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（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 ％

2023年５月期第２四半期 6,161 △1.4 428 59.4 473 56.9 291 89.1

2022年５月期第２四半期 6,245 47.0 268 － 301 － 154 －

（注）包括利益 2023年５月期第２四半期 346百万円（179.2％） 2022年５月期第２四半期 124百万円（－％）

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

2023年５月期第２四半期 18.12 17.73

2022年５月期第２四半期 9.51 9.32

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

2023年５月期第２四半期 15,016 10,313 66.1

2022年５月期 14,426 10,229 68.2

（参考）自己資本 2023年５月期第２四半期 9,927百万円 2022年５月期 9,839百万円

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

2022年５月期 － 8.00 － 15.00 23.00

2023年５月期 － 11.00

2023年５月期（予想） － 11.00 22.00

（％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 4.2 1,600 1.1 1,650 △0.3 1,100 1.3 68.73

１．2023年５月期第２四半期の連結業績（2022年６月１日～2022年11月30日）

（２）連結財政状態

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

2022年５月期期末配当金の内訳　　普通配当　11円00銭　記念配当　４円00銭

３．2023年５月期の連結業績予想（2022年６月１日～2023年５月31日）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無：無



①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 2023年５月期２Ｑ 17,500,000株 2022年５月期 17,500,000株

②  期末自己株式数 2023年５月期２Ｑ 1,324,047株 2022年５月期 1,378,147株

③  期中平均株式数（四半期累計） 2023年５月期２Ｑ 16,107,430株 2022年５月期２Ｑ 16,224,938株

※  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.８「２．四半期連結財務諸表及び主な注記（4）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）

※  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２四半期連結累計期間（2022年６月～2022年11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9,843百万円（前年同期は10,017百万円）となりました。

　売上高につきましては6,161百万円（前年同期は6,245百万円）となり、営業利益は428百万円（前年同期は268百

万円）、経常利益は473百万円（前年同期は301百万円）となりました。

　親会社株主に帰属する四半期純利益につきましては291百万円（前年同期は154百万円）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２四半期連結会計期間末の総資産は15,016百万円であり前連結会計年度末に比較して590百万円の増加とな

りました。その主な要因は流動資産の506百万円の増加であり、そのうち、現金及び預金538百万円の減少、受取手

形、売掛金及び契約資産1,442百万円の増加等であります。

　負債合計は4,703百万円であり前連結会計年度末に比較して506百万円の増加となりました。その主な要因は流動

負債489百万円の増加であり、短期借入金1,600百万円の増加、賞与引当金410百万円の減少等であります。

　純資産合計は10,313百万円であり前連結会計年度末に比較して83百万円の増加となりました。その主な要因は剰

余金の配当241百万円と親会社株主に帰属する四半期純利益291百万円の計上等であります。

（キャッシュ・フローの状況）

　当第２四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは1,863百万円の支出（前年同期は2,765百万円

の支出）であり、税金等調整前四半期純利益438百万円、賞与引当金の減少による支出410百万円、売上債権の増加

に伴う支出1,442百万円、未払消費税等の増加に伴う収入285百万円等によるものであります。

　投資活動によるキャッシュ・フローは17百万円の収入（前年同期は62百万円の支出）であり、有形固定資産の取

得による支出24百万円、有価証券の売却による収入55百万円等によるものであります。

　財務活動によるキャッシュ・フローは1,308百万円の収入（前年同期は888百万円の収入）であり、短期借入金の

純増額1,600百万円、自己株式の取得による支出50百万円、配当金の支払いによる支出241百万円等によるものであ

ります。

　この結果、当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比較して

538百万円減少し、1,417百万円となりました。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

　2022年７月14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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（単位：千円）

前連結会計年度
(2022年５月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2022年11月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,955,831 1,417,732

受取手形、売掛金及び契約資産 4,833,386 6,276,049

未成業務支出金 252,424 237,671

販売用不動産 5,634 5,634

その他 575,523 192,349

流動資産合計 7,622,800 8,129,437

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 1,990,384 1,994,715

減価償却累計額 △826,709 △860,539

建物及び構築物（純額） 1,163,675 1,134,176

機械装置及び運搬具 770,888 771,181

減価償却累計額 △500,470 △521,660

機械装置及び運搬具（純額） 270,417 249,521

土地 2,659,018 2,659,018

その他 900,370 895,075

減価償却累計額 △727,714 △746,200

その他（純額） 172,655 148,875

有形固定資産合計 4,265,766 4,191,591

無形固定資産

ソフトウエア 111,784 93,292

その他 1,658 1,947

無形固定資産合計 113,443 95,239

投資その他の資産

投資有価証券 1,120,223 1,136,238

退職給付に係る資産 945,759 1,089,737

繰延税金資産 10,771 19,947

その他 386,252 392,965

貸倒引当金 △38,168 △38,168

投資その他の資産合計 2,424,838 2,600,719

固定資産合計 6,804,047 6,887,550

資産合計 14,426,848 15,016,987

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
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（単位：千円）

前連結会計年度
(2022年５月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2022年11月30日)

負債の部

流動負債

買掛金 1,026,721 795,926

短期借入金 － 1,600,000

未払法人税等 330,154 194,022

未成業務受入金 1,116,404 1,017,440

賞与引当金 501,080 90,787

受注損失引当金 30 769

株主優待引当金 17,349 －

その他 497,601 279,717

流動負債合計 3,489,341 3,978,665

固定負債

退職給付に係る負債 14,536 15,038

資産除去債務 251,647 252,006

繰延税金負債 435,804 452,446

その他 5,712 5,712

固定負債合計 707,701 725,204

負債合計 4,197,043 4,703,869

純資産の部

株主資本

資本金 2,131,733 2,131,733

資本剰余金 532,933 532,933

利益剰余金 7,448,995 7,484,382

自己株式 △798,125 △784,445

株主資本合計 9,315,536 9,364,603

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 349,041 397,466

退職給付に係る調整累計額 174,600 165,448

その他の包括利益累計額合計 523,642 562,914

新株予約権 390,626 385,600

純資産合計 10,229,804 10,313,118

負債純資産合計 14,426,848 15,016,987

- 4 -

（株）オオバ（9765）2022年５月期 第２四半期決算短信[日本基準](連結)



（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自　2021年６月１日
　至　2021年11月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　2022年６月１日

　至　2022年11月30日)

売上高 6,245,919 6,161,055

売上原価 4,552,823 4,266,108

売上総利益 1,693,095 1,894,946

販売費及び一般管理費 1,424,521 1,466,804

営業利益 268,574 428,141

営業外収益

受取利息 13 9

受取配当金 21,663 23,992

受取保険金及び配当金 2,874 15,840

有価証券売却益 5,017 1,611

その他 9,031 14,226

営業外収益合計 38,600 55,680

営業外費用

支払利息 665 942

支払保証料 1,493 888

遅延損害金 3,227 －

設備復旧費用 － 8,360

その他 11 0

営業外費用合計 5,397 10,191

経常利益 301,777 473,630

特別利益

固定資産売却益 － 90

特別利益合計 － 90

特別損失

固定資産売却損 1,405 －

固定資産除却損 1,006 0

投資有価証券評価損 14,795 －

創業100周年記念関連費用 45,000 35,554

特別損失合計 62,207 35,554

税金等調整前四半期純利益 239,569 438,166

法人税等 85,240 146,268

四半期純利益 154,328 291,897

親会社株主に帰属する四半期純利益 154,328 291,897

（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２四半期連結累計期間）
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（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自　2021年６月１日
　至　2021年11月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　2022年６月１日

　至　2022年11月30日)

四半期純利益 154,328 291,897

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △21,751 48,424

退職給付に係る調整額 △8,315 6,572

その他の包括利益合計 △30,066 54,997

四半期包括利益 124,262 346,895

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 124,262 346,895

非支配株主に係る四半期包括利益 － －

（四半期連結包括利益計算書）

（第２四半期連結累計期間）
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（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自　2021年６月１日
　至　2021年11月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　2022年６月１日

　至　2022年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 239,569 438,166

減価償却費 117,820 109,254

固定資産除却損 1,006 0

固定資産売却損益（△は益） 1,405 △90

創業100周年記念関連費用 45,000 35,554

株式報酬費用 96,119 82,200

賞与引当金の増減額（△は減少） △311,739 △410,293

株主優待引当金の増減額（△は減少） △15,955 △17,349

受注損失引当金の増減額（△は減少） 1,040 739

貸倒引当金の増減額（△は減少） △300 －

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △178,819 △156,667

受取利息及び受取配当金 △21,676 △24,000

支払利息 665 942

有価証券売却損益（△は益） △5,017 △1,611

投資有価証券評価損益（△は益） 14,795 －

売上債権の増減額（△は増加） △1,065,455 △1,442,663

未成業務受入金の増減額（△は減少） 104,148 △98,963

棚卸資産の増減額（△は増加） △582,442 14,752

仕入債務の増減額（△は減少） 13,392 △230,794

未払消費税等の増減額（△は減少） △677,681 285,238

その他 △130,945 △172,982

小計 △2,355,071 △1,588,568

利息及び配当金の受取額 14,382 15,968

利息の支払額 △784 △1,094

法人税等の支払額 △423,759 △290,237

営業活動によるキャッシュ・フロー △2,765,233 △1,863,930

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △36,673 △24,362

有形固定資産の売却による収入 1,915 90

無形固定資産の取得による支出 △22,266 △550

投資有価証券の取得による支出 △12,942 △1,693

有価証券の売却による収入 17,612 55,875

敷金の差入による支出 △967 △7,636

敷金の回収による収入 1,242 855

その他 △10,685 △5,122

投資活動によるキャッシュ・フロー △62,765 17,455

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） 1,150,000 1,600,000

長期借入金の返済による支出 △30,000 －

自己株式の取得による支出 △100,659 △50,101

自己株式の処分による収入 35 172

配当金の支払額 △130,732 △241,695

財務活動によるキャッシュ・フロー 888,643 1,308,375

現金及び現金同等物に係る換算差額 － －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,939,355 △538,099

現金及び現金同等物の期首残高 3,002,039 1,955,831

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,062,683 1,417,732

（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

- 7 -

（株）オオバ（9765）2022年５月期 第２四半期決算短信[日本基準](連結)



（４）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おいて当第２四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。

（追加情報）

前事業年度の有価証券報告書の（追加情報）（会計上の見積りを行う上での新型コロナウイルス感染症の影響）に

記載した新型コロナウイルス感染症の影響に関する仮定について重要な変更はありません。

なお、新型コロナウイルス感染症拡大による影響は不確定要素が多く、当第２四半期連結会計期間以降の当社グル

ープの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

　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。
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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
2,295,943 23.3 129.8

環境業務 358,454 3.7 82.5

まちづくり業務 4,154,103 42.2 124.6

設計業務 2,522,427 25.6 90.9

事業ソリューション業務 512,287 5.2 30.1

合計 9,843,214 100.0 98.3

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
2,416,505 20.0 120.4

環境業務 549,760 4.6 103.3

まちづくり業務 4,765,538 39.4 101.2

設計業務 2,554,082 21.1 93.5

事業ソリューション業務 1,797,667 14.9 82.1

合計 12,083,552 100.0 99.3

３．補足情報

（受注の状況）

　当第２四半期連結累計期間（自2022年６月１日　至2022年11月30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）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。

　（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。

（２）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。

　（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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