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平成 20 年 6 月期 中間決算短信（非連結） 

平成 20 年 2月 15 日 

上 場 会 社 名         大日本コンサルタント株式会社  上場取引所 東証二部 
コ ー ド 番 号         9797               ＵＲＬ http://www.ne-con.co.jp/ 
代  表  者  （役職名）代表取締役社長    （氏名）船木 健治 
問合せ先責任者  （役職名）取締役業務管理担当  （氏名）高島 肇       ＴＥＬ (03)5394－7611 
半期報告書提出予定日 平成 20 年 3月 27 日 

（百万円未満切捨て） 
１．平成 19 年 12 月中間期の業績（平成 19 年 7月 1日～平成 19 年 12 月 31 日） 
(1)経営成績                                   （％表示は対前年中間期増減率） 
 売 上 高     営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

 百万円    ％ 百万円    ％ 百万円    ％ 百万円    ％

19 年 12 月中間期 
18 年 12 月中間期 

2,126   19.7 
1,776 △24.8 

△749     － 
△1,127     － 

△747     － 
△1,132     － 

△478     － 
△715     － 

19 年 6 月期 10,773     － 131     － 133     － △9     － 
 

 
１株当たり中間 

（当期）純利益 

潜在株式調整後１株当たり

中間（当期）純利益

  円 銭  円 銭

19 年 12 月中間期 
18 年 12 月中間期 

△62.52    
△93.40    

－ 
－ 

19 年 6 月期 △1.26    － 
(参考)持分法投資損益 19 年 12 月中間期    －百万円  18 年 12 月中間期    －百万円  19 年 6 月期    －百万円 
 
(2)財政状態 

 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

19 年 12 月中間期 
18 年 12 月中間期 

9,188 
9,731 

3,493 
3,364 

38.0 
34.6 

456.17 
439.34 

19 年 6 月期 9,474 4,068 42.9 531.18 
(参考)自己資本    19 年 12 月中間期 3,493 百万円  18 年 12 月中間期 3,364 百万円  19 年 6 月期 4,068 百万円 
 
(3)キャッシュ･フローの状況 

 
営 業 活 動 に よ る          
キャッシュ・フロー 

投 資 活 動 に よ る         
キャッシュ・フロー

財 務 活 動 に よ る          
キャッシュ・フロー 

現金及び現金同等物
期 末 残 高         

 百万円 百万円 百万円 百万円

19 年 12 月中間期 
18 年 12 月中間期 

△2,584 
△2,774 

864 
△75 

528 
941 

626 
498 

19 年 6 月期 605 △980 △214 1,817 

 
２．配当の状況 

 １株当たり配当金 

（基準日） 第１四半期末 中間期末 第３四半期末 期末 年間 

  円 銭  円 銭  円 銭  円 銭  円 銭

19 年 6 月期 － － － 6.00 6.00 

20 年 6 月期 － －   

20 年 6 月期（予想）   － 6.00 
6.00 

 
３．平成 20 年 6 月期の業績予想（平成 19 年 7月 1日～平成 20 年 6 月 30 日） 

（％表示は対前期増減率） 
 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 9,500 △11.8 160   21.6 130  △2.3 15     － 1.96    
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４．その他 
(1) 中間財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（中間財務諸表作成のための基本となる

重要な事項の変更に記載されるもの） 
① 会計基準等の改正に伴う変更  無 
② ①以外の変更   無 

 
(2) 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) 
19 年 12 月中間期  7,660,000 株   18 年 12 月中間期  7,660,000 株   19 年 6 月期  7,660,000 株 

② 期末自己株式数 
19 年 12 月中間期      1,207 株   18 年 12 月中間期      1,069 株   19 年 6 月期      1,119 株 

 (注) 1 株当たり中間（当期）純利益の算定の基礎となる株式数については、20 頁「１株当たり情報」を
ご覧ください。 

 
 

 

 

 

 

※ 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予想などの将来に関する記述は、本資料の発表日現在において当社が入手
可能な情報および合理的と判断する一定の前提に基づいており、実際の業績は、様々な要因により異なる
可能性があります。 
通期業績予想の前提となる仮定については、5 頁「１．経営成績 （１）経営成績に関する分析 ②通

期の見通し」をご覧ください。 
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１．経営成績 

（１）経営成績に関する分析 

①当中間会計期間の経営成績 

当中間会計期間におけるわが国経済は、企業収益は好調に推移しているものの、原材料価格の

高騰やサブプライムローンに端を発した世界的な金融不安を引き金に、景気の先行き不透明感が

高まりました。 

建設コンサルタント業界では、国および地方自治体における財政面での制約による建設投資の

縮減に伴って、市場規模の縮小が続いております。また、公共調達の改革によって、発注形態は

価格競争で受注者を決める競争入札方式から技術競争によって受注者を選定するプロポーザル方

式へと急速に移行しております。 

このような市場環境において、当社はプロポーザル型業務のさらなる特定率向上に向け、本社

および各支社にプロポーザル対応のための専門組織を設置し、高度で付加価値の高い技術を顧客

に提案・提供できる体制構築に取り組んでまいりました。利益率の向上に向けては、生産プロセ

スの見直し、原価管理および進捗管理手法の改善、ミス防止のための品質管理の徹底、社員を対

象とした能力開発制度構築などを中心とした生産システム改革を全社的に推進しております。現

在、社内に設置した改革委員会が中心となって個々の改善施策を立案し、緊急度・優先度の高い

施策から着手しております。さらに、総合建設コンサルタントとして多様なニーズに応えるため、

保全、環境、都市計画、防災、情報の各分野の技術者で構成される事業開発本部を設置し、大学

などとの共同研究を通じて積極的な技術領域の拡大と技術開発を進めてまいりました。 

また、当社の主力である橋梁分野においては、今後の新設橋梁の設計業務の減少は避けられな

い状況にありますが、既存の橋梁を始めとする社会資本の維持管理・更新といったニーズは確実

に高まっており、当社のノウハウを活かし、道路橋の長寿命化を推進するための支援サービスを

展開してまいりました。 

その結果、当中間会計期間はプロポーザル型業務が受注高の約 50％を占めるなど、全般に受注

が堅調に推移したため、受注高は 60 億 1 千 4 百万円（前年同期比 95.2％）となりました。完成

業務高につきましては、売上を予定していた大型業務が下期にずれ込んだことから、21 億 2 千 6

百万円（同 119.7％）となりました。 

利益面におきましては、道路・橋梁部門の利益率が好転したことにより完成業務総利益率が向

上し、営業損失は 7億 4 千 9百万円（前年同期 11 億 2 千 7百万円）、経常損失は 7億 4千 7百万

円（同 11 億 3 千 2百万円）となり、中間純損失は 4億 7千 8 百万円（同 7億 1千 5 百万円）とな

りました。 

なお、当社は官公庁取引が大半を占める事業の性質上、季節変動などの要因により完成業務高

が平均化しておらず、中間会計期間では営業費用の負担が大きい状況にあります。 

前中間会計期間 

（平成 19 年 6 月期）

当中間会計期間 

（平成 20 年 6 月期）

 

金 額 
（百万円）

百分比 金 額 
（百万円）

百分比 

増減額 

（百万円） 
前年同期比

受注高 6,318 ― 6,014 ― △304 95.2％

完成業務高 1,776 100.0％ 2,126 100.0％ 350 119.7％

完成業務総利益 342 19.3％ 596 28.0％ 253 174.2％

営業損失 △1,127 △63.5％ △749 △35.3％ 377 －

経常損失 △1,132 △63.7％ △747 △35.2％ 384 －

中間純損失 △715 △40.3％ △478 △22.5％ 236 －

１株当たり中間純損失 △93.40 円 △62.52 円 
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以下に部門別の概況を報告いたします。 

〔道路・橋梁部門〕 

当部門は、受注高が 47 億 9 千 1 百万円（前年同期比 94.3％）、完成業務高は 17 億 1 千万円

（同 151.4％）、完成業務総利益率は 29.8％（前年 16.4％）となりました。主たる受注業務とし

て、地方自治体における道路橋の長寿命化修繕計画策定業務、福島県の国道 6 号久之浜バイパス

の橋梁詳細設計業務、神奈川県の十文字橋における災害復旧設計業務、新潟県の椎谷トンネル詳

細設計業務、前橋笠懸道路における道路及び各構造物の予備設計業務、ベトナムにおける南北高

速道路プロジェクト調査などがあげられます。 

〔広域整備・調査部門〕 

当部門は、受注高が 11 億 5 千 5 百万円（前年同期比 96.0％）、完成業務高は 3 億 1 千 1 百万

円（同 59.7％）、完成業務総利益率は 18.4％（前年 24.4％）となりました。主たる受注業務と

して、山梨県甲斐市における都市計画マスタープラン策定業務、富山県内における交通解析業務、

岐阜県内における環境現況調査業務、東京都墨田区における北十間川修景整備実施設計業務、高

知県内における空中物理探査業務などがあげられます。 

〔施工管理部門〕 

当部門は、受注高が 6 千 7 百万円（前年同期比 203.3％）、完成業務高は 1 億 4 百万円（同

83.6％）、完成業務総利益率は 28.2％（前年 23.4％）となりました。 

（単位：百万円） 

 道路・橋梁 広域整備・調査 施工管理 合  計 

期首受注残高 3,200 680 197 4,078 

受注高 4,791 1,155 67 6,014 

完成業務高 1,710 311 104 2,126 

完成業務総利益 509 57 29 596 

完成業務総利益率 29.8％ 18.4％ 28.2％ 28.0％ 

中間会計期間末受注残高 6,281 1,523 160 7,965 
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②通期の見通し 

公共事業関係費の縮減傾向は今後も続き、当社を取り巻く市場環境は引き続き厳しい状況で推

移するものと予測されます。このような情勢の下、ステークホルダーからの「信頼回復・向上」、

シェア拡大と事業領域拡大に向けた「競争力強化」、必要な価格競争力を備えるための「収益性

向上」を重点課題と位置づけ、当事業年度を初年度とする第 8 次中期経営計画に沿った事業を展

開するとともに、早急に必要な諸策を実行してまいります。 

当中間会計期間の業績につきましては、大型業務の売上が下期にずれ込んだことから、当初の

売上目標を達成することはできませんでしたが、受注と操業状況は堅調に推移しており、通期の

業績につきましては当初計画を達成できる見込みであります。なお、当中間会計期間の実績など

を踏まえ、受注高と完成業務高の部門別内訳について、計画値を見直しました。 

（単位：百万円） 

  前事業年度 

（平成 19年 6 月期実績） 

当事業年度 

（平成 20年 6 月期予想） 

  実績値 百分比 計画値 前事業年度比

受 注 高  10,406 100.0％ 10,200 98.0％ 

 道 路 ・ 橋 梁 8,112 78.0％ 7,950 98.0％ 

 広域整備・調査 2,062 19.8％ 2,000 97.0％ 

 施 工 管 理 231 2.2％ 250 108.2％ 

完 成 業 務 高  10,773 100.0％ 9,500 88.2％ 

 道 路 ・ 橋 梁 7,843 72.8％ 7,400 94.3％ 

 広域整備・調査 2,674 24.8％ 1,850 69.2％ 

 施 工 管 理 254 2.4％ 250 98.2％ 

完成業務総利益  2,905 27.0％ 2,800 96.3％ 

営 業 利 益  131 1.2％ 160 121.6％ 

経 常 利 益  133 1.2％ 130 97.7％ 

当期純利益又は当期純損失（△） △9 △0.1％ 15 － 

上記業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づいております。実際の業績

は、今後、様々な要因により予想数値と異なる場合があります。 

 

（２）財政状態に関する分析 

①資産、負債および純資産の状況 

当中間会計期間末の資産は、前事業年度末から 2 億 8 千 5 百万円減少し、91 億 8 千 8 百万円と

なりました。その主な要因は、現金及び預金の減少 20 億 9 千 1 百万円、未成業務支出金の増加

14 億 9 千 7百万円であります。 

負債は、前事業年度末から 2 億 8 千 8 百万円増加し、56 億 9 千 4 百万円となりました。その主

な要因は、未成業務受入金の増加 4億 2千万円であります。 

純資産は、前事業年度末から 5 億 7 千 4 百万円減少し、34 億 9 千 3 百万円となりました。その

主な要因は、中間純損失を 4億 7千 8百万円計上したことによるものであります。 

 

②キャッシュ・フローの状況 

当中間会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、当社の事業の性

質である季節変動などの要因により、前事業年度末から 11 億 9 千 1 百万円減少（前年同期は、19

億 7 百万円の減少）し、6億 2千 6百万円（前年同期 4億 9千 8百万円）となりました。 

当中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

〔営業活動によるキャッシュ・フロー〕 

営業活動の結果使用した資金は、25 億 8 千 4百万円（前年同期は、27 億 7 千 4 百万円の使用）

となりました。これは主に、上半期での完成業務高の割合が少ないことから税引前中間純損失が
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7 億 5 千 2 百万円となり、未完成業務に係る支出として、たな卸資産が 14 億 9 千 7 百万円増加し

たことなど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〕 

投資活動の結果得られた資金は、8億 6 千 4 百万円（前年同期は、7千 5 百万円の使用）となり

ました。これは主に、定期預金の払戻による収入 9 億円、コンピュータ、ソフトウェアなどの固

定資産の取得による支出 4千万円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〕 

財務活動の結果得られた資金は、5 億 2 千 8 百万円（前年同期は、得られた資金 9 億 4 千 1 百

万円）となりました。これは主に、経常資金としての短期借入れによる資金調達 6 億円を実行し

たことなどによるものであります。 

キャッシュ・フロー指標のトレンドは以下のとおりであります。 

 平成 18 年 6月期 平成 19 年 6月期 平成 19 年 6月期 平成 20 年 6月期

 期末 期末 中間 中間 

自己資本比率（％） 43.8 42.9 34.6 38.0 

時価ベースの自己資本

比率（％） 
26.1 23.0 24.7 17.5 

債務償還年数（年） 15.9 2.2 － － 

インタレスト・カバ

レッジ・レシオ（倍）
3.2 20.7 － － 

（注）自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

※各指標は、いずれも財務数値により算出しております。 

※株式時価総額は、期末株価終値×自己株式控除後期末発行済株式総数により算出しておりま

す。 

※営業キャッシュ・フローは、キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フ

ローを使用しております。有利子負債は、貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支

払っている全ての負債を対象としております。また、利払いについては、キャッシュ・フ

ロー計算書の利息の支払額を使用しております。 

※債務償還年数ならびにインタレスト・カバレッジ・レシオにつきましては、営業キャッ

シュ・フローがマイナスの場合は記載しておりません。 

 

（３）利益配分に関する基本方針および当事業年度の配当 

当社の利益配分に関する方針は、長期にわたる安定的な経営基盤の確保と自己資本利益率の向

上に努めるとともに、株主の皆様に対する安定的な配当の継続を基本としております。また、自

己資本利益率および純資産配当率を勘案するなかで、将来の事業展開に資するための内部留保を

確保しながら、株主の皆様への利益還元に努めてゆく所存であります。 

内部留保資金につきましては、独自性および優位性を存分に発揮できる企業への体質転換を目

指し、研究開発などへの投資に活用し、事業拡大に努めてまいります。 

 

（４）事業等のリスク 

官公庁への依存および売上の季節変動について 

当社は、受注のほとんどを官公庁へ依存しております。このため、当社の経営成績は、今後の

公共投資政策により影響を受ける可能性があります。 

また、売上高は、官公庁への納期に対応して下半期に偏重する傾向が強く、これにともない利
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益も下半期に偏重する傾向にあります。 

 

２．企業集団の状況 

最近の有価証券報告書（平成 19 年 9 月 28 日提出）における「事業系統図（事業内容）」および

「関係会社の状況」から重要な変更がないため開示を省略しております。 

 

３．経営方針 

平成 19 年 6 月期決算短信（平成 19 年 8 月 22 日開示）により開示を行った内容から重要な変更が

無いため開示を省略しております。 

当該決算短信は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。 

（当社ホームページ） 

http://www.ne-con.co.jp/ 

（東京証券取引所ホームページ（上場会社情報検索ページ）） 

http://www.tse.or.jp/listing/compsearch/index.html 
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４.中間財務諸表 
 

（1）中間貸借対照表 
 

 
 前中間会計期間末 

(平成18年12月31日) 

当中間会計期間末 

(平成19年12月31日) 

対前中

間期比 

前事業年度の要約貸借対照表 

(平成19年６月30日) 

区分 
注記

番号 
金額（千円） 

構成比

(％） 
金額（千円） 

構成比

（％）

増減 

（千円） 
金額（千円） 

構成比

（％）

（資産の部）     

Ⅰ 流動資産     

現金及び預金  498,918 626,294  2,717,883 

完成業務未収入金  245,454 214,638  136,784 

たな卸資産  3,055,947 2,787,947  1,290,321 

繰延税金資産  598,465 437,848  119,012 

その他 ※３ 124,425 120,490  103,099 

貸倒引当金  △492 △434  △281 

流動資産合計   4,522,719 46.5 4,186,785 45.6 △335,933  4,366,819 46.1

Ⅱ 固定資産     

１．有形固定資産     

建物 ※１,２ 841,445 792,163  816,481 

土地 ※２ 3,106,644 3,106,644  3,106,644 

その他 ※１ 191,392 149,449  160,073 

有形固定資産計  4,139,482 4,048,257 △91,225 4,083,200 

２．無形固定資産  78,639 72,537 △6,101 72,856 

３．投資その他の資産     

投資有価証券  427,452 315,085  397,926 

繰延税金資産  256,176 266,056  254,321 

その他  350,849 356,510  347,284 

貸倒引当金  △43,962 △56,980  △48,181 

投資その他の資産計  990,514 880,671 △109,843 951,351 

固定資産合計   5,208,636 53.5 5,001,466 54.4 △207,170  5,107,408 53.9

資産合計   9,731,355 100.0 9,188,251 100.0 △543,104  9,474,228 100.0
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 前中間会計期間末 

(平成18年12月31日) 

当中間会計期間末 

(平成19年12月31日) 

対前中

間期比 

前事業年度の要約貸借対照表 

(平成19年６月30日) 

区分 
注記

番号 
金額（千円） 

構成比

（％）
金額（千円） 

構成比

（％）

増減 

（千円） 
金額（千円） 

構成比

（％）

（負債の部）     

Ⅰ 流動負債     

業務未払金  337,679 317,421  453,681 

短期借入金 ※２ 1,000,000 600,000  ― 

１年内返済予定の長期借

入金 
※２ 134,030 584,030  134,030 

１年内償還予定の社債  20,000 470,000  20,000 

未払金  433,903 403,821  656,160 

未払費用  136,356 171,023  240,941 

未払法人税等  32,536 33,565  51,977 

未成業務受入金  2,043,200 1,988,896  1,568,413 

業務損失引当金  36,500 33,400  13,000 

その他 ※３ 82,168 98,760  306,090 

流動負債合計   4,256,376 43.7 4,700,919 51.2 444,542  3,444,296 36.4

Ⅱ 固定負債     

社債  510,000 40,000  490,000 

長期借入金 ※２ 866,120 282,090  746,120 

退職給付引当金  630,419 592,030  611,554 

役員退職慰労引当金  100,328 77,889  111,561 

その他  3,274 1,637  2,455 

固定負債合計   2,110,142 21.7 993,646 10.8 △1,116,495  1,961,691 20.7

負債合計   6,366,518 65.4 5,694,565 62.0 △671,952  5,405,987 57.1

(純資産の部)     

Ⅰ 株主資本     

１．資本金   1,399,000 14.4 1,399,000 15.2 ―  1,399,000 14.8

２．資本剰余金     

(1) 資本準備金  518,460 518,460  518,460 

   (2) その他資本剰余金  1,000,000 1,000,000  1,000,000 

資本剰余金合計   1,518,460 15.6 1,518,460 16.5 ―  1,518,460 16.0

３．利益剰余金     

その他利益剰余金     

配当平均積立金  225,000 225,000  225,000 

固定資産圧縮積立金  2,201 2,201  2,201 

別途積立金  750,000 750,000  750,000 

繰越利益剰余金  △590,878 △409,958  114,840 

利益剰余金合計   386,323 4.0 567,243 6.2 180,920  1,092,042 11.5

４．自己株式   △314 △0.0 △354 △0.0 △39  △330 △0.0

株主資本合計   3,303,468 34.0 3,484,349 37.9 180,880  4,009,171 42.3

Ⅱ 評価・換算差額等     

その他有価証券評価差額

金 
  61,368 0.6 9,337 0.1 △52,031  59,068 0.6

評価・換算差額等合計   61,368 0.6 9,337 0.1 △52,031  59,068 0.6

純資産合計   3,364,837 34.6 3,493,686 38.0 128,848  4,068,240 42.9

負債・純資産合計   9,731,355 100.0 9,188,251 100.0 △543,104  9,474,228 100.0
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（2）中間損益計算書 
 

 
 前中間会計期間 

(自 平成18年７月１日 

  至 平成18年12月31日） 

当中間会計期間 

(自 平成19年７月１日 

  至 平成19年12月31日） 

対前中

間期比 

前事業年度の要約損益計算書 

(自 平成18年７月１日 

  至 平成19年６月30日） 

区分 
注記

番号 
金額（千円） 

百分比

（％）
金額（千円） 

百分比

（％）

増減 

（千円） 
金額（千円） 

百分比

（％）

Ⅰ 完成業務高   1,776,358 100.0 2,126,803 100.0 350,444  10,773,112 100.0

Ⅱ 完成業務原価   1,434,091 80.7 1,530,706 72.0 96,614  7,867,971 73.0

完成業務総利益   342,266 19.3 596,096 28.0 253,830  2,905,140 27.0

Ⅲ 販売費及び一般管理費   1,470,121 82.8 1,345,996 63.3 △124,125  2,773,609 25.8

営業利益又は営業損失

（△） 
  △1,127,855 △63.5 △749,899 △35.3 377,955  131,531 1.2

Ⅳ 営業外収益 ※１  9,409 0.5 13,900 0.7 4,490  34,769 0.3

Ⅴ 営業外費用 ※２  13,810 0.7 11,770 0.6 △2,040  33,185 0.3

経常利益又は経常損失

（△） 
  △1,132,256 △63.7 △747,769 △35.2 384,487  133,115 1.2

Ⅵ 特別損失 ※３  10,588 0.6 4,326 0.2 △6,262  37,261 0.3

税引前中間純損失（△） 

又は税引前当期純利益 
  △1,142,844 △64.3 △752,095 △35.4 390,749  95,853 0.9

法人税、住民税及び事業 

税 
 25,192 23,610  75,304 

法人税等調整額  △452,654 △427,462 △24.0 △296,860 △273,249 △12.9 154,212 30,212 105,516 1.0

中間(当期)純損失   △715,382 △40.3 △478,845 △22.5 236,536  △9,663 △0.1
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（3）中間株主資本等変動計算書 

前中間会計期間(自平成 18 年７月１日 至平成 18 年 12 月 31 日) 

 

当中間会計期間(自平成 19 年７月１日 至平成 19 年 12 月 31 日) 

 

  株主資本 
評価・換算

差額等 

  資本剰余金 利益剰余金 

  その他利益剰余金 

  

資本金 資本準備

金 

その他資

本剰余金
配当平均

積立金 

固定資産

圧縮積立

金 

別途積立

金 

繰越利益

剰余金 

自己株式 
株主資本

合計 

その他有

価証券評

価差額金

平成 18年６月 30 日 

残高(千円) 
1,399,000 518,460 1,000,000 225,000 2,201 750,000 170,457 △300 4,064,818 92,265

中間会計期間中の変

動額 
    

剰余金の配当   △45,953  △45,953

中間純損失   △715,382  △715,382

自己株式の取得    △14 △14

株主資本以外の項目

の中間会計期間中

の変動額（純額） 

    △30,896

中間会計期間中の変

動額合計(千円) 
－ － － － － － △761,335 △14 △761,350 △30,896

平成 18 年 12 月 31 日 

残高(千円) 
1,399,000 518,460 1,000,000 225,000 2,201 750,000 △590,878 △314 3,303,468 61,368

  株主資本 
評価・換算

差額等 

  資本剰余金 利益剰余金 

  その他利益剰余金 

  

資本金 資本準備

金 

その他資

本剰余金
配当平均

積立金 

固定資産

圧縮積立

金 

別途積立

金 

繰越利益

剰余金 

自己株式 
株主資本

合計 

その他有

価証券評

価差額金

平成 19年６月 30 日 

残高(千円) 
1,399,000 518,460 1,000,000 225,000 2,201 750,000 114,840 △330 4,009,171 59,068

中間会計期間中の変

動額 
    

剰余金の配当   △45,953  △45,953

中間純損失   △478,845  △478,845

自己株式の取得    △23 △23

株主資本以外の項目

の中間会計期間中

の変動額（純額） 

    △49,731

中間会計期間中の変

動額合計(千円) 
－ － － － － － △524,798 △23 △524,822 △49,731

平成 19 年 12 月 31 日 

残高(千円) 
1,399,000 518,460 1,000,000 225,000 2,201 750,000 △409,958 △354 3,484,349 9,337
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前事業年度の株主資本等変動計算書(自平成 18 年７月１日 至平成 19 年６月 30 日) 

 

  株主資本 
評価・換算

差額等 

  資本剰余金 利益剰余金 

  その他利益剰余金 

  

資本金 資本準備

金 

その他資

本剰余金
配当平均

積立金 

固定資産

圧縮積立

金 

別途積立

金 

繰越利益

剰余金 

自己株式 
株主資本

合計 

その他有

価証券評

価差額金

平成 18年６月 30 日 

残高(千円) 
1,399,000 518,460 1,000,000 225,000 2,201 750,000 170,457 △300 4,064,818 92,265

事業年度中の変動額     

剰余金の配当   △45,953  △45,953

当期純損失   △9,663  △9,663

自己株式の取得    △30 △30

株主資本以外の項目

の事業年度中の変

動額（純額） 

    △33,196

事業年度中の変動額

合計(千円) 
－ － － － － － △55,616 △30 △55,647 △33,196

平成 19 年６月 30 日 

残高(千円) 
1,399,000 518,460 1,000,000 225,000 2,201 750,000 114,840 △330 4,009,171 59,068
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（4）中間キャッシュ・フロー計算書 
 

 

 

 

 前中間会計期間 

（自 平成18年７月１日 

至 平成18年12月31日）

当中間会計期間 

（自 平成19年７月１日 

至 平成19年12月31日）

対前中間期比 

前事業年度の要約 

キャッシュ・フロー計算書

（自 平成18年７月１日 

至 平成19年６月30日）

区分 
注記

番号 
金額（千円） 金額（千円） 増減（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー 
     

税引前中間純損失(△) 

又は税引前当期純利益 

 
△1,142,844 △752,095  95,853

減価償却費 
 

65,081 60,907  130,044

無形固定資産償却額 
 

12,321 11,782  24,251

退職給付引当金の減少額 
 

△29,038 △19,524  △47,903

役員退職慰労引当金の減少額 
 

△56,399 △33,672  △45,166

貸倒引当金の増加額 
 

1,260 8,952  5,268

業務損失引当金の増加額（△減少額） 
 

△1,400 20,400  △24,900

受取利息及び受取配当金 
 

△404 △1,191  △18,301

支払利息及び社債利息 
 

12,326 10,579  29,099

投資有価証券評価損 
 

― ―  26,266

固定資産除却損 
 

4,893 4,326  5,300

売上債権の減少額(△増加額) 
 

52,486 △77,854  161,156

たな卸資産の増加額 
 

△1,766,491 △1,497,626  △864

仕入債務の減少額 
 

△175,439 △136,259  △59,437

未払金の増加額（△減少額） 
 

△221,618 △254,402  7,498

未払費用の増加額（△減少額） 
 

△66,000 △70,000  39,000

未成業務受入金の増加額 
 

782,874 420,483  308,087

その他（純額） 
 

△161,651 △247,368  97,140

小計 
 

△2,690,043 △2,552,562 137,480 732,393

法人税等の支払額 
 

△84,070 △31,466  △126,780

営業活動によるキャッシュ・フロー 
 

△2,774,114 △2,584,029 190,085 605,612
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 前中間会計期間 

（自 平成18年７月１日 

至 平成18年12月31日）

当中間会計期間 

（自 平成19年７月１日 

至 平成19年12月31日）

対前中間期比 

前事業年度の要約 

キャッシュ・フロー計算書

（自 平成18年７月１日 

至 平成19年６月30日）

区分 
注記

番号 
金額（千円） 金額（千円） 増減（千円） 金額（千円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー  
    

定期預金の預入による支出  ― ―  △900,000

定期預金の払戻による収入  ― 900,000  ―

有形固定資産の取得による支出  △57,668 △28,378  △73,313

無形固定資産の取得による支出  △12,410 △11,727  △18,759

投資有価証券の取得による支出  △600 △601  △1,199

貸付による支出  △1,000 △2,590  △1,700

貸付金の回収による収入  20 1,130  320

利息及び配当金の受取額  404 2,070  17,422

その他（純額）  △4,427 4,212  △3,543

投資活動によるキャッシュ・フロー  △75,682 864,115 939,797 △980,774

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入  1,000,000 600,000  1,900,000

短期借入金の返済による支出  ― ―  △1,900,000

長期借入金の返済による支出  △60 △14,030  △120,060

社債償還による支出  ― ―  △20,000

自己株式取得による支出  △14 △23  △30

利息の支払額  △13,026 △11,851  △29,227

配当金の支払額  △45,529 △45,374  △45,630

財務活動によるキャッシュ・フロー  941,369 528,719 △412,650 △214,947

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  515 △394 △910 1,163

Ⅴ 現金及び現金同等物の減少額  △1,907,911 △1,191,589 716,322 △588,945

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  2,406,829 1,817,883 △588,945 2,406,829

Ⅶ 現金及び現金同等物の 

中間期末（期末）残高 
※ 498,918 626,294 127,376 1,817,883
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項  目 
前中間会計期間 

（自 平成18年７月１日 
至 平成18年12月31日） 

当中間会計期間 

（自 平成19年７月１日 
至 平成19年12月31日） 

前事業年度 

（自 平成18年７月１日 
至 平成19年６月30日） 

1. 固定資産の減価償却の方法 

 

(1)有形固定資産 

 定率法 

ただし、平成 10 年４月１日以

降に取得した建物（附属設備を除

く）については定額法によってお

ります。 

なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。 

 建物     ３～50 年 

 器具及び備品 ２～20 年 

(1)有形固定資産 

定率法 

ただし、平成 10 年４月１日以

降に取得した建物（附属設備を除

く）については定額法によってお

ります。 

なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。 

建物     ３～50 年 

器具及び備品 ２～20 年 

（追加情報） 

 法人税法改正に伴い、平成 19年３

月 31日以前に取得した資産について

は、改正前の法人税法に基づく減価

償却の方法の適用により取得価額の

５％に到達した事業年度の翌事業年

度より、取得価額の５％相当額と備

忘価額との差額を５年間にわたり均

等償却し、減価償却費に含めて計上

しております。 

 これによる営業損失、経常損失及

び税引前中間純損失に与える影響は

軽微であります。 

(1)有形固定資産 

①建物（建物附属設備を除く） 

平成 10 年３月 31 日以前に取得し

たもの 

法人税法に規定する旧定率法 

平成 10 年４月１日から平成 19年

３月 31 日までに取得したもの 

法人税法に規定する旧定額法 

平成 19 年４月１日以降に取得し

たもの 

法人税法に規定する定額法 

 ②建物以外（建物附属設備を含む）

平成 19年３月 31 日以前に取得し

たもの 

法人税法に規定する旧定率法 

平成 19 年４月１日以降に取得し

たもの 

法人税法に規定する定率法 

なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。 

建物       ３～50 年 

器具及び備品   ２～20 年 

なお、上記１．固定資産の減価償却の方法以外は、最近の半期報告書（平成 19年３月 27日提出）における記載から重要な変更がないため開示を省
略しております。 

 
会計処理方法の変更 

前中間会計期間 

（自 平成18年７月１日 
至 平成18年12月31日） 

当中間会計期間 

（自 平成19年７月１日 
  至 平成19年12月31日） 

前事業年度 

（自 平成18年７月１日 
至 平成19年６月30日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(固定資産の減価償却の方法) 

当事業年度より、法人税法の改正（（所得税法

等の一部を改正する法律 平成19年３月30日 法

律第６号）及び（法人税法施行令の一部を改正す

る政令 平成 19 年３月 30 日 政令第 83 号））に伴

い、平成 19 年４月１日以降に取得した有形固定

資産については、改正後の法人税法に基づく減価

償却方法に変更しております。 

 なお、この変更に伴う営業利益、経常利益及び

税引前当期純利益に与える影響は軽微でありま

す。 
 

表示方法の変更 

前中間会計期間 

（自 平成18年７月１日） 
至 平成18年12月31日） 

当中間会計期間 

（自 平成19年７月１日 
至 平成19年12月31日） 

（中間貸借対照表） 

開示科目の見直しの結果、前中間会計期間は「未払費用」に含めて表示し

ておりました未払給与（当中間会計期間末残高 382,923 千円）は、当中間会

計期間より「未払金」に含めて表示しております。なお、前中間会計期間末

の「未払費用」に含めて表示しておりました未払給与は 364,705 千円であり

ます。 

 

（中間キャッシュ・フロー計算書） 

営業活動によるキャッシュ・フローの「未払金の減少額」は、前中間会計

期間は「その他（純額）」に含めて表示しておりましたが、金額的重要性が

増したため、区分掲記しております。なお、前中間会計期間の「その他（純

額）」に含まれている「未払金の減少額」は 1,325 千円であります。 
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注記事項 

（中間貸借対照表関係）      

項  目 
前中間会計期間末 

（平成18年12月31日） 

当中間会計期間末 

（平成19年12月31日） 

前事業年度末 

（平成19年６月30日） 

１．有形固定資産の減価償却

累計額 
1,889,208千円 1,924,803千円 1,946,439千円

２．担保に供している資産及

びこれに対応する債務 
担保提供資産 金額（千円）

建物  541,842 

土地 2,144,562 

合計 2,686,405 
 

担保提供資産 金額（千円）

建物 510,937

土地 2,144,562

合計 2,655,499
 

担保提供資産 金額（千円）

建物 525,476

土地 2,144,562

合計 2,670,038
 

 対応債務 金額（千円）

短期借入金 450,000

1年内返済予定

の長期借入金 
100,000

長期借入金 750,000

合計 1,300,000
 

対応債務 金額（千円）

短期借入金 200,000

1年内返済予定

の長期借入金 
550,000

長期借入金 200,000

合計 950,000
 

対応債務 金額（千円）

1年内返済予定

の長期借入金 
100,000

長期借入金 650,000

合計 750,000
 

３．消費税等の取扱い 仮払消費税等および仮受消

費税等は相殺のうえ、その差額

は流動資産の「その他」に含め

て表示しております。 

  仮払消費税等および仮受消

費税等は相殺のうえ、その差額

は流動負債の「その他」に含め

て表示しております。 
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（中間損益計算書関係）      

項  目 
前中間会計期間 

（自 平成18年７月１日 
至 平成18年12月31日） 

当中間会計期間 

（自 平成19年７月１日 
至 平成19年12月31日） 

前事業年度 

（自 平成18年７月１日 
至 平成19年６月30日） 

受取利息 16千円 受取利息 645千円 受取利息 995千円

受取配当金 388 受取配当金 545 受取配当金 17,306 

１．営業外収益の主要項目 

事務手数料収入 1,773 事務手数料収入 1,781 事務手数料収入 3,556 

 為替差益 5,434 保険解約返戻金 9,609 為替差益 9,819 

支払利息 9,884千円 支払利息 8,180千円 支払利息 24,270千円２．営業外費用の主要項目 

社債利息 2,441 社債利息 2,398 社債利息 4,828 

３. 特別損失の主要項目 固定資産除却損 4,893千円 固定資産除却損 4,326千円 固定資産除却損 5,300千円

 リース規定損害金 5,695   投資有価証券評価損 26,266 

     リース規定損害金 5,695 

４．過去１年間の完成業務高 当社は事業の性質上、完成業

務高は上半期と下半期とが平

均化しておりません。 

上半期に至る１年間の完成

業務高は、以下のとおりであり

ます。 

同左  

前事業年度下半期 8,371,798千円 8,996,753千円

当中間会計期間 1,776,358 2,126,803  

 合計 10,148,156 11,123,557  

５．減価償却実施額    

有形固定資産 65,081千円 60,907千円 130,044千円

無形固定資産 12,321 11,782 24,251 
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（中間株主資本等変動計算書関係） 

前中間会計期間（自 平成18年７月１日 至 平成18年12月31日） 

１.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
前事業年度末株式数

（株） 

当中間会計期間増加

株式数（株） 

当中間会計期間減少

株式数（株） 

当中間会計期間末株

式数（株） 

発行済株式  

普通株式 7,660,000 － － 7,660,000

合  計 7,660,000 － － 7,660,000

自己株式  

普通株式（注） 1,021 48 － 1,069

合  計 1,021 48 － 1,069

（注）当中間会計期間の自己株式の増加は、単元未満株式の買取によるものであります。 

 

２.配当に関する事項 

 配当金支払額 

 

（決議） 
株式の種類 

配当金の総額 

（千円） 

１株当たり配当額

（円） 
基準日 効力発生日 

平成18年９月28日 

定時株主総会 
普通株式 45,953 6 平成18年６月30日 平成18年９月29日

 

 

当中間会計期間（自 平成19年７月１日 至 平成19年12月31日） 

１.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
前事業年度末株式数

（株） 

当中間会計期間増加

株式数（株） 

当中間会計期間減少

株式数（株） 

当中間会計期間末株

式数（株） 

発行済株式  

普通株式 7,660,000 － － 7,660,000

合  計 7,660,000 － － 7,660,000

自己株式  

普通株式（注） 1,119 88 － 1,207

合  計 1,119 88 － 1,207

（注）当中間会計期間の自己株式の増加は、単元未満株式の買取によるものであります 

 

２.配当に関する事項 

 配当金支払額 

 

（決議） 
株式の種類 

配当金の総額 

（千円） 

１株当たり配当額

（円） 
基準日 効力発生日 

平成19年９月28日 

定時株主総会 
普通株式 45,953 6 平成19年６月30日 平成19年10月１日
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前事業年度（自 平成18年７月１日 至 平成19年６月30日） 

１.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
前事業年度末株式数

（株） 

当事業年度増加株式

数（株） 

当事業年度減少株式

数（株） 

当事業年度末株式数

（株） 

発行済株式  

普通株式 7,660,000 － － 7,660,000

合  計 7,660,000 － － 7,660,000

自己株式  

普通株式（注） 1,021 98 － 1,119

合  計 1,021 98 － 1,119

（注）当事業年度の自己株式の増加は、単元未満株式の買取によるものであります。 

 

２.配当に関する事項 

 (１)配当金支払額 

 

（決議） 
株式の種類 

配当金の総額 

（千円） 

１株当たり配当額

（円） 
基準日 効力発生日 

平成18年９月28日 

定時株主総会 
普通株式 45,953 6 平成18年６月30日 平成18年９月29日

 

(２)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの  

 

（決議） 
株式の種類 

配当金の総額

（千円） 
配当の原資

１株当たり

配当額（円）
基準日 効力発生日 

平成19年９月28日 

定時株主総会 
普通株式 45,953 利益剰余金 6 平成19年６月30日 平成19年10月１日

 

 

（中間キャッシュ・フロー計算書関係）  

前中間会計期間 

（自 平成18年７月１日 
至 平成18年12月31日） 

当中間会計期間 

（自 平成19年７月１日 
至 平成19年12月31日） 

前事業年度 

（自 平成18年７月１日 
至 平成19年６月30日） 

※現金及び現金同等物の中間期末残高と

中間貸借対照表に掲記されている科目の

金額との関係 

※現金及び現金同等物の中間期末残高と

中間貸借対照表に掲記されている科目の

金額との関係 

※現金及び現金同等物の期末残高と貸借

対照表に掲記されている科目の金額との

関係 

（平成18年12月31日現在） （平成19年12月31日現在） （平成19年６月30日現在）

（千円） （千円） （千円）

現金及び預金勘定 498,918 現金及び預金勘定 626,294 現金及び預金勘定 2,717,883

預入期間が３カ月を超える

定期預金 
― 

預入期間が３カ月を超える定

期預金 
―

預入期間が３カ月を超える

定期預金 
△900,000

現金及び現金同等物 498,918 現金及び現金同等物 626,294 現金及び現金同等物 1,817,883
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（持分法損益等） 
 前中間会計期間（自 平成18年７月１日 至 平成18年12月31日） 

該当事項はありません。 

 

 当中間会計期間（自 平成19年７月１日 至 平成19年12月31日） 

該当事項はありません。 

 

 前事業年度（自 平成18年７月１日 至 平成19年６月30日） 

該当事項はありません。 

 
（１株当たり情報）    

項  目 
前中間会計期間 

（自 平成18年７月１日 
至 平成18年12月31日） 

当中間会計期間 

（自 平成19年７月１日 
至 平成19年12月31日） 

前事業年度 

（自 平成18年７月１日 
至 平成19年６月30日）

１株当たり純資産額 439円34銭 456円17銭 531円18銭 

１株当たり中間（当期）純損失

金額 
△93円40銭 △62円52銭 △1円26銭 

 なお、潜在株式調整後１株当

たり中間純損失金額について

は、潜在株式が存在しないた

め記載しておりません。 

同  左 なお、潜在株式調整後１株当

たり当期純損失金額について

は、潜在株式が存在しないた

め記載しておりません。 

 
（注）１株当たり中間（当期）純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
前中間会計期間 

（自 平成18年７月１日 
至 平成18年12月31日）

当中間会計期間 

（自 平成19年７月１日 
至 平成19年12月31日） 

前事業年度 

（自 平成18年７月１日 
至 平成19年６月30日）

中間（当期）純損失           （千円） △715,382 △478,845 △9,663 

普通株主に帰属しない金額          （千円） － － － 

普通株式に係る中間（当期）純損失        （千円） △715,382 △478,845 △9,663 

期中平均株式数                    （千株） 7,658 7,658 7,658 

 
（重要な後発事象） 

前中間会計期間 

（自 平成18年７月１日 
至 平成18年12月31日） 

当中間会計期間 

（自 平成19年７月１日 
至 平成19年12月31日） 

前事業年度 

（自 平成18年７月１日 
至 平成19年６月30日） 

平成 19 年２月 22 日、京都府加悦町（現与謝

野町）発注業務に関しまして、競売入札妨害容

疑により、当社社員１名が逮捕され、平成 19

年３月 15 日には、京都地方検察庁より同容疑

で起訴されております。 

 これに伴い、平成 19 年３月７日より、国土

交通省の近畿地方整備局からは２ヶ月間、他の

地方整備局からは１ヶ月間の指名停止処分を

受けました。更に、各地方自治体等からも同様

の行政処分を受けるに至っております。 

 しかしながら、現在のところ、当該事象によ

る影響を合理的に見積もることは困難であり、

業績に与える影響は、予想できません。 

該当事項はありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

該当事項はありません。 

 

 

（開示の省略） 

リース取引、有価証券、デリバティブ取引に関する注記事項については、中間決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示

を省略しております。 
なお、ストック・オプション等、企業結合等に関する注記事項については、該当事項はありません。 
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５.生産、受注及び販売の状況 

 
１．生産実績   

前中間会計期間 

（自 平成18年７月１日 
至 平成18年12月31日） 

当中間会計期間 

（自 平成19年７月１日 
至 平成19年12月31日） 

前事業年度 

（自 平成18年７月１日 
至 平成19年６月30日） 

期  別 
 
 

部  門 
金額(千円) 構成比(%) 金額(千円) 構成比(%) 金額(千円) 構成比(%) 

道路・橋梁 2,375,004 64.8 3,176,504 79.0 7,930,951 73.6 

広域整備・調査 1,142,651 31.2 700,486 17.4 2,582,413 24.0 

施工管理 148,274 4.0 143,506 3.6 258,551 2.4 

合計 3,665,930 100.0 4,020,497 100.0 10,771,916 100.0 

 
２．受注状況   

 （１）受注高   

前中間会計期間 

（自 平成18年７月１日 
至 平成18年12月31日） 

当中間会計期間 

（自 平成19年７月１日 
至 平成19年12月31日） 

前事業年度 

（自 平成18年７月１日 
至 平成19年６月30日） 

期  別 
 
 

部  門 
金額(千円) 構成比(%) 金額(千円) 構成比(%) 金額(千円) 構成比(%) 

道路・橋梁 5,082,571 80.5 4,791,941 79.7 8,112,787 78.0 

広域整備・調査 1,202,658 19.0 1,155,071 19.2 2,062,620 19.8 

施工管理 33,097 0.5 67,280 1.1 231,051 2.2 

合計 6,318,327 100.0 6,014,293 100.0 10,406,458 100.0 

 
 （２）受注残高   

前中間会計期間末 

（平成18年12月31日） 

当中間会計期間末 

（平成19年12月31日） 

前事業年度末 

（平成19年６月30日） 

期  別 
 
 

部  門 
金額(千円) 構成比(%) 金額(千円) 構成比(%) 金額(千円) 構成比(%) 

道路・橋梁 6,884,393 76.6 6,281,790 78.9 3,200,471 78.5 

広域整備・調査 1,973,720 22.0 1,523,991 19.1 680,842 16.7 

施工管理 128,911 1.4 160,112 2.0 197,089 4.8 

合計 8,987,025 100.0 7,965,893 100.0 4,078,403 100.0 

 
３．販売実績   

前中間会計期間 

（自 平成18年７月１日 
至 平成18年12月31日） 

当中間会計期間 

（自 平成19年７月１日 
至 平成19年12月31日） 

前事業年度 

（自 平成18年７月１日 
至 平成19年６月30日） 

期  別 
 

 
部  門 

金額(千円) 構成比(%) 金額(千円) 構成比(%) 金額(千円) 構成比(%) 

道路・橋梁 1,129,551 63.6 1,710,623 80.4 7,843,689 72.8 

広域整備・調査 522,084 29.4 311,922 14.7 2,674,923 24.8 

施工管理 124,722 7.0 104,257 4.9 254,499 2.4 

合計 1,776,358 100.0 2,126,803 100.0 10,773,112 100.0 

 




