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１．平成20年３月中間期の業績（平成19年10月１日～平成20年３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 ％

20年３月中間期 3,304 △7.0 532 △20.8 534 △21.1 309 △21.6

19年３月中間期 3,552 4.8 671 △12.4 677 △11.9 395 △11.0

19年９月期 5,250  381  388  217  

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

20年３月中間期 79 64 － －

19年３月中間期 101 53 － －

19年９月期 55 97 － －

（参考）持分法投資損益 20年３月中間期 －百万円 19年３月中間期 －百万円 19年９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

20年３月中間期 4,975 3,345 67.2 859 85

19年３月中間期 4,967 3,266 65.8 839 52

19年９月期 4,220 3,069 72.7 788 70

（参考）自己資本 20年３月中間期 3,345百万円 19年３月中間期 3,266百万円 19年９月期 3,069百万円

(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

20年３月中間期 △383 △32 172 648

19年３月中間期 △496 △34 61 632

19年９月期 △84 △66 △58 892

２．配当の状況

  　　　　１株当たり配当金

（基準日）   中間期末 期末 年間 

円 銭 円 銭 円 銭

19年９月期 5 00 7 00 12 00

20年９月期（実績） 5 00 －   

20年９月期（予想） － 7 00 12 00

３．平成20年９月期の業績予想（平成19年10月１日～平成20年９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 5,300 0.9 395 3.6 395 1.6 220 1.0 56 54
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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） 20年３月中間期 3,920,000株 19年３月中間期 3,920,000株 19年９月期 3,920,000株

②　期末自己株式数 20年３月中間期 28,858株 19年３月中間期 28,800株 19年９月期 28,800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、28ページ「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

上記の業績予想は本資料の発表時現在において入手可能な情報に基づき作成しておりますが、実際の業績は様々な

要因により予想数値と異なる可能性があります。

業績予想の前提条件その他の関連する事項については、３ページ「1.経営成績（1）経営成績に関する分析」をご参

照ください。
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１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

 　 ①当中間期の経営成績

ここ数年、世界的に比較的安定した政治情勢そして拡大傾向の経済情勢でしたが、昨年夏頃を境に大きく変化が起

き始めていると言われています。政治の面では、昨年12月、韓国で政権交代を伴う新大統領の誕生、同じく、今年３

月、台湾においても政権交代を伴う新総統が誕生しました。また、アメリカでは、熾烈な大統領予備選が繰り広げら

れています。その他、中国のチベットに対する弾圧問題に端を発し、オリンピックの聖火リレーに多くの国の人々が

抗議し、今や国際的な人権問題としてエスカレートしています。そして、わが国においても、道路特定財源や厚生年

金、後期高齢者医療制度などに起因し、福田内閣の支持率が著しく低下し、洞爺湖サミットを間近に控えながら、極

めて不安定な政局にあると言えます。

一方、経済の面でも、アメリカでのサブプライムローン問題を契機に、わが国を始め世界各国に金融不安を招き、

その不安が未だ完全に払拭されていないと言われています。わが国においても、原油をはじめとするエネルギー資源

や各種原材料の記録的な高騰により、インフレ懸念を払拭できないとの観測も出はじめています。そして、ここ数年、

緩やかながらも拡大傾向にあった経済も、急激な円高ドル安による輸出企業への影響なども加味され、景気見通し下

方修正など、弱含みの状況にあると報告されています。

このような社会情勢を背景として、当社をとりまく環境ビジネス業界は、温室効果ガス削減問題に代表される新た

な環境施策という追い風と、国や自治体の深刻な財政難による公共事業削減という逆風が交差し、加えて企業間での

激しい受注獲得競争があるなど、依然として大変厳しい営業環境が続いています。この中で当社は、従来にも増して

民間市場へのシフトという営業方針のもとに、品質・コスト競争力の向上に鋭意努力して参りました。

当中間期は、前期（41期）までのアスベスト特需とも呼ばれる市場がやや沈静化しましたが、これに代わって７月

の洞爺湖サミットの重要な議題のひとつである温室効果ガス削減問題を受けてエコエネルギー開発に関する市場の台

頭があり、これに注力して参りました。また、生活環境系の土壌地下水汚染に関する市場が東京や大阪などの都市域

で活発化し、当中間期の受注の一翼を担うに至りました。

この結果、当中間期（平成19年10月～平成20年３月）の受注・売上実績は、

　　　受注高　23億３千９百万円　（前年同期比 7.9％減）

　　　売上高  33億４百万円　　　（前年同期比 7.0％減）

      ＜期初公表中間期売上高 36億円＞

という結果となりました。

受注面では、前期までのアスベスト特需実績の受注には及びませんでしたが、今後の成長性の点から見れば、エコ

エネルギー開発市場や土壌地下水汚染関連市場などの有望な市場へのシフトが進んできました。これにより業種別受

注では、調査部門における自然環境調査（前年同期比33.0％増）や計量部門における土壌汚染関連分析（同40.2％増）

が伸びましたが、アスベスト関連業務の受注の減少や激しい価格競争の影響のため、調査部門では同1.3％減、計量部

門では同2.9％減、建築物管理部門では同52.6％減となり、全体で前年同期を下回る受注実績となりました。

売上面では、前期から継続している風力発電に係る環境アセスメント業務の完成や、大規模な土壌汚染対策業務の

売上計上がありましたが、第一四半期からの遅れを挽回するに至らず、前中間期を下回る（前年同期比7.0％減）結果

となりました。

収益面では、原価率が64.0％と前年同期実績61.9％に及ばない結果となり、収益を下げる要因となりました。また、

激しい受注競争による低価格化傾向が、業務の効率化によるコスト縮減分を上回り、販売管理費の削減に努めました

ものの改善には至りませんでした。この結果、営業利益等につきましては、以下のとおりとなりました。

  売上原価　　　　　　　21億１千４百万円　原価率 64.0％（前年同期比　2.1ポイント上昇）

  販売費及び一般管理費　６億５千７百万円　　　　　　　 （　  同  　　3.5％減）

　営業利益　　　　　　　５億３千２百万円　　　　　　　 （    同　 　20.8％減）

　経常利益　　　　　　　５億３千４百万円　　　　　　　 （　  同　   21.1％減）

　＜期初公表中間期経常利益　６億９千万円＞　

　税引前中間純利益　　　５億３千５百万円　　　　　　　 （　  同　　 21.3％減）

　中間純利益　　　　　　３億９百万円　　　　　　　　 　（　  同　　 21.6％減）

　＜期初公表中間純利益　４億５百万円＞

－ 3 －

エヌエス環境㈱ (4675)　平成20年９月期中間決算短信（非連結）



　事業別の概況は、以下に記載のとおりです。　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円、未満切捨て）

事業部門 前中間期 当中間期 前年同期比（％）

 調査部門

 受注高 1,224 1,208 98.7

 売上高 1,893 1,877 99.2

 受注残高 1,004 907 90.3

 計量部門

 受注高 1,022 992 97.1

 売上高 1,310 1,253 95.7

 受注残高 221 255 115.3

 建築物管理部門

 受注高 293 139 47.4

 売上高 349 173 49.5

 受注残高 66 42 63.5

調査部門につきましては、公共事業の発注方式が公募型あるいは技術提案型（プロポーザル方式）へ移行しており、

技術提案に注力した結果、国土交通省や公共企業体の受注を伸ばすことが出来ました。しかし、財政難に苦しむ自治

体からの受注が大きく後退し、受注合計では、前年同期に及ばない結果となりました。調査部門の売上は、前期から

継続する風力発電関係の売上計上がありましたものの、前年同期を若干下回る結果に止まりました。

計量部門につきましては、従来に増して激しい価格競争が繰り広げられ、自動化や効率化で生産性を向上し、コス

ト競争力を向上させましたが、受注、売上高とも前年同期を下回る結果となりました。環境計量に求められる品質確

保や迅速性につきましては、これまでの計画的な設備投資の効果で、顧客満足度を高める状況にあります。

建築物管理部門につきましては、受注、売上高とも前年同期のおよそ半分の実績に止まりました。アスベスト特需

が去り、現在はアスベスト新３種の問題が取り沙汰されていますが、実際的な市場の動きは未だこれからとの観測で

す。

 

　  ②通期の業績見通し

当中間期の下期へ繰越す受注残高は、上期の受注減により、前年同期比6.8％の減となりました。そのため、通期売

上予算を達成するためには、これまで以上に受注そして売上の拡大を図る必要があり、大変厳しい状況にあると言え

ます。

環境ビジネス市場は、益々広がる社会の環境指向や政府の新たな環境施策等に支えられ、市場規模そのものは、今

後とも成長すると予測されます。もちろん、企業間の受注競争による厳しい営業環境には変わりはありませんが、こ

れらを踏まえ、従来に増して戦略的な営業活動を展開するとともに、効率的経営によって生産性・コスト競争力を高

めるほか、新たな分野への事業展開にも力を注ぐ所存です。

具体的には、従来から手掛けているクリーンエネルギ－の代表の一つである風力発電に係る環境アセスメントの更

なる全国規模での事業展開、大都市圏で活発な土地取引に係る土壌汚染関連事業の拡大の他、平成22年４月以後開始

する事業年度より適用予定の「資産除去債務に関する会計基準」に係るアスベスト関連市場への新たな事業展開、お

よび環境基準の対象として注目され始めている微小粒子状物質（通称PM2.5）等の新たな分野へも積極的に取組んでお

ります。これらにより、落ち込んだ上期業績の回復を図り、通期業績につきましては、期初に発表（平成19年11月16

日付）した以下の業績確保に全力で取組む所存です。

（通期業績予想）

　　売上高　　　53億円

　　経常利益　　３億９千５百万円

　　当期純利益　２億２千万円
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(2）財政状態に関する分析

①資産、負債及び純資産の分析

（資産）

当中間会計期間末における資産合計は、前事業年度末に比べ７億５千５百万円増加し、49億７千５百万円となりま

した。この主な要因は、官公庁をはじめとした３月年度末納期の売上計上により、調査等未収入金が13億７千９百万

円増加したことによるものであります。また、それに伴い未成調査支出金が２億６千４百万円減少いたしました。

（負債）

当中間会計期間末における負債合計は、前事業年度末に比べ４億７千８百万円増加し、16億２千９百万円となりま

した。この主な要因は、短期借入金が２億円増加したこと及び調査等未払金が１億８千９百万円増加したことによる

ものであります。

（純資産）

当中間会計期間末における純資産合計は、前事業年度末に比べ２億７千６百万円増加し、33億４千５百万円となり

ました。この主な要因は、中間純利益の計上に伴い繰越利益剰余金が１億２千２百万円増加したこと及び別途積立金

が１億６千万円増加したことによるものであります。

②キャッシュ・フローの分析

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、前事業年度末に比べて２億４千３百万

円減少し６億４千８百万円となりました。

なお、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、３億８千３百万円（前年同期は４億９千６百万円）となりました。この主な要因

は、税引前中間純利益は５億３千５百万円でしたが、官公庁の年度末である３月に売上が集中したことにより売上債

権の増加額が13億３千９百万円（前年同期比４千万円増）あったこと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）

投資活動の結果使用した資金は、３千２百万円（前年同期は３千４百万円）となりました。この主な要因は既設分

析・測定機器の定期更新に対する投資１千万円および投資有価証券の売買による支出１千８百万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、１億７千２百万円となりました。この主な要因は、短期借入金の増加額２億円お

よび配当金の支払い２千７百万円によるものであります。

 

　当社のキャッシュ・フロー指標のトレンドは次のとおりであります。

 平成16年９月期 平成17年９月期 平成18年９月期 平成19年９月期
平成20年９月期

中間

 自己資本比率（％） 67.8 70.8 63.7 72.7 67.2

 時価ベースの自己資本

比率（％）
73.7 89.9 79.7 59.9 51.2

 キャッシュ・フロー対

有利子負債比率（％）
－ － － － －

 インタレスト・カバレッ

ジ・レシオ（倍）
323.7 － 1,769.4 － －

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

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー

（中間期については、営業キャッシュ・フローを年額に換算するため２倍にしております。）

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い

（注１）株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。

（注２）キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。

（注３）有利子負債は貸借対照表（中間貸借対照表）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。
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(3）利益配分に関する基本方針及び当期の配当

当社は、環境に係る専門的な技術サービスを、高品質・低価格・迅速のキーワードで提供し、顧客満足により競争

力を高め、もって業績拡大と収益性の向上を図ります。利益配分につきましては、資金需要ならびに将来に向けての

投資等を勘案し、可能な限り株主へ還元（配当）することを基本方針として参りました。従来から配当性向を20～

30％として参りましたが、今期もこの方針とする所存であります。従いまして、当中間期の業績は、前述の経営成績

にてご説明しましたように、減収減益となりましたが、中間期の配当金につきましては、当面、前期と同じ１株当た

り５円とさせて頂きたいと存じます。

また、年間の配当金（普通配当）につきましては、前期と同じ１株当たり年間12円（中間期５円）とさせて頂く計

画ですが、今後の業績を見定めた上で当社の配当方針に沿って見直す所存です。

(4）事業等のリスク

当社の経営成績および株価等に影響を及ぼす可能性のあるリスクには、次のようなものが考えられます。

①官公庁への業績依存について

当社は事業の内容から、環境省や国土交通省をはじめとする中央官庁や、都道府県ならびに多くの市町村の自治体

を主要な顧客とさせて頂いています。その割合はかつては売上額の60％程度を占めていましたが、今期は50.7％であ

りました。特に特定の地域や業種に偏っている訳ではありませんが、公共投資の状況や政策の変更によりその受注額

は大きな影響を受ける可能性があります。近年の多年にわたる公共事業縮減傾向から、相当の影響があると言えます。

このため、今後とも民需の更なる規模拡大や新規事業の開発等により、偏った顧客・事業内容とならないよう取り組

む所存です。

②季節的な変動について

当社の事業内容から、官庁関係業務は毎年３月の年度末を納期とする場合が多いため、売上計上が中間期末に偏る

傾向があります。安定経営の観点から今後の民需拡大を図ることにより通年の平準化した利益計上を目指す所存です。
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２．企業集団の状況
 

 顧     客     （ 官 公 庁 ・ 公 共 企 業 体 ・ 地 方 自 治 体 ・ 民 間 そ の 他 ） 

環
境
調
査
等
の
実
施 

環
境
計
量
等
の
実
施 

害
虫
駆
除
等
の
実
施 

当 社 親 会 社 当 社 と 取 引 の あ る 
応用地質㈱の子会社 

 
 

エ ヌ エ ス 環 境 ㈱ 

 
 

応 用 地 質 ㈱ 

東北ボーリング㈱ 
シグマ工業㈱ 
応用ﾘｿｰｽﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄ㈱ 
宏栄コンサルタント㈱ 
ｵｰｼｬﾝｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱ 
応用計測サービス㈱ 
南九地質㈱ 
ＯＹＯｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ㈱ 
応用ｼﾞｵﾃｸﾆｶﾙｻｰﾋﾞｽ㈱ 
㈱ケー・シー・エス 

地質調査等の実施
計 測 機 器 の 売 買 

計
測
機
器
の
販
売 

地
質
調
査
の
実
施 

計
測
機
器
の
販
売 

サ
ル
タ
ン
ト
の
実
施 

地
質
調
査
・
建
設
コ
ン 

環境調査等の実施 

環境調査等の実施 

地質調査等の実施 

さく井工事の実施、ＯＡ機器等の販売、ＯＡソフトの販売 

ア
ス
ベ
ス
ト
対
策
工
事 

環
境
計
測
機
器
の
販
売 
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３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

当社は企業理念（経営理念）として次の３点を掲げております。

 　　　 ①環境に係る専門的で高品質な技術サービスを提供します。

 　　　 ②お客様の信頼を獲得することにより企業価値を高め永続的に発展する企業を目指します。

 　　　 ③法令遵守のもと高い職業倫理観にて誠実かつ公正な企業活動を遂行します。

この理念のもと、環境調査、環境計量、建築物管理の３事業を柱として全国で事業展開を進めています。自然環境

や生活環境に係わる幾多の問題に対して安全と安心を守るため、例えば、動植物調査、水質や大気質分析、ダイオキ

シンなどの有害物質分析、またはアスベスト対策など、広く環境に係る技術サービスを以って社会貢献を目指してお

ります。

(2）目標とする経営指標

当社は、中期経営計画において平成24年度に売上60億円、株主資本利益率（ROE）７％以上、経常利益率10％以上を

目標として収益の拡大を目指しています。また、利益は可能な限り株主の皆様に還元(配当)することが重要課題であ

ると考えており、20～30％の安定した配当性向を維持することを指標としています。

(3）中長期的な会社の経営戦略

本年７月の洞爺湖サミットでは、重要な議題のひとつとして温室効果ガス削減問題が挙げられています。また、８

月の北京オリンピック開催に向け、北京市内の深刻な大気汚染に対して中国政府は躍起になって対策を講じていると

報道されています。このように環境問題は、地球規模での対応が求められ、世界中の人々が協力して現状打破の道を

探らなければならない状況となっています。地球温室効果ガス削減問題をうけ、今年から京都議定書に基づく約束期

間が始まりました。わが国は、2012年までに排出ガスを90年レベルの６％削減とする約束を果たさねばなりません。

これは、現状レベルから20％以上の削減を果たす必要があると言われています。このため省エネ運動やエコエネルギー

開発が急がれるところであり、国内の風力発電量を2010年には300万kwまで増やすとの方針が出されています。NEDO

（新エネルギー・産業技術総合開発機構）の見通しによれば、2020年には風力発電量1,000万kw、2030年には2,000万

kwに達するとの観測があります。

今や人類は、環境の保全・保護のみならず、抜本的な修復を果たさなければ、最早、存続できない状況にあると言

われています。そのため、今後とも国内外を問わず環境に係わる要請は一層高まり、わが国においても生活の安心を

求める環境指向が益々強くなることは間違いないでしょう。数年来、財政難による公共事業の削減傾向が継続し、建

設関連市場は縮小傾向で推移していますが、これとは逆に環境問題に係わる要請は拡大増加傾向であることから、当

社の環境関連市場に果たす役割は、さらに大きくなると考えております。

このような環境関連市場には、参入業者が増え、激しい受注競争が生じることは明白です。当社としては、当然の

ことながら、これまで以上に高い品質や技術力を整え、コスト競争力を高めなければなりません。このため、既に認

証取得しているISO9000s,14000sを有効活用し、技術力の指標となる技術士や環境計量士などの資格取得にも力を注ぐ

所存です。

これらの情勢を踏まえ、今後の中長期的な経営戦略については、下記の点を積極的に推進する計画です。

① 事業拡大とコスト競争力の向上

　　　a) 公共事業の発注方式が、公募型または技術提案型（プロポーザル方式）へと大きく変化していることに対する

　　 　  適切な営業対応体制の整備

      b) 更なる民間市場の新規開拓と規模拡大　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

      c) 調査・計量業務の連携と効率化、生産性向上によるコスト競争力の向上

② 品質及び技術力の向上

      a) ISO認証取得の有効活用

      b) 安全な工法として認証を受けているアスベスト除去工法（ＮＳクリーンシステム工法)の更なる有効活用と全国

         展開による規模拡大

      c) 各種業務関連資格の戦略的取得

③ 技術開発と事業化

      a) 風力発電など新エネルギー分野への事業拡大

      b) 新たに追加されたアスベストの分析技術の確立と安全かつ経済的な対策工の設計・施工技術・実施体制の拡充

      c) 微小粒子状物質（通称PM2.5）に関する技術開発と事業拡大

      d) エコプローブ５、超高感度油分析器（Flu－HC）など微量油分汚染探査技術の確立と事業拡大

④ 財務力の強化

      a) 事業の多様化と業務効率の改善、生産性向上、コストダウンによる収益性向上と財務体質の強化
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当社は、従来から環境調査、環境計量、建築物管理の３事業を経営の柱として事業活動を進めて参りましたが、今

後もこれらをより有効に連携させ、効率的かつ創造的な運営を推し進める方針です。

(4）会社の対処すべき課題

①内部統制

金融商品取引法における内部統制については、来期（平成20年10月１日開始事業年度）より適用されますが、当社

では、既に今期から「業務の有効性」「財務の信頼性」「法令遵守」「資産保全」の４つの目的を達成するための遂

行プロセスとして、統制環境整備、リスク評価、モニタリング（監視活動）及びIT（情報技術）対応に着手しており

ます。

これは、会社の信用力向上のために行うものですが、本格的な運用を前に、現在IT環境の整備を進めており、導入

による業務の混乱や非効率または無駄が生じないように、社内教育や業務手順の再構築など計画的に準備を進めてお

ります。

②コンプライアンス活動の一層の推進

当社は、平成17年６月、大阪府土木部発注業務において、公正取引委員会から独占禁止法第３条違反として排除勧

告を受け、これに応諾するという苦い経験があります。以降、社内体制を再構築し、今日まで再発防止と信頼回復を

図って参りました。今後も、あらゆる関連法規を遵守し、高い職業倫理観を以って誠実かつ公正な企業活動を進めて

参る所存です。

③技術競争力の強化

前述しましたように環境関連市場は、今後とも拡大すると推察されます。当然のことながら、競争原理が働き、如

何に高品質で低コストの成果品を迅速に提供できるか否かで、市場参入者の衰退が決まります。このため、当社では、

技術開発面での優位性を得るため、念願であった計量分析に関する中央技術研究所の建設に着手しました。日進月歩

の技術革新に対し、遅れを取ることなく分析技術をリードする人材を輩出し、開発技術を駆使した企業活動を行い技

術競争力を強化して参りたいと思います。
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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19年３月31日）

当中間会計期間末
（平成20年３月31日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成19年９月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

１　現金及び預金 652,831 668,761 912,078

２　受取手形 ※５ 98,503 36,414 76,996

３　調査等未収入金 2,041,245 2,200,754 820,840

４　未成調査支出金 272,007 262,652 527,088

５　その他たな卸資産 20,965 20,543 20,360

６　繰延税金資産 80,088 80,916 70,817

７　その他 5,022 5,975 44,590

８　貸倒引当金 △6,820 △6,400 △6,410

流動資産合計 3,163,843 63.7 3,269,617 65.7 2,466,362 58.4

Ⅱ　固定資産

１　有形固定資産 ※1,2

(1) 建物 479,588 449,631 465,016

(2) 工具器具及び備品 204,321 169,346 186,694

(3) 土地 624,751 624,751 624,751

(4) その他 69,602 54,890 61,575

計 1,378,264 1,298,619 1,338,037

２　無形固定資産 18,436 19,160 16,914

３　投資その他の資産

(1) 投資その他の資産 226,100 228,440 221,562

(2) 繰延税金資産 208,188 183,310 202,565

(3）貸倒引当金 △26,877 △23,784 △25,103

計 407,411 387,966 399,024

固定資産合計 1,804,112 36.3 1,705,745 34.3 1,753,976 41.6

資産合計 4,967,955 100.0 4,975,363 100.0 4,220,339 100.0
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前中間会計期間末
（平成19年３月31日）

当中間会計期間末
（平成20年３月31日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成19年９月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１　調査等未払金 313,334 353,225 164,149

２　短期借入金 ※２ 100,000 200,000 －

３　未払法人税等 264,809 222,624 21,619

４　未成調査等受入金 172,357 118,375 147,897

５　賞与引当金 122,110 124,133 137,417

６　役員賞与引当金 14,525 13,400 24,480

７　その他 ※３ 242,342 200,968 201,613

流動負債合計 1,229,479 24.7 1,232,728 24.8 697,177 16.5

Ⅱ　固定負債

　１　長期未払金 105,420 78,244 105,318

２　退職給付引当金 366,319 318,594 348,838

固定負債合計 471,739 9.5 396,838 8.0 454,157 10.8

負債合計 1,701,219 34.2 1,629,566 32.8 1,151,335 27.3

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

１　資本金   396,200 8.0  396,200 8.0  396,200 9.4

２　資本剰余金           

(1）資本準備金  350,105   350,105   350,105   

資本剰余金合計   350,105 7.0  350,105 7.0  350,105 8.3

３　利益剰余金           

(1）利益準備金  37,893   37,893   37,893   

(2）その他利益剰余金           

別途積立金  2,073,000   2,233,000   2,073,000   

繰越利益剰余金  428,728   354,647   231,996   

利益剰余金合計   2,539,621 51.1  2,625,540 52.8  2,342,889 55.5

４　自己株式   △19,728 △0.4  △19,767 △0.4  △19,728 △0.5

株主資本合計   3,266,198 65.7  3,352,077 67.4  3,069,466 72.7

Ⅱ　評価・換算差額等           

１　その他有価証券評価
差額金

  537 0.0  △6,281 △0.1  △462 △0.0

評価・換算差額等合計   537 0.0  △6,281 △0.1  △462 △0.0

純資産合計   3,266,736 65.8  3,345,796 67.2  3,069,004 72.7

負債純資産合計   4,967,955 100.0  4,975,363 100.0  4,220,339 100.0
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(2）中間損益計算書

前中間会計期間
（自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年10月１日
至　平成20年３月31日）

前事業年度の要約損益計算書
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 3,552,869 100.0 3,304,284 100.0 5,250,456 100.0

Ⅱ　売上原価 2,199,713 61.9 2,114,497 64.0 3,508,088 66.8

売上総利益 1,353,155 38.1 1,189,787 36.0 1,742,368 33.2

Ⅲ　販売費及び一般管理費 681,511 19.2 657,729 19.9 1,360,997 25.9

営業利益 671,643 18.9 532,057 16.1 381,370 7.3

Ⅳ　営業外収益

受取利息 19 84 39

その他 5,938 2,384 7,748

営業外収益計 5,957 0.2 2,468 0.1 7,787 0.1

Ⅴ　営業外費用

支払利息 310 426 310

その他 5 0 5

営業外費用計 315 0.0 427 0.0 315 0.0

経常利益 677,286 19.1 534,098 16.2 388,842 7.4

Ⅵ　特別利益 5,072 0.1 3,399 0.1 13,613 0.3

Ⅶ　特別損失 1,983 0.1 1,863 0.1 4,793 0.1

税引前中間（当期）
純利益

680,375 19.2 535,635 16.2 397,662 7.6

法人税、住民税及び
事業税

254,833 212,628 133,822

法人税等調整額 30,464 285,298 8.0 13,117 225,745 6.8 46,038 179,861 3.5

中間（当期）純利益 395,076 11.1 309,889 9.4 217,800 4.1
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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10月１日　至　平成19年３月31日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本合計
資本準備金 利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金

合計
別途積立金

繰越利益
剰余金

平成18年９月30日　残高
（千円）

396,200 350,105 37,893 1,873,000 272,563 2,183,456 △19,728 2,910,033

中間会計期間中の変動額

別途積立金の積立て    200,000 △200,000 －  －

剰余金の配当     △38,912 △38,912  △38,912

中間純利益     395,076 395,076  395,076

株主資本以外の項目の中間
会計期間中の変動額（純額）

        

中間会計期間中の変動額合計
（千円）

－ － － 200,000 156,164 356,164 － 356,164

平成19年３月31日　残高
（千円）

396,200 350,105 37,893 2,073,000 428,728 2,539,621 △19,728 3,266,198

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券
評価差額金

平成18年９月30日　残高
（千円）

2,611 2,912,644

中間会計期間中の変動額

別途積立金の積立て  －

剰余金の配当  △38,912

中間純利益  395,076

株主資本以外の項目の中間
会計期間中の変動額（純額）

△2,073 △2,073

中間会計期間中の変動額合計
（千円）

△2,073 354,091

平成19年３月31日　残高
（千円）

537 3,266,736
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当中間会計期間（自　平成19年10月１日　至　平成20年３月31日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本合計
資本準備金 利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金

合計
別途積立金

繰越利益
剰余金

平成19年９月30日　残高
（千円）

396,200 350,105 37,893 2,073,000 231,996 2,342,889 △19,728 3,069,466

中間会計期間中の変動額

別途積立金の積立て    160,000 △160,000 －  －

剰余金の配当     △27,238 △27,238  △27,238

中間純利益     309,889 309,889  309,889

自己株式の取得       △39 △39

株主資本以外の項目の中間
会計期間中の変動額（純額）

        

中間会計期間中の変動額合計
（千円）

－ － － 160,000 122,651 282,651 △39 282,611

平成20年３月31日　残高
（千円）

396,200 350,105 37,893 2,233,000 354,647 2,625,540 △19,767 3,352,077

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券
評価差額金

平成19年９月30日　残高
（千円）

△462 3,069,004

中間会計期間中の変動額

別途積立金の積立て  －

剰余金の配当  △27,238

中間純利益  309,889

自己株式の取得  △39

株主資本以外の項目の中間
会計期間中の変動額（純額）

△5,819 △5,819

中間会計期間中の変動額合計
（千円）

△5,819 276,792

平成20年３月31日　残高
（千円）

△6,281 3,345,796
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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10月１日　至　平成19年９月30日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本合計
資本準備金 利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金

合計
別途積立金

繰越利益
剰余金

平成18年９月30日　残高
（千円）

396,200 350,105 37,893 1,873,000 272,563 2,183,456 △19,728 2,910,033

事業年度中の変動額

別途積立金の積立て    200,000 △200,000 －  －

剰余金の配当     △38,912 △38,912  △38,912

剰余金の配当（中間配当額）     △19,456 △19,456  △19,456

当期純利益     217,800 217,800  217,800

株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額（純額）

        

事業年度中の変動額合計
（千円）

－ － － 200,000 △40,567 159,432 － 159,432

平成19年９月30日　残高
（千円）

396,200 350,105 37,893 2,073,000 231,996 2,342,889 △19,728 3,069,466

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券
評価差額金

平成18年９月30日　残高
（千円）

2,611 2,912,644

事業年度中の変動額

別途積立金の積立て  －

剰余金の配当  △38,912

剰余金の配当（中間配当額）  △19,456

当期純利益  217,800

株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額（純額）

△3,073 △3,073

事業年度中の変動額合計
（千円）

△3,073 156,359

平成19年９月30日　残高
（千円）

△462 3,069,004
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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10月１日
至　平成19年３月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年10月１日
至　平成20年３月31日）

 前事業年度の要約
キャッシュ・フロー計算書
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（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（当期）純利益 680,375 535,635 397,662

減価償却費 64,188 58,822 134,468

貸倒引当金の増加額（△減少額） 4,322 △1,328 2,138

賞与引当金の増加額（△減少額） △14,826 △13,283 480

役員賞与引当金の減少額 △16,075 △11,080 △6,120

長期未払金の減少額 △33,766 △27,074 △33,868

退職給付引当金の減少額 △17,628 △30,244 △35,109

受取利息及び受取配当金 △1,056 △234 △1,477

支払利息 310 426 310

有形固定資産除却損 466 － 1,529

投資有価証券売却益 △5,072 △2,110 △13,613

損害賠償引当金の減少額 △9,675 － △9,675

売上債権の増加額 △1,298,757 △1,339,331 △56,847

未成調査等受入金の減少額 △95,168 △29,522 △119,628

未成調査支出金の減少額 359,840 264,436 104,759

仕入債務の増加額（△減少額） 55,230 189,075 △93,954

その他資産の減少額（△増加額） △3,619 42,349 △37,470

その他負債の増加額（△減少額） 38,351 △5,667 △3,324

小計 △292,561 △369,130 230,259

利息及び配当金の受取額 1,056 234 1,477

利息の支払額 △310 △426 △310

法人税等の支払額 △204,290 △14,052 △316,397

営業活動によるキャッシュ・フロー △496,106 △383,375 △84,971

Ⅱ  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 △54,303 △10,198 △92,823

投資有価証券の取得による支出 △65,994 △29,180 △119,574

投資有価証券の売却による収入 86,819 10,578 145,635

無形固定資産の取得による支出 △2,229 △3,785 △2,229

貸付けの回収による収入 83 204 558

貸付けによる支出 － － △1,000

その他 1,075 △361 2,443

投資活動によるキャッシュ・フロー △34,549 △32,742 △66,989

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 150,000 200,000 150,000

短期借入金の返済による支出 △50,000 － △150,000

自己株式取得による支出 － △39 －

配当金の支払額 △38,830 △27,159 △58,278

財務活動によるキャッシュ・フロー 61,169 172,801 △58,278

Ⅳ  現金及び現金同等物の増減額 △469,486 △243,317 △210,239

Ⅴ  現金及び現金同等物の期首残高 1,102,318 892,078 1,102,318

Ⅵ  現金及び現金同等物の中間期末（期末）残高 ※ 632,831 648,761 892,078

     

－ 16 －

エヌエス環境㈱ (4675)　平成20年９月期中間決算短信（非連結）



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10月１日
至　平成19年３月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年10月１日
至　平成20年３月31日）

前事業年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

１．資産の評価基準及び評価

方法

(1）有価証券

その他有価証券

時価（市場価格）のあるもの

(1）有価証券

その他有価証券

時価（市場価格）のあるもの

(1）有価証券

その他有価証券

時価（市場価格）のあるもの

　中間決算日の市場価格等

に基づく時価法（評価差額

は全部純資産直入法により

処理し、売却原価は移動平

均法により算定）を採用し

ております。

同左 　期末日の市場価格等に基

づく時価法（評価差額は全

部純資産直入法により処理

し、売却原価は移動平均法

により算定）を採用してお

ります。

時価（市場価格）のないもの

　移動平均法による原価法

を採用しております。

時価（市場価格）のないもの

同左

時価（市場価格）のないもの

同左

(2）たな卸資産

未成調査支出金

　　個別法による原価法を採用

　しております。

(2）たな卸資産

未成調査支出金

同左

(2）たな卸資産

未成調査支出金

同左

貯蔵品

　　最終仕入原価法による原価

　法を採用しております。

貯蔵品

同左

貯蔵品

同左

２．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、建物（建物附

属設備を除く）については定額

法）を採用しております。

　なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。

  　建物　　　　　　　２～52年

  　機械装置　　　　　５～９年

  　工具器具及び備品　２～20年

(1）有形固定資産

同左

(1）有形固定資産

同左

（追加情報）

　法人税法の改正に伴い、平成19

年４月１日以後に取得した有形固

定資産については、改正法人税法

の規定する償却方法により、減価

償却費を計上しております。

  なお、当中間会計期間と同一の

方法を採用した場合においても前

中間会計期間の損益に与える影響

はありません。

　また、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。

  これによる損益に与える影響は

軽微であります。 

 (会計方針の変更)

　法人税法の改正に伴い、当事業

年度より、平成19年４月１日以後

に取得した有形固定資産について、

改正後の法人税法に基づく減価償

却の方法に変更しております。

　これによる損益に与える影響は

軽微であります。 

　なお、この変更は平成19年４月

１日以後取得資産に適用されたた

め、当中間会計期間については従

来の償却方法を採用しており、中

間と年度の首尾一貫性を欠いてお

ります。

　当中間会計期間において当事業

年度と同一の会計処理方法によっ

た場合の当中間財務諸表に与える

影響はありません。
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項目
前中間会計期間

（自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年10月１日
至　平成20年３月31日）

前事業年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

(2）無形固定資産

　定額法を採用しております。

　なお、自社利用のソフトウェア

については、社内における利用可

能期間（５年）に基づいておりま

す。

(2）無形固定資産

同左

(2）無形固定資産

同左

３．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備え

るため、一般債権については貸倒

実績率により、貸倒懸念債権等特

定の債権については個別に回収可

能性を勘案し、回収不能見込額を

計上しております。

(1）貸倒引当金

同左

(1）貸倒引当金

同左

(2）賞与引当金

　従業員の賞与の支給に備えるた

め、支給見込額に基づき計上して

おります。

(2）賞与引当金

同左

(2）賞与引当金

同左

(3）役員賞与引当金

  役員に対する賞与の支給に備え

るため、役員賞与支給見込額のう

ち当中間会計期間に負担すべき額

を計上しております。

(3）役員賞与引当金

同左

(3）役員賞与引当金

  役員に対する賞与の支給に備え

るため、支給見込額に基づき計上

しております。

(4）退職給付引当金

  従業員の退職給付に備えるため、

当事業年度末における退職給付債

務の見込額に基づき、当中間会計

期間末に発生していると認められ

る額を計上しております。

  数理計算上の差異は、その発生

時の従業員の平均残存勤務期間以

内の一定の年数（５年）による定

額法により翌期から費用処理する

こととしております。

  過去勤務債務は、その発生時の

従業員の平均残存勤務期間以内の

一定の年数（５年）による定額法

により費用処理することとしてお

ります。

(4）退職給付引当金

同左

(4）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、

当事業年度末における退職給付債

務の見込額に基づき計上しており

ます。 

　数理計算上の差異は、各事業年

度の発生時における従業員の平均

残存勤務期間以内の一定の年数

（５年）による定額法により按分

した額をそれぞれ発生の翌事業年

度から費用処理することとしてお

ります。

　過去勤務債務は、その発生時の

従業員の平均残存勤務期間以内の

一定の年数（５年）による定額法

により費用処理することとしてお

ります。

４．リース取引の処理方法 　リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外の

ファイナンス・リース取引につい

ては、通常の賃貸借取引に係る方

法に準じた会計処理によっており

ます。

同左 同左
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項目
前中間会計期間

（自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年10月１日
至　平成20年３月31日）

前事業年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

５．中間キャッシュ・フロー

計算書（キャッシュ・フロー

計算書）における資金の範

囲

  中間キャッシュ・フロー計算書

における資金（現金及び現金同等

物）は、手許資金、随時引き出し

可能な預金・満期までの預入期間

が３ヶ月以内の定期預金及び容易

に換金可能であり、かつ、価値の

変動について僅少なリスクしか負

わない短期投資からなっておりま

す。

同左   キャッシュ・フロー計算書にお

ける資金（現金及び現金同等物）

は、手許資金、随時引き出し可能

な預金・満期までの預入期間が

３ヶ月以内の定期預金及び容易に

換金可能であり、かつ、価値の変

動について僅少なリスクしか負わ

ない短期投資からなっております。

６．その他中間財務諸表（財

務諸表）作成のための基本

となる重要な事項

消費税等の会計処理 消費税等の会計処理 消費税等の会計処理

　消費税及び地方消費税の会計処

理は、税抜き方式によっておりま

す。

同左 同左
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注記事項

（中間貸借対照表関係）

前中間会計期間末
（平成19年３月31日）

当中間会計期間末
（平成20年３月31日）

前事業年度末
（平成19年９月30日）

※１．有形固定資産の減価償却累計額 ※１．有形固定資産の減価償却累計額 ※１．有形固定資産の減価償却累計額

1,621,496千円 1,726,000千円 1,669,010千円

※２．担保資産 ※２．担保資産 ※２．担保資産

(1）担保差入資産 (1）担保差入資産 (1）担保差入資産

建物 40,952千円

土地 56,602

計 97,555

建物 39,049千円

土地 56,602

計 95,651

建物 40,033千円

土地 56,602

計 96,635

(2）担保資産に対応する債務 (2）担保資産に対応する債務 (2）担保資産に対応する債務

短期借入金 50,000千円 短期借入金 100,000千円
　期末日現在、上記担保に対応する当座貸

越契約(借越限度額350,000千円)の実行は

ありません。

※３．消費税等の取扱い ※３．消費税等の取扱い ※３．　──────

　仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺の

うえ、流動負債の「その他」に含めて表示

しております。

同左

　４．当社は、運転資金の効率的な調達を行う

ため取引銀行４行と当座貸越契約を締結し

ております。これら契約に基づく当中間会

計期間末の借入未実行残高は次のとおりで

あります。

　４．当社は、運転資金の効率的な調達を行う

ため取引銀行４行と当座貸越契約を締結し

ております。これら契約に基づく当中間会

計期間末の借入未実行残高は次のとおりで

あります。

　４．当社は、運転資金の効率的な調達を行う

ため取引銀行４行と当座貸越契約を締結し

ております。これら契約に基づく当事業年

度末の借入未実行残高は次のとおりであり

ます。

当座貸越極度額の
総額

1,200,000千円

借入実行残高 100,000

　差引額 1,100,000千円

当座貸越極度額の
総額

1,200,000千円

借入実行残高 200,000

　差引額 1,000,000千円

当座貸越極度額の
総額

1,200,000千円

借入実行残高 －

　差引額 1,200,000千円

※５．中間期末日満期手形

　中間期末日満期手形の会計処理は、手形

交換日をもって決済処理しております。な

お、当中間会計期間の末日は金融機関の休

日であったため、次の中間期末日満期手形

が中間期末残高に含まれております。

　受取手形           　　 8,287千円

※５．　──────

 

※５．期末日満期手形

　期末日満期手形の会計処理については、

手形交換日をもって決済処理しております。

なお、当期末日が金融機関の休日であった

ため、次の期末日満期手形が期末残高に含

まれております。

　受取手形           　　    547千円
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（中間損益計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年10月１日
至　平成20年３月31日）

前事業年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

１．減価償却実施額 １．減価償却実施額 １．減価償却実施額

有形固定資産 62,203千円

無形固定資産 1,582

有形固定資産 56,989千円

無形固定資産 1,539

有形固定資産 130,655千円

無形固定資産 3,104

２．当社の営業利益は、官公庁への売上が上期

に集中することに加え、売上原価、販売費及

び一般管理費に占める固定費の割合が高いこ

とから、上期に比べ下期に大きく減少してお

ります。

２．当社の営業利益は、官公庁への売上が上期

に集中することに加え、売上原価、販売費及

び一般管理費に占める固定費の割合が高いこ

とから、上期に比べ下期に大きく減少してお

ります。

２．　　　　　──────

売上高 営業利益

前中間期 3,389,353千円 767,007千円

前事業年度
の下期

1,672,742 △295,050

当中間期 3,552,869 671,643

売上高 営業利益

前中間期 3,552,869千円 671,643千円

前事業年度
の下期

1,697,587 △290,273

当中間期 3,304,284 532,057
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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10月１日　至　平成19年３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 3,920,000 － － 3,920,000

合計 3,920,000 － － 3,920,000

自己株式

普通株式 28,800 － － 28,800

合計 28,800 － － 28,800

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12月19日

定時株主総会
普通株式 38,912 10 平成18年９月30日 平成18年12月20日

(2）基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間会計期間末後となるもの

（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５月18日

取締役会
普通株式 19,456 利益剰余金 5 平成19年３月31日 平成19年６月21日
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当中間会計期間（自　平成19年10月１日　至　平成20年３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 3,920,000 － － 3,920,000

合計 3,920,000 － － 3,920,000

自己株式

普通株式　（注） 28,800 58 － 28,858

合計 28,800 58 － 28,858

 （注）普通株式の自己株式の株式数の増加58株は、単元未満株式の買取りによる増加58株であります。

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19年12月20日

定時株主総会
普通株式 27,238 7 平成19年９月30日 平成19年12月21日

(2）基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間会計期間末後となるもの

（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20年５月16日

取締役会
普通株式 19,455 利益剰余金 5 平成20年３月31日 平成20年６月23日
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前事業年度（自　平成18年10月１日　至　平成19年９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 3,920,000 － － 3,920,000

合計 3,920,000 － － 3,920,000

自己株式

普通株式 28,800 － － 28,800

合計 28,800 － － 28,800

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12月19日

定時株主総会
普通株式 38,912 10 平成18年９月30日 平成18年12月20日

平成19年５月18日

取締役会
普通株式 19,456 5 平成19年３月31日 平成19年６月21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12月20日

定時株主総会
普通株式 27,238 利益剰余金 7 平成19年９月30日 平成19年12月21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10月１日
至　平成19年３月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年10月１日
至　平成20年３月31日）

前事業年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９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19年３月31日現在） （平成20年３月31日現在） （平成19年９月30日現在）

現金及び預金勘定 652,831千円

預入期間が３ヶ月を
超える定期預金

△20,000

現金及び現金同等物 632,831

現金及び預金勘定 668,761千円

預入期間が３ヶ月を
超える定期預金

△20,000

現金及び現金同等物 648,761

現金及び預金勘定 912,078千円

預入期間が３ヶ月を
超える定期預金

△20,000

現金及び現金同等物 892,078
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（リース取引関係）

前中間会計期間
（自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年10月１日
至　平成20年３月31日）

前事業年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

　リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース取

引

　リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース取

引

　リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース取

引

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額、減損損失累計額相当額及び中

間期末残高相当額

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額、減損損失累計額相当額及び中

間期末残高相当額

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額、減損損失累計額相当額及び期

末残高相当額

取得価
額相当
額
(千円)

減価償
却累計
額相当
額
(千円)

中間期
末残高
相当額
(千円)

工具器具
及び備品

199,381 76,310 123,070

取得価
額相当
額
(千円)

減価償
却累計
額相当
額
(千円)

中間期
末残高
相当額
(千円)

工具器具
及び備品

273,231 106,835 166,395

取得価
額相当
額
(千円)

減価償
却累計
額相当
額
(千円)

期末残
高相当
額
(千円)

工具器具
及び備品

257,086 94,451 162,635

２．未経過リース料中間期末残高相当額等

　　未経過リース料中間期末残高相当額

２．未経過リース料中間期末残高相当額等

　　未経過リース料中間期末残高相当額

２．未経過リース料期末残高相当額等

　　未経過リース料期末残高相当額

１年内 38,408千円

１年超 86,285

合計 124,693

１年内 52,011千円

１年超 116,428

合計 168,440

１年内 48,480千円

１年超 115,998

合計 164,478

３．支払リース料、リース資産減損勘定の取崩

額、減価償却費相当額、支払利息相当額及び

減損損失

３．支払リース料、リース資産減損勘定の取崩

額、減価償却費相当額、支払利息相当額及び

減損損失

３．支払リース料、リース資産減損勘定の取崩

額、減価償却費相当額、支払利息相当額及び

減損損失

支払リース料 21,548千円

減価償却費相当額 20,638

支払利息相当額 1,157

支払リース料 28,887千円

減価償却費相当額 27,866

支払利息相当額 1,282

支払リース料 45,677千円

減価償却費相当額 43,863

支払利息相当額 2,346

４．減価償却費相当額の算定方法 ４．減価償却費相当額の算定方法 ４．減価償却費相当額の算定方法

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零

とする定額法によっております。

同左 同左

５．利息相当額の算定方法 ５．利息相当額の算定方法 ５．利息相当額の算定方法

　リース料総額とリース物件の取得価額相当

額との差額を利息相当額とし、各期への配分

方法については、利息法によっております。

同左 同左

６．オペレーティング・リース取引

未経過リース料

６．オペレーティング・リース取引

未経過リース料

 ６．オペレーティング・リース取引

未経過リース料

１年内 1,846千円

１年超 4,060

　合計 5,907

１年内 1,293千円

１年超 2,767

　合計 4,060

１年内 1,767千円

１年超 3,216

　合計　 4,984

（減損損失について）

　リース資産に配分された減損損失はありま

せん。 

（減損損失について）

同左

（減損損失について）

同左
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（有価証券関係）

前中間会計期間末（平成19年３月31日現在）

１．その他有価証券で時価（市場価格）のあるもの

取得原価（千円）
中間貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

株式 31,300 31,989 688

その他 4,110 4,325 215

合計 35,410 36,314 904

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

中間貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

非上場株式 53,900

当中間会計期間末（平成20年３月31日現在）

１．その他有価証券で時価（市場価格）のあるもの

取得原価（千円）
中間貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

株式 9,545 8,605 △940

その他 41,661 32,044 △9,616

合計 51,206 40,649 △10,556

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

中間貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

非上場株式 49,500

匿名組合出資金 9,180

前事業年度末（平成19年９月30日現在）

１．その他有価証券で時価（市場価格）のあるもの

取得原価（千円）
貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

株式 13,035 13,203 167

債券 2,050 2,151 101

その他 22,053 21,008 △1,045

合計 37,138 36,362 △776

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

非上場株式 53,900
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（デリバティブ取引関係）

前中間会計期間（自　平成18年10月１日　至　平成19年３月31日）

　当社は、デリバティブ取引を全く利用しておりませんので該当事項はありません。

当中間会計期間（自　平成19年10月１日　至　平成20年３月31日）

　当社は、デリバティブ取引を全く利用しておりませんので該当事項はありません。

前事業年度（自　平成18年10月１日　至　平成19年９月30日）

　当社は、デリバティブ取引を全く利用しておりませんので該当事項はありません。

（ストック・オプション等関係）

前中間会計期間（自　平成18年10月１日　至　平成19年３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10月１日　至　平成20年３月31日）

該当事項はありません。

 

前事業年度（自　平成18年10月１日　至　平成19年９月30日）

該当事項はありません。

（持分法損益等）

前中間会計期間（自　平成18年10月１日　至　平成19年３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10月１日　至　平成20年３月31日）

　　　　　該当事項はありません。

　　　　前事業年度（自　平成18年10月１日　至　平成19年９月30日）

　　　　　該当事項はありません。

（企業結合等）

 　　　　 該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

前中間会計期間
（自　平成18年10月１日

    至　平成19年３月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年10月１日

　　至　平成20年３月31日）

前事業年度
（自　平成18年10月１日

　　至　平成19年９月30日）

１株当たり純資産額 839.52円

１株当たり中間純利益金額 101.53円

１株当たり純資産額 859.85円

１株当たり中間純利益金額 79.64円

１株当たり純資産額 788.70円

１株当たり当期純利益金額 55.97円

　潜在株式調整後１株当たり中間純利

益金額については、潜在株式が存在し

ないため記載しておりません。

　潜在株式調整後１株当たり中間純利

益金額については、潜在株式が存在し

ないため記載しておりません。

　潜在株式調整後１株当たり当期純利

益金額については、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）純利益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10月１日
至　平成19年３月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年10月１日
至　平成20年３月31日）

前事業年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

中間（当期）純利益（千円） 395,076 309,889 217,800

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）純利益（千円） 395,076 309,889 217,800

期中平均株式数（株） 3,891,200 3,891,196 3,891,200

（重要な後発事象）

　　　　該当事項はありません。
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５．部門別受注高及び受注残高、部門別売上高明細表
 

 （1）部門別受注高及び受注残高

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円、未満切捨て）

 期別

 前中間会計期間

(自　平成18年10月１日

  至　平成19年３月31日)

 当中間会計期間

(自　平成19年10月１日

  至　平成20年３月31日)

前事業年度　

(自　平成18年10月１日

  至　平成19年９月30日)

 部門  受注高  受注残高  受注高

対前中

間期比

(％)

 

 受注残高

対前中

間期比

(％)

 

 受注高  受注残高

 調査部門 1,224,382 1,004,200 1,208,054 98.7 907,065 90.3 2,459,792 1,576,982

 計量部門 1,022,374 221,904 992,298 97.1 255,841 115.3 2,165,301 516,724

 建築物管理部門 293,955 66,171 139,434 47.4 42,045 63.5 490,380 75,743

 合計 2,540,713 1,292,276 2,339,787 92.1 1,204,953 93.2 5,115,475 2,169,450

 （注）１.　数量につきましては、把握が困難なため記載を省略しております。

 　　　２.　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

 

 （2）部門別売上高

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円、未満切捨て）

 　期別

 前中間会計期間

(自　平成18年10月１日

  至　平成19年３月31日)

 当中間会計期間

(自　平成19年10月１日

  至　平成20年３月31日)
対前中

間期比

(％)

 

 前事業年度　

(自　平成18年10月１日

  至　平成19年９月30日)

 部門  金額 構成比(％)  金額 構成比 (％)  金額 構成比 (％)

 調査部門 1,893,196 53.3 1,877,971 56.8 99.2 2,555,824 48.7

 計量部門 1,310,011 36.9 1,253,181 38.0 95.7 2,158,117 41.1

 建築物管理部門 349,662 9.8 173,132 5.2 49.5 536,514 10.2

 合計 3,552,869 100.0 3,304,284 100.0 93.0 5,250,456 100.0

 （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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