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第一部 【企業情報】

 

第１ 【企業の概況】

 

１ 【主要な経営指標等の推移】

 

回次
第21期

第３四半期累計期間
第22期

第３四半期累計期間
第21期

会計期間
自 2017年６月１日
至 2018年２月28日

自 2018年６月１日
至 2019年２月28日

自 2017年６月１日
至 2018年５月31日

売上高 (千円) 1,994,490 2,366,998 3,017,440

経常利益 (千円) 254,816 235,396 384,376

四半期(当期)純利益 (千円) 175,153 158,696 285,186

持分法を適用した
場合の投資利益

(千円) ― ― ―

資本金 (千円) 335,164 335,656 335,164

発行済株式総数 (株) 7,275,000 7,279,000 7,275,000

純資産額 (千円) 1,734,961 1,999,789 1,835,902

総資産額 (千円) 2,727,421 2,808,674 2,850,125

１株当たり四半期
(当期)純利益

(円) 24.08 21.81 39.20

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益

(円) 23.05 20.65 37.47

１株当たり配当額 (円) ― ― ―

自己資本比率 (％) 63.5 71.1 64.3
 

 

回次
第21期

第３四半期会計期間
第22期

第３四半期会計期間

会計期間
自 2017年12月１日
至 2018年２月28日

自 2018年12月１日
至 2019年２月28日

１株当たり四半期純利益 (円) 6.24 4.45
 

(注)１　当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、第３四半期連結会計期間等に係る主要な経営指標等

の推移については記載しておりません。

　  ２　売上高には、消費税等は含まれておりません。

　　３　持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社が存在しないため記載しておりません。

４ 「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年２月16日）等を第１四半期

会計期間の期首から適用しており、前第３四半期累計期間及び前事業年度に係る主要な経営指標等について

は、当該会計基準等を遡って適用した後の指標等になっております。

 
２ 【事業の内容】

当第３四半期累計期間において、当社において営まれている事業の内容に重要な変更はありません。
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第２ 【事業の状況】

 

１ 【事業等のリスク】

当第３四半期累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資

者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリス

ク」についての重要な変更はありません。

 なお、重要事象等は存在しておりません。

 

２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当第３四半期会計期間の末日現在において判断したものであります。なお、「『税

効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年２月16日）等を第１四半期会計期間の期

首から適用しており、財政状態については遡及処理後の前事業年度末の数値で比較を行っております。

（１）財政状態及び経営成績の状況

当第３四半期累計期間におけるわが国経済は、地震や台風などの自然災害の影響はあったものの、企業収益や雇

用環境の改善等を背景に景気は緩やかな回復基調で推移いたしました。

　しかしながら、海外の政治情勢の不安定化等により株価や為替等の不安定な動きによる世界経済の不確実性の影

響もあり、不透明感を払拭できない状況となっております。

　当社が属する建設業界におきましては、政府の公共投資並びに民間投資は堅調に推移しているものの、施工を行

う技術者不足が解消されていないことに加え、資材価格や労務費といった建設コストの高騰が工事収益を圧迫する

など厳しい状況も続いております。

このような状況の中、当社は、新たに2018年6月に仙台支店（宮城県）を設置するとともに、既存店における

パートナー（工務店等）との関係強化に取り組み、受注拡大を図って参りました。また、原価低減と経費削減及び

施工管理と品質・技術の向上に努めるとともに、人材採用及び育成にも積極的に取り組み、業容拡大や収益力の向

上等も図って参りました。　　　　　　　　　　　　　

さらに、施工技術においてはコンクリートのコーティング構造及びコンクリート表面のコーティング方法につい

ての研究開発を進め、特許取得への基礎固めを図りました。　　　　　　　

これらにより、当第３四半期累計期間における売上高は、パートナーとの関係強化継続における受注拡大を図っ

た結果、各支店での受注額の増加により2,366,998千円（前年同期比18.7%増）、営業利益は、建築分野におけるナ

ショナルチェーンからの受注獲得を戦略的に促進するために生じた売上総利益率の減少及び今後の積極的な支店展

開に向けた人材採用投資に伴う人件費の増加等により192,255千円（前年同期比3.2％減）となりました。経常利益

は、当社太陽光発電による売電収入29,776千円、受取助成金10,445千円、外国社債に関する有価証券利息9,675千

円のほか、減価償却費16,341千円、売電費用1,677千円、支払利息1,503千円の計上等により235,396千円（前年同

期比7.6％減）、四半期純利益は、158,696千円（前年同期比9.4％減）となりました。

 

セグメント別の業績は、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の増加によ

り、売上高は2,176,784千円（前年同期比21.1％増）となり、セグメント利益は今後の支店展開に向けた人材採用

投資に伴う人件費の増加等により324,327千円（前年同期比5.2％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が減少したため、売上高は188,623千円（前年同期比3.4％減）

となり、セグメント利益は19,904千円（前年同期比8.1％減）となりました。

 

（その他）

ＦＣ加盟店に対するコーティング材等の販売に関する事業等で構成されるその他の事業におきましては、材料販

売等の減少により、売上高は1,590千円（前年同期比13.6％減）となり、セグメント利益は130千円（前年同期比

69.2％減)となりました。
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財政状態は、次のとおりであります。

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41,450千円減少し、2,808,674千円となりま

した。これは主に、現金及び預金107,349千円の減少、完成工事未収入金105,790千円の減少、未成工事支出金

126,818千円の増加、投資有価証券6,081千円の増加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205,337千円減少し、808,884千円となりました。これは主に、１年内返済予定

の長期借入金52,100千円の減少、未払法人税等45,492千円の減少、支払手形43,298千円の減少、工事未払金33,235

千円の増加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163,887千円増加し、1,999,789千円となりました。これは主に、利益剰余金

158,696千円の増加、その他有価証券評価差額金4,226千円の増加等によるものであります。

 

 （２）経営方針・経営戦略等

当第３四半期累計期間において、当社が定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はありません。

 
（３）事業上及び財務上の対処すべき課題

当第３四半期累計期間において、事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課題はあり

ません。

 

（４）研究開発活動

当第３四半期累計期間における研究開発活動の金額は、2,710千円であります。

 なお、当第３四半期累計期間において、当社の研究開発活動の状況に重要な変更はありません。

 

（５）経営成績に重要な影響を与える要因

当第３四半期累計期間において、当社の経営成績に重要な影響を与える要因に重要な変更はありません。

 
３ 【経営上の重要な契約等】

当第３四半期会計期間において、経営上の重要な契約等は行われておりません。
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第３ 【提出会社の状況】

 

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 24,780,000

計 24,780,000
 

 

② 【発行済株式】

 

種類
第３四半期会計期間末

現在発行数(株)
(2019年２月28日)

提出日現在発行数(株)
(2019年４月11日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 7,279,000 7,279,000

東京証券取引所
(マザーズ市場)
福岡証券取引所
(Ｑ－Ｂｏａｒｄ

市場)

単元株式数は100株であ
ります。

計 7,279,000 7,279,000 ― ―
 

(注) 「提出日現在発行数」欄には、2019年４月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行

された株式数は含まれておりません。

 

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

 
② 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

　

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　　　該当事項はありません。

 

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日
発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
 

(千円)

資本金残高
 

(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

2018年12月１日～
2019年２月28日

― 7,279,000 ― 335,656 ― 316,286
 

 

(5) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

   2019年２月28日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ―
―
 

完全議決権株式(自己株式等) ― ― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式 7,277,600
 

72,776
権利内容に何ら限定のない当社にお
ける標準となる株式

単元未満株式 1,400 ― ―

発行済株式総数 7,279,000 ― ―

総株主の議決権 ― 72,776 ―
 

(注) 当第３四半期会計期間末日現在の「発行済株式」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載

することができないことから、直前の基準日(2018年11月30日)に基づく株主名簿による記載をしております。

 

② 【自己株式等】

　　　　該当事項はありません。

 

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４ 【経理の状況】

 

１．四半期財務諸表の作成方法について

当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第63

号)に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期会計期間(2018年12月１日から2019年２月

28日まで)及び第３四半期累計期間(2018年６月１日から2019年２月28日まで)に係る四半期財務諸表について、三優監

査法人による四半期レビューを受けております。

 

３．四半期連結財務諸表について

当社は子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。
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１ 【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

(2018年５月31日)
当第３四半期会計期間
(2019年２月28日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 761,521 654,172

  受取手形 204,145 176,109

  電子記録債権 581 35,406

  完成工事未収入金 420,745 314,954

  売掛金 10,492 14,387

  未成工事支出金 152,004 278,822

  仕掛販売用不動産 6,464 6,464

  原材料及び貯蔵品 42,831 30,046

  その他 32,449 57,658

  貸倒引当金 △6,633 △4,467

  流動資産合計 1,624,602 1,563,555

 固定資産   

  有形固定資産   

   土地 359,132 359,132

   その他（純額） 260,717 247,787

   有形固定資産合計 619,850 606,920

  無形固定資産 22,049 26,450

  投資その他の資産   

   投資有価証券 289,200 295,282

   その他 304,140 330,698

   貸倒引当金 △9,718 △14,232

   投資その他の資産合計 583,622 611,747

  固定資産合計 1,225,522 1,245,119

 資産合計 2,850,125 2,808,674

負債の部   

 流動負債   

  支払手形 203,055 159,756

  工事未払金 175,330 208,566

  買掛金 66,717 49,010

  1年内返済予定の長期借入金 83,272 31,172

  未払法人税等 72,102 26,609

  完成工事補償引当金 19,455 25,524

  その他 200,092 132,355

  流動負債合計 820,025 632,996

 固定負債   

  長期借入金 144,816 130,712

  その他 49,381 45,176

  固定負債合計 194,197 175,888

 負債合計 1,014,222 808,884
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           (単位：千円)

          
前事業年度

(2018年５月31日)
当第３四半期会計期間
(2019年２月28日)

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 335,164 335,656

  資本剰余金 343,931 344,422

  利益剰余金 1,099,137 1,257,833

  株主資本合計 1,778,232 1,937,912

 評価・換算差額等   

  その他有価証券評価差額金 55,270 59,496

  評価・換算差額等合計 55,270 59,496

 新株予約権 2,400 2,380

 純資産合計 1,835,902 1,999,789

負債純資産合計 2,850,125 2,808,674
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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 2017年６月１日
　至 2018年２月28日)

当第３四半期累計期間
(自 2018年６月１日
　至 2019年２月28日)

売上高 1,994,490 2,366,998

売上原価 1,349,105 1,671,416

売上総利益 645,385 695,582

販売費及び一般管理費 446,748 503,326

営業利益 198,637 192,255

営業外収益   

 不動産賃貸収入 4,650 5,841

 有価証券利息 9,790 9,675

 売電収入 29,667 29,776

 助成金収入 30,312 10,445

 その他 8,409 8,505

 営業外収益合計 82,830 64,244

営業外費用   

 支払利息 1,563 1,503

 売電費用 2,245 1,677

 減価償却費 18,254 16,341

 貸倒引当金繰入額 716 －

 その他 3,870 1,581

 営業外費用合計 26,650 21,103

経常利益 254,816 235,396

特別利益   

 固定資産売却益 2,430 －

 特別利益合計 2,430 －

税引前四半期純利益 257,247 235,396

法人税、住民税及び事業税 80,105 79,826

法人税等調整額 1,987 △3,126

法人税等合計 82,093 76,699

四半期純利益 175,153 158,696
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【注記事項】

(追加情報)

(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用）

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年２月16日）等を第１四半期会計

期間の期首から適用しており、繰延税金負債は固定負債の区分に表示しております。

 
(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)

当第３四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半期累計

期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。

 

 
前第３四半期累計期間
(自 2017年６月１日
至 2018年２月28日)

当第３四半期累計期間
(自 2018年６月１日
至 2019年２月28日)

減価償却費 28,908千円 32,529千円
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ 前第３四半期累計期間(自 2017年６月１日 至 2018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）

 

　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 小計

売上高      

　(1) 外部顧客に
　　　対する売上高

1,797,294 195,354 1,992,649 1,841 1,994,490

　(2) セグメント間の内部
　　　売上高又は振替高

― ― ― ― ―

計 1,797,294 195,354 1,992,649 1,841 1,994,490

セグメント利益 341,967 21,657 363,625 422 364,047
 

(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、ＦＣ加盟店に対するコーティング材

等の販売に関する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）

利益 金額

報告セグメント計 363,625

「その他」の区分の利益 422

全社費用（注） △165,410

四半期損益計算書の営業利益 198,637
 

　　　(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。
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Ⅱ 当第３四半期累計期間(自 2018年６月１日 至 2019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）

 

　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 小計

売上高      

　(1) 外部顧客に
　　　対する売上高

2,176,784 188,623 2,365,408 1,590 2,366,998

　(2) セグメント間の内部
　　　売上高又は振替高

－ － － － －

計 2,176,784 188,623 2,365,408 1,590 2,366,998

セグメント利益 324,327 19,904 344,231 130 344,361
 

(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、ＦＣ加盟店に対するコーティング材

等の販売に関する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）

利益 金額

報告セグメント計 344,231

「その他」の区分の利益 130

全社費用（注） △152,106

四半期損益計算書の営業利益 192,255
 

　　　(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。
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(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎

は、以下のとおりであります。

 

項目
前第３四半期累計期間
(自 2017年６月１日
至 2018年２月28日)

当第３四半期累計期間
(自 2018年６月１日
至 2019年２月28日)

(1) １株当たり四半期純利益 24円08銭 21円81銭

    (算定上の基礎)   

   四半期純利益(千円) 175,153 158,696

   普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

   普通株式に係る四半期純利益(千円) 175,153 158,696

    普通株式の期中平均株式数(株) 7,275,000 7,276,905

(2) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 23円05銭 20円65銭

    (算定上の基礎)   

   四半期純利益調整額(千円) ― ―

   普通株式増加数(株) 325,056 407,165

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり
四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前事業
年度末から重要な変動があったものの概要

― ―

 

 

(重要な後発事象)

　 該当事項はありません。

２ 【その他】

　該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
 

2019年４月11日

株式会社エムビーエス

取締役会  御中

三優監査法人
 

 

 

指定社員

業務執行社員
 公認会計士 　 堤 　　　剣　　吾 印

 

 

指定社員

業務執行社員
 公認会計士 　 大　　神　　　 匡 印

 

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社エム

ビーエスの2018年６月１日から2019年５月31日までの第22期事業年度の第３四半期会計期間(2018年12月１日から2019年

２月28日まで)及び第３四半期累計期間(2018年６月１日から2019年２月28日まで)に係る四半期財務諸表、すなわち、四

半期貸借対照表、四半期損益計算書及び注記について四半期レビューを行った。

 

四半期財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表

を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適

正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期財務諸表に対する結

論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し

て四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と

認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社エムビーエスの2019年２月28日現在の財政状態及び同日をもって

終了する第３四半期累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認めら

れなかった。

 

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上

 
 

（注）１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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