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１．2020年５月期第１四半期の連結業績（2019年６月１日～2019年８月31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 
親会社株主に帰属する 

四半期純利益 

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

2020年５月期第１四半期 961 △31.1 △395 － △390 － △264 － 

2019年５月期第１四半期 1,395 67.0 △294 － △288 － △222 － 

（注）包括利益 2020年５月期第１四半期 △309 百万円 （－％） 2019年５月期第１四半期 △216 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 

2020年５月期第１四半期 △15.77 － 

2019年５月期第１四半期 △12.70 － 

（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 ％ 

2020年５月期第１四半期 11,702 7,332 61.4 

2019年５月期 12,331 7,892 62.8 

（参考）自己資本 2020年５月期第１四半期 7,180 百万円 2019年５月期 7,738 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 

2019年５月期 － 6.00 － 12.00 18.00 

2020年５月期 － 

2020年５月期（予想） 7.00 － 7.00 14.00 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無：無 

2019年５月期期末配当金の内訳 普通配当 ７円00銭 特別配当 ５円00銭 

３．2020年５月期の連結業績予想（2019年６月１日～2020年５月31日） 

（％表示は、対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 親会社株主に帰属 
する当期純利益 

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 16,000 2.7 1,200 8.7 1,250 8.6 820 △52.2 48.75 

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無：無 



※  注記事項 

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）：無 

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：有 

（注）詳細は、添付資料Ｐ.７「２．四半期連結財務諸表及び主な注記（3）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用）」をご覧下さい。 

 

（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） 2020年５月期１Ｑ 18,500,000 株 2019年５月期 18,602,741 株 

②  期末自己株式数 2020年５月期１Ｑ 1,752,199 株 2019年５月期 1,781,737 株 

③  期中平均株式数（四半期累計） 2020年５月期１Ｑ 16,756,714 株 2019年５月期１Ｑ 17,538,868 株 

 
 

※  四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です 

 

※  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、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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Ｐ.２「１．当四半期決算に関す

る定性的情報（3）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。 
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１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

 当第１四半期連結累計期間（2019年６月～2019年８月）における当社グループの経営成績につきましては、受注

高は5,766百万円（前年同期は5,545百万円）となりました。

 売上高につきましては961百万円（前年同期は1,395百万円）となり、営業損益は395百万円の損失（前年同期は

294百万円の損失）、経常損益は390百万円の損失（前年同期は288百万円の損失）となりました。

 親会社株主に帰属する四半期純損益につきましては264百万円の損失（前年同期は222百万円の損失）となりまし

た。

 

（２）財政状態に関する説明

（資産、負債及び純資産の状況）

 当第１四半期連結会計期間末の総資産は11,702百万円であり、前連結会計年度末に比較して629百万円の減少と

なりました。その主な要因は流動資産の494百万円の減少であり、そのうち、現金及び預金721百万円の減少、受取

手形及び売掛金1,259百万円の減少、たな卸資産(未成業務支出金)1,376百万円の増加等であります。

 負債合計は4,370百万円であり、前連結会計年度末に比較して68百万円の減少となりました。その主な要因は固

定負債207百万円の減少であり、繰延税金負債156百万円の減少等であります。

 純資産合計は7,332百万円であり、前連結会計年度末に比較して560百万円の減少となりました。その主な要因は

剰余金の配当201百万円と親会社株主に帰属する四半期純損失264百万円の計上による利益剰余金466百万円の減少

等であります。

 

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

 2019年７月11日に公表いたしました通期の連結業績予想に変更はありません。
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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

    （単位：千円） 

 
前連結会計年度 

(2019年５月31日) 
当第１四半期連結会計期間 

(2019年８月31日) 

資産の部    

流動資産    

現金及び預金 2,007,411 1,285,484 

受取手形及び売掛金 2,846,806 1,587,793 

未成業務支出金 1,946,770 3,323,234 

販売用不動産 5,634 5,634 

その他 145,938 244,847 

貸倒引当金 △24,717 △13,883 

流動資産合計 6,927,843 6,433,111 

固定資産    

有形固定資産    

建物及び構築物 1,742,345 1,742,345 

減価償却累計額 △692,889 △705,760 

建物及び構築物（純額） 1,049,456 1,036,584 

機械装置及び運搬具 715,098 715,098 

減価償却累計額 △374,590 △386,207 

機械装置及び運搬具（純額） 340,508 328,891 

土地 2,273,878 2,273,878 

その他 755,089 739,195 

減価償却累計額 △506,150 △511,370 

その他（純額） 248,939 227,824 

有形固定資産合計 3,912,782 3,867,179 

無形固定資産    

ソフトウエア 39,475 39,417 

その他 2,027 1,996 

無形固定資産合計 41,503 41,414 

投資その他の資産    

投資有価証券 1,128,100 1,041,104 

その他 407,462 404,226 

貸倒引当金 △86,033 △84,383 

投資その他の資産合計 1,449,528 1,360,947 

固定資産合計 5,403,815 5,269,542 

資産合計 12,331,658 11,702,654 
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    （単位：千円） 

 
前連結会計年度 

(2019年５月31日) 
当第１四半期連結会計期間 

(2019年８月31日) 

負債の部    

流動負債    

買掛金 862,376 413,356 

短期借入金 － 400,000 

1年内返済予定の長期借入金 192,470 149,500 

未払法人税等 293,418 22,396 

未成業務受入金 1,198,172 1,779,827 

賞与引当金 195,851 13,428 

受注損失引当金 － 9,753 

株主優待引当金 20,132 － 

その他 585,781 698,792 

流動負債合計 3,348,203 3,487,053 

固定負債    

長期借入金 120,000 105,000 

退職給付に係る負債 561,571 525,440 

資産除去債務 200,607 200,858 

繰延税金負債 197,768 41,575 

その他 10,947 10,508 

固定負債合計 1,090,895 883,382 

負債合計 4,439,098 4,370,436 

純資産の部    

株主資本    

資本金 2,131,733 2,131,733 

資本剰余金 1,084,292 1,033,989 

利益剰余金 5,348,504 4,882,375 

自己株式 △863,690 △860,669 

株主資本合計 7,700,840 7,187,428 

その他の包括利益累計額    

その他有価証券評価差額金 307,519 249,148 

退職給付に係る調整累計額 △269,441 △256,386 

その他の包括利益累計額合計 38,078 △7,237 

新株予約権 153,641 152,027 

純資産合計 7,892,559 7,332,217 

負債純資産合計 12,331,658 11,702,654 
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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 2018年６月１日 
 至 2018年８月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 2019年６月１日 

 至 2019年８月31日) 

売上高 1,395,989 961,682 

売上原価 1,018,351 708,233 

売上総利益 377,638 253,448 

販売費及び一般管理費 672,116 649,144 

営業損失（△） △294,478 △395,695 

営業外収益    

受取利息 9 8 

受取配当金 1,273 1,168 

受取保険金及び配当金 328 224 

有価証券売却益 2,189 515 

受取品貸料 709 － 

その他 4,377 4,040 

営業外収益合計 8,888 5,957 

営業外費用    

支払利息 1,075 406 

その他 1,784 795 

営業外費用合計 2,859 1,202 

経常損失（△） △288,449 △390,940 

特別損失    

固定資産除却損 78 87 

投資有価証券評価損 10,717 3,052 

出資金評価損 － 183 

特別損失合計 10,796 3,323 

税金等調整前四半期純損失（△） △299,245 △394,263 

法人税等 △76,469 △129,986 

四半期純損失（△） △222,776 △264,277 

親会社株主に帰属する四半期純損失（△） △222,776 △264,277 
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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 2018年６月１日 
 至 2018年８月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 2019年６月１日 

 至 2019年８月31日) 

四半期純損失（△） △222,776 △264,277 

その他の包括利益    

その他有価証券評価差額金 △13,847 △58,371 

為替換算調整勘定 △158 － 

退職給付に係る調整額 19,837 13,054 

その他の包括利益合計 5,831 △45,316 

四半期包括利益 △216,945 △309,593 

（内訳）    

親会社株主に係る四半期包括利益 △216,945 △309,593 

非支配株主に係る四半期包括利益 － － 

 

- 6 -

（株）オオバ（9765）　2020年５月期 第１四半期決算短信[日本基準](連結)



（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）

該当事項はありません。

 

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

該当事項はありません。

 

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用）

（税金費用の計算） 

税金費用については、当社及び一部の連結子会社については当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税

引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純損益に当該見積実効税率

を乗じて計算しております。

 

（セグメント情報等）

当社グループは、地理空間情報業務、環境業務、まちづくり業務、設計業務及び事業ソリューション業務を総合的

に営む単一事業の企業集団であるため、記載を省略しております。 

 

（重要な後発事象）

新株予約権の付与 

当社は、2019年８月27日開催の当社取締役会において、会社法第236条、第238条および第240条の規定に基づ

き、当社取締役及び執行役員に対して株式報酬型ストックオプションとして発行することを決議した新株予約権を

以下のとおり付与いたしました。 

(1) 新株予約権の割当日 2019年９月12日

(2) 新株予約権の数 148個 

(3) 新株予約権の目的となる株式の種類および数 当社普通株式 148,000株

(4) 新株予約権の払込金額 １株当たり531円

(5) 新株予約権行使時の払込金額 １株当たり１円

(6) 新株予約権の割当対象者 当社取締役及び執行役員18名

(7) 新株予約権を行使することができる期間 2019年９月12日から2049年９月11日まで

(8) 新株予約権の行使により株式を発行する場合にお

ける増加する資本金および資本準備金に関する事

項

①新株予約権の行使により株式を発行する場合において

増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１項に

従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額

とし、計算の結果１円未満の端数が生じたときは、そ

の端数を切り上げるものとする。

②新株予約権の行使により株式を発行する場合において

増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増

加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減

じた金額とする。

(9) 新株予約権の行使の条件 ①各新株予約権の一部行使はできないものとする。

②新株予約権者は、株式会社オオバの取締役及び執行役

員の地位を喪失した日の翌日から10日間に限り新株予

約権を行使することができる。

③その他の行使の条件は、「新株予約権割当契約書」に

定めるところによる。

(10)新株予約権の譲渡に関する事項 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会

の決議による承認を要するものとする。
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３．補足情報

（生産、受注及び販売の状況）

 当第１四半期連結累計期間（自2019年６月１日 至2019年８月31日）

 当社グループは、地理空間情報業務、環境業務、まちづくり業務、設計業務及び事業ソリューション業務を総合

的に営む単一事業の企業集団であるため、セグメント情報は記載しておりません。

 

（１）生産高実績

当社グループは、単一セグメントであるため、業務の区分別の生産高を記載しております。

業務の区分等 生産高（千円） 構成比（％） 前年同期比（％）

建設コンサルタント業務

地理空間情報業務

 

659,262 

 

21.9 

 

122.5 

環境業務 109,072 3.6 85.1

まちづくり業務 1,163,099 38.6 82.7

設計業務 870,610 28.9 119.4

事業ソリューション業務 210,025 7.0 135.6

合計 3,012,068 100.0 101.9

 （注）１．価格の基準は販売価格であります。

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

（２）受注高実績

当社グループは、単一セグメントであるため、業務の区分別の受注高を記載しております。

業務の区分等 受注高（千円） 構成比（％） 前年同期比（％）

建設コンサルタント業務

地理空間情報業務

 

1,625,045 

 

28.2 

 

168.6 

環境業務 165,996 2.9 68.4

まちづくり業務 2,379,291 41.2 97.1

設計業務 1,475,908 25.6 81.3

事業ソリューション業務 120,579 2.1 164.7

合計 5,766,819 100.0 104.0

 （注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

２．前期以前に受注した業務で、契約額の増減があるものについては、変更の行われた期の受注高にその増減額

を含んでおります。
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（３）完成高実績 

当社グループは、単一セグメントであるため、業務の区分別の完成高を記載しております。

業務の区分等 完成高（千円） 構成比（％） 前年同期比（％）

建設コンサルタント業務

地理空間情報業務

 

104,691 

 

10.9 

 

47.3

環境業務 74,105 7.7 76.1

まちづくり業務 156,346 16.3 29.9

設計業務 412,967 42.9 94.4

事業ソリューション業務 213,573 22.2 183.2

合計 961,682 100.0 68.9

 （注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

２．当社グループの売上高（事業ソリューション業務売上高を除く）は、第４四半期連結会計期間に完成する業

務の割合が大きいため、第１、第２、第３四半期連結会計期間までの各四半期連結会計期間の完成高に比べ

第４四半期連結会計期間の完成高が増加する傾向にあり、業績に季節的変動があります。

 

（４）手持受注高 

当社グループは、単一セグメントであるため、業務の区分別の手持受注高を記載しております。

業務の区分等 手持受注高（千円） 構成比（％） 前年同期比（％）

建設コンサルタント業務

地理空間情報業務

 

3,301,930 

 

22.9 

 

134.1 

環境業務 674,173 4.7 75.5

まちづくり業務 6,348,909 44.1 97.6

設計業務 3,480,820 24.2 96.5

事業ソリューション業務 592,061 4.1 122.6

合計 14,397,893 100.0 103.2

 （注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

- 9 -

（株）オオバ（9765）　2020年５月期 第１四半期決算短信[日本基準](連結)


