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1.  平成21年5月期第1四半期の連結業績（平成20年6月1日～平成20年8月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(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 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年5月期第1四半期 648 ― △480 ― △482 ― △330 ―

20年5月期第1四半期 539 53.5 △486 ― △458 ― △468 ―

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

21年5月期第1四半期 △19.68 ―

20年5月期第1四半期 △26.46 ―

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

21年5月期第1四半期 11,640 4,138 35.5 247.10
20年5月期 11,135 4,706 42.3 266.16

（参考） 自己資本   21年5月期第1四半期  4,135百万円 20年5月期  4,704百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年5月期 ― 0.00 ― 5.00 5.00
21年5月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年5月期（予想） ――― 0.00 ― 3.00 3.00

3.  平成21年5月期の連結業績予想（平成20年6月1日～平成21年5月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 

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

第2四半期連結累計期間 3,420 2.4 △480 ― △500 ― △350 ― △19.80

通期 11,550 △13.3 300 △40.9 250 △56.6 150 10.2 8.49

4.  その他 

(1) 期中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  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  無  

（注）詳細は、２ページの【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。  

(3) 四半期連結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（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

（注）詳細は、２ページの【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

・当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指
針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

※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の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後様々な要因によって予想数値
と異なる結果となる可能性があります。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年5月期第1四半期  18,739,041株 20年5月期  18,739,041株

② 期末自己株式数 21年5月期第1四半期  2,002,883株 20年5月期  1,065,062株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年5月期第1四半期  16,778,182株 20年5月期第1四半期  17,716,728株
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定性的情報・財務諸表等 

１．連結経営成績に関する定性的情報 

 当社グループを取り巻く経営環境は、依然として国及び地方公共団体の公共投資予算の縮減が継続していること

に加え、市場規模縮小に起因する業者間の価格競争が続いております。 

 このような状況のもと当社グループでは国及び地方公共団体からの受注に軸足を置きつつ、民間部門からの受注

獲得に努めております。 

その結果、当第１四半期連結会計期間の受注高は2,675百万円（前年同期は3,493百万円）に留まっております。

売上高につきましては、648百万円（前年同期は539百万円）と良好であります。営業損益は480百万円の損失

（前年同期は486百万円の損失）、経常損益は482百万円の損失（前年同期は458百万円の損失）となりました。 

四半期純損益は、投資有価証券評価損70百万円の特別損失がありましたため330百万円の損失（前年同期は468百

万円の損失）となりました。 

  

２．連結財政状態に関する定性的情報 

（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11,640百万円であり前連結会計年度末に比較して505百万円の増加とな

りました。その主な要因は流動資産の367百万円増加であり、建設コンサルタント業務に係るたな卸資産（未成業

務支出金）1,222百万円の増加等であります。 

負債合計は7,502百万円であり前連結会計年度末に比較して1,074百万円の増加となりました。その主な要因は短

期借入金1,422百万円の増加であります。 

純資産合計は4,138百万円であり前連結会計年度末に比較して568百万円の減少となりました。その主な要因は四

半期純損失330百万円の計上等により利益剰余金が418百万円減少したこと及び自己株式の買入による減少116百万

円であります。 

（キャッシュ・フローの状況） 

営業活動によるキャッシュ・フローは1,651百万円の支出であり、税金等調整前四半期純損失548百万円とたな卸

資産の増加による支出1,214百万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277百万円の支出であり、有形固定資産の取得による支出105百万円、投資

有価証券の取得・売却による差引支出186百万円等によるもであります。 

財務活動によるキャッシュ・フローは1,118百万円の収入であり、短期借入金の純増額1,350百万円、自己株式の

取得による支出116百万円等によるものであります。  

この結果、当第１四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

810百万円の減少し746百万円となりました。 

  

３．連結業績予想に関する定性的情報 

 当社グループの第２四半期連結累計期間及び通期の業績予想につきましては、当第１四半期連結会計期間の売上

高は前年同期に比較して20.2％の増加であり、受注残高も前年同期並みであることから、平成20年７月25日に公表

しました業績予想に変更はありません。 

なお、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。 
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４．その他 

（１）期中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） 

該当事項はありません。  

  

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

①固定資産の減価償却の算定方法  

定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法によ

っております。  

②一般債権の貸倒見積高の算定方法  

前連結会計年度において算定した貸倒実績率を使用しております。  

 ③棚卸資産の評価方法 

 当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の実地棚卸高

を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 

また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積

り、簿価切下げを行う方法によっております。 

④法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法  

繰延税金資産の回収可能性の判断については、前連結会計年度以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発生状

況に著しい変化がないと認められる場合に、前連結会計年度末において使用した将来の業績予測やタックス・

プランニングを利用する方法によっております。  

⑤税金費用の計算  

税金費用については、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率を乗じて計算しております。  

なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。  

  

（３）四半期連結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 

①当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関

する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸

表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

②会計処理基準に関する事項の変更 

受注契約に係る損失見込額について、従来は業務未払金処理しておりましたが、引当金として計上する会計処

理が広く一般に採用されるようになったことから、連結貸借対照表上、明瞭に表示するため、当第１四半期連

結会計期間より受注損失引当金として流動負債の部に計上する方法に変更しております。 

なお、この変更による損益に与える影響はありません。 
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５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年８月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年５月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 746,829 1,557,374

受取手形及び売掛金 1,311,215 1,694,259

未成業務支出金 2,827,670 1,605,510

販売用不動産 504,666 520,590

不動産業務支出金 1,788,115 1,780,321

その他 458,345 144,613

貸倒引当金 △37,045 △70,810

流動資産合計 7,599,797 7,231,857

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 2,138,408 2,064,465

減価償却累計額 △1,206,396 △1,197,501

建物及び構築物（純額） 932,012 866,964

機械装置及び運搬具 543,730 544,630

減価償却累計額 △495,422 △493,792

機械装置及び運搬具（純額） 48,308 50,838

土地 1,215,633 1,194,267

その他 368,190 369,605

減価償却累計額 △259,769 △246,610

その他（純額） 108,420 122,994

有形固定資産合計 2,304,374 2,235,064

無形固定資産   

ソフトウエア 66,631 73,573

その他 15,521 15,521

無形固定資産合計 82,153 89,094

投資その他の資産   

投資有価証券 1,155,687 1,073,861

その他 949,227 929,600

貸倒引当金 △471,956 △447,194

投資その他の資産合計 1,632,957 1,556,268

固定資産合計 4,019,485 3,880,426

繰延資産   

社債発行費 21,631 23,107

繰延資産合計 21,631 23,107

資産合計 11,640,915 11,135,392
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年８月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年５月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 257,768 488,174

短期借入金 2,514,707 1,092,134

1年内償還予定の社債 360,000 360,000

未払法人税等 5,702 42,212

未成業務受入金 1,214,361 892,776

役員賞与引当金 － 9,750

受注損失引当金 4,995 －

その他 421,646 686,152

流動負債合計 4,779,181 3,571,199

固定負債   

社債 910,000 970,000

長期借入金 1,278,645 1,353,123

退職給付引当金 273,198 268,043

その他 261,522 266,122

固定負債合計 2,723,365 2,857,289

負債合計 7,502,547 6,428,489

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,131,733 2,131,733

資本剰余金 1,127,542 1,127,542

利益剰余金 1,306,998 1,725,577

自己株式 △323,618 △207,344

株主資本合計 4,242,655 4,777,509

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △107,136 △73,434

評価・換算差額等合計 △107,136 △73,434

少数株主持分 2,848 2,827

純資産合計 4,138,367 4,706,902

負債純資産合計 11,640,915 11,135,392
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（２）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）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年６月１日 

 至 平成20年８月31日) 

売上高 648,639

売上原価 532,215

売上総利益 116,423

販売費及び一般管理費 596,562

営業損失（△） △480,139

営業外収益  

受取利息 2,118

受取配当金 1,855

受取品貸料 7,491

その他 10,451

営業外収益合計 21,917

営業外費用  

支払利息 20,396

その他 3,390

営業外費用合計 23,787

経常損失（△） △482,009

特別利益  

貸倒引当金戻入額 7,400

特別利益合計 7,400

特別損失  

固定資産除却損 3,552

投資有価証券評価損 70,225

特別損失合計 73,777

税金等調整前四半期純損失（△） △548,386

法人税等 △218,197

少数株主利益 20

四半期純損失（△） △330,209
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年６月１日 

 至 平成20年８月31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損失（△） △548,386

減価償却費 39,955

繰延資産償却額 1,475

固定資産除却損 3,552

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △9,750

受注損失引当金の増減額（△は減少） 4,995

貸倒引当金の増減額（△は減少） 5,546

退職給付引当金の増減額（△は減少） 5,154

受取利息及び受取配当金 △3,974

支払利息 20,396

投資有価証券売却損益（△は益） △360

投資有価証券評価損益（△は益） 70,225

売上債権の増減額（△は増加） 374,568

未成業務受入金の増減額（△は減少） △66,152

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,214,870

仕入債務の増減額（△は減少） △230,406

その他 △55,307

小計 △1,603,338

利息及び配当金の受取額 8,761

利息の支払額 △18,745

法人税等の支払額 △38,524

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,651,846

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 △105,238

無形固定資産の取得による支出 △811

投資有価証券の取得による支出 △260,891

投資有価証券の売却による収入 74,669

貸付金の回収による収入 9,068

その他 5,985

投資活動によるキャッシュ・フロー △277,218

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） 1,350,000

社債の償還による支出 △60,000

長期借入れによる収入 300,000

長期借入金の返済による支出 △301,905

自己株式の取得による支出 △116,152

配当金の支払額 △53,422

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,118,519

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △810,545

現金及び現金同等物の期首残高 1,557,374

現金及び現金同等物の四半期末残高 746,829
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 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に

従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

（４）継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

  

（５）セグメント情報 

ａ．事業の種類別セグメント情報 

 当第１四半期連結累計期間（自 平成20年６月１日 至平成20年８月31日） 

当社グループは、調査測量・情報業務、環境業務、まちづくり業務、設計業務、事業ソリューション業務を

営む単一事業の企業集団であるため記載しておりません。 

ｂ．所在地別セグメント情報 

当第１四半期連結累計期間（自 平成20年６月１日 至平成20年８月31日） 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 

ｃ．海外売上高 

当第１四半期連結累計期間（自 平成20年６月１日 至平成20年８月31日） 

当該売上高は、連結売上高の10％未満であるため記載を省略しております。 

  （６）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。  
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（７）その他の情報 

【生産、受注及び販売の状況】  

 当社グループは、調査測量・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営む

単一の企業であるため、セグメント情報は記載しておりません。  

 (1）生産高実績 

 （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 

 （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。 

建設コンサルタント業務 金額（千円） 

調査測量・情報業務 627,280 

環境業務  217,181 

まちづくり業務 767,474 

設計業務 563,192 

事業ソリューション業務 37,021 

合計 2,212,148 

建設コンサルタント業務 金額（千円） 

調査測量・情報業務 726,764 

環境業務  318,753 

まちづくり業務 882,847 

設計業務 689,853 

事業ソリューション業務 57,159 

合計 2,675,376 
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(3）完成高実績 

 （注）１ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２ 完成高合計の10％以上となる相手先はありません。 

３ 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があります。 

  

(4）受注残高 

 （注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

建設コンサルタント業務 金額（千円） 

調査測量・情報業務 241,974 

環境業務  109,263 

まちづくり業務 170,514 

設計業務 118,803 

事業ソリューション業務 8,085 

合計 648,639 

建設コンサルタント業務 金額（千円） 

調査測量・情報業務 1,787,788 

環境業務  1,150,498 

まちづくり業務 3,172,319 

設計業務 2,089,108 

事業ソリューション業務 49,074 

合計 8,248,787 
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「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

科目 

前年同四半期 
（平成20年５月期 

第１四半期） 

金額（百万円） 

Ⅰ 売上高 539,896 

Ⅱ 売上原価 380,530 

売上総利益 159,366 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 645,694 

営業損失（△） △486,327 

Ⅳ 営業外収益   

受取利息  2,103 

投資有価証券売却益  46,789 

受取品貸料  4,341 

その他  4,322 

営業外収益計  57,557 

Ⅴ 営業外費用   

支払利息  19,669 

社債利息  3,604 

社債発行費償却  1,652 

その他  4,860 

 営業外費用計 29,786 

経常損失（△） △458,556 

Ⅵ 特別利益   

貸倒引当金戻入益  2,670 

特別利益計  2,670 

Ⅶ 特別損失   

固定資産売却損  3,390 

その他  12 

特別損失計  3,403 

税金等調整前四半期純損失
（△） 

△459,289 

法人税等  9,491 

少数株主損失（△） △32 

四半期純損失（△） △468,747 
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（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

 
前年同四半期 

（平成20年５月期 
第１四半期） 

区分 金額（千円） 

Ⅰ 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損
失（△）  

△459,289 

減価償却費  31,198 

繰延資産償却費  1,652 

固定資産売却損  3,390 

貸倒引当金の増減額  △2,670 

退職給付引当金の増減額  6,505 

受取利息及び受取配当金  △2,160 

支払利息  23,273 

投資有価証券売却益  △46,777 

売上債権の増減額  317,669 

未成業務受入金の増減額  440,873 

たな卸資産の増減額  △2,655,422 

仕入債務の増減額  △19,849 

その他増減額  △118,403 

小計 △2,480,010 

利息及び配当金の受取額  6,416 

利息の支払額  △26,706 

法人税等の支払額  △4,976 

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 

△2,505,276 

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等に
よる支出  

△37,812 

有形固定資産の売却等に
よる収入  1,101 

無形固定資産の取得等に
よる支出  

△9,381 

投資有価証券の取得等に
よる支出  

△358,063 

投資有価証券の売却等に
よる収入  218,261 

貸付金の回収による収入  4,884 

その他増減額  575 

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

△180,435 
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前年同四半期 

（平成20年５月期 
第１四半期） 

区分 金額（千円） 

Ⅲ 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  2,530,000 

社債の償還による支出  △60,000 

長期借入金の借入による
収入  200,000 

長期借入金の返済による
支出 

△597,331 

自己株式の取得による支
出  

△105 

配当金の支払額  △21,625 

財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 2,050,938 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係
る換算差額 0 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増
減額 

△634,773 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期
首残高 1,499,151 

Ⅶ 現金及び現金同等物の期
末残高 864,377 
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