

為替換算調整勘定 － △0

その他の包括利益合計 6 0

四半期包括利益 △581 429

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △532 467

少数株主に係る四半期包括利益 △48 △38
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該当事項はありません。 

該当事項はありません。  

受注及び販売の状況 

(1）受注状況 

当第３四半期連結累計期間の受注状況をセグメントごとに示すと、つぎのとおりであります。 

 （注） 金額は販売価格によっており、消費税等が含まれておりません。 

(2）販売実績 

当第３四半期連結累計期間の販売実績をセグメントごとに示すと、つぎのとおりであります。 

 （注）１．上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

２．セグメント間の取引については相殺消去しております。 

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

５．補足情報

セグメントの名称 受注高（百万円） 
前年同四半期比

（％） 
受注残高（百万円） 

前年同四半期比
（％） 

コンサルタント事業  15,929  165.1  11,984  97.7

サービスプロバイダ事業  193  △38.2  49  △68.6

プロダクツ事業  73  60.8  72  113.0

合計  16,196  154.3  12,106  93.6

セグメントの名称 
当第３四半期連結累計期間 
（自 平成23年10月１日 
至 平成24年６月30日） 

前年同四半期比（％） 

コンサルタント事業（百万円）  15,115  172.0

サービスプロバイダ事業（百万円）  202  △0.8

プロダクツ事業（百万円）  13  △44.0

合計（百万円）  15,331  165.0
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