
平成21年3月期 第2四半期決算短信（非連結） 

平成20年10月31日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 株式会社 環境管理センター 上場取引所 JQ 
コード番号 4657 URL http://www.kankyo-kanri.co.jp/
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 水落 陽典

問合せ先責任者 （役職名） 取締役執行役員 管理部長 （氏名） 河東 康一 TEL 042-586-6500

四半期報告書提出予定日 平成20年11月14日

1.  平成21年3月期第2四半期の業績（平成20年4月1日～平成20年9月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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3月期第2四半期 1,633 ― △218 ― △245 ― △209 ―

20年3月期第2四半期 1,380 △19.7 △370 ― △385 ― △239 ―

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3月期第2四半期 △49.72 ―

20年3月期第2四半期 △56.82 ―

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3月期第2四半期 5,785 1,682 29.1 399.73
20年3月期 6,811 1,892 27.8 449.59

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  1,682百万円 20年3月期  1,892百万円

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3月期 ― ― ― 0.00 0.00
21年3月期 ― ― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 5.00 5.00

3.  平成21年3月期の業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無  有  
 

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 4,500 2.4 120 ― 70 ― 20 ― 4.75

4.  その他 
(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

（注）詳細は3ページ「定性的情報・財務諸表等」４．その他をご覧ください。  

(2) 四半期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3ページ「定性的情報・財務諸表等」４．その他をご覧ください。  

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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3月期第2四半期  4,208,270株 20年3月期  4,208,270株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  60株 20年3月期  ―株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年3月期第2四半期  4,208,230株 20年3月期第2四半期  4,208,270株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．平成20年５月15日に公表いたしました業績予想のうち通期について本資料において修正しております。 
２．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、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仮定及び業績予想のご利用に当たっての注意事項等について、及び上記に係る業績予想
の具体的修正内容は本日別途開示する「業績予想の修正および特別損失の発生に関するお知らせ」をご覧下さい。 
なお、通期の業績予想には、リース取引に関する会計基準（企業会計基準第13号）適用に係る影響は反映されておりません。 
３．当事業年度より「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）を適用しています。また「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。  



定性的情報・財務諸表等

１．経営成績に関する定性的情報

　当第２四半期累計期間（4月～9月）の国内経済は、米国のサブプライムローン問題を発端とした金融市場の混乱が

消費経済に大きな影響を与え、先行き不透明の状況にあります。　　

　当社事業をとりまく環境を概観すると、不動産・建設業界における売買取引が停滞していることから用地売買時お

よび建物解体時の土壌汚染調査やアスベスト調査に影響を与えております。こうした状況の中においても、大気中の

微小な粒子状物質の実態調査を東京都環境局から受注するなど、当社技術を背景にした受注活動に取り組みました。

　これらにより、当第２四半期累計期間の受注高は24億67百万円（前年同期間比86百万円減少）となりましたが、前

事業年度から繰越した受注残高が寄与して売上高は16億33百万円（同2億52百万円増加）となりました。

　損益面は、売上高が伸び悩んだことから営業損失2億18百万円、経常損失2億45百万円となりました。特別損失には、

東関東支社の移転に伴う移転費用引当金繰入額17百万円および投資有価証券評価損5百万円を計上いたしました。また、

法人税等調整額65百万円を計上し、四半期純損失は2億9百万円となりました。

 

　（季節変動について）

　当社が受注する物件の多くは事業年度末までを契約期間とする調査業務が多く、第４四半期（1～3月)に年間売上高

のおよそ50％が計上されます。また販売費及び一般管理費は毎月ほぼ均等に発生するため、第３四半期までは営業損

失が生じる季節的な特徴があります。

　－受注高・売上高の四半期推移－

  第１四半期 第２四半期 第３四半期 通期

  （4～6月） （4～9月） （4～12月） （4～3月）

　受注高 当四半期（百万円） 1,541 2,467   

　（参考） 前年同四半期（百万円） 1,335 2,553 3,639 4,617

 年間進捗率（％） 28.9 55.2 78.8 100.0

　売上高 当四半期（百万円）　 679 1,633   

　（参考） 前年同四半期（百万円） 582 1,380 2,213 4,395

 年間進捗率（％） 13.2 31.3 50.3 100.0

 

２．財政状態に関する定性的情報

　当社の事業は、調査を４月に着手し年度末の３月に完了する受託業務が多く、期末時の売掛金残高が年間売上高の

3割程度を占める傾向があります。人件費・外注委託費等の営業費用は毎月支払いが発生することから、その運転資金

は銀行からの借入金により調達しており、期末時の短期借入金は４～５月の売掛金回収により一括返済しています。

　当第２四半期会計期間末の総資産は57億85百万円となり、前事業年度末に比べて10億25百万円減少いたしました。

流動資産は21億79百万円となり同9億32百万円減少しております。その主な要因は、現金及び預金が借入金の返済等を

行ったことにより同5億67百万円減少、売掛金の回収（同7億18百万円減少）、仕掛品の増加（同3億49百万円増加）等

によります。

　固定資産は36億6百万円となり同93百万円減少しました。有形固定資産は減価償却費が取得を上回り32億88百万円

（同63百万円減少）、無形固定資産は54百万円（同4百万円減少）、投資その他の資産は投資有価証券評価損の計上な

どにより2億62百万円（同24百万円減少）となりました。

　負債合計は41億3百万円となり、前事業年度末に比べ8億15百万円減少しました。流動負債は28億57百万円（同7億59

百万円減少）であります。減少の主な要因は短期借入金の返済（同6億円減少）、未払金の減少（同1億38百万円減少）

等によるものです。固定負債は12億45百万円（同55百万円減少）であります。主な要因は、長期借入金の返済（同44

百万円減少）および役員退職慰労金の支払い（同11百万円減少）によるものです。なお有利子負債残高は31億1百万円

（同6億44百万円減少）であります。

　純資産合計は16億82百万円（同2億9百万円減少）であります。当四半期純損失を計上したことによります。
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（キャッシュ・フローについて）

　当第２四半期累計期間における現金及び現金同等物（現金等）は、次に記載するキャッシュフローにより3億93百万

円となり、前事業年度末に比べて6億47百万円減少しました。

＜営業活動によるキャッシュ・フロー＞

　営業活動により1億81百万円の現金等を得ました。税引前四半期純損失は2億69百万円を計上し、たな卸資産の増加

（3億47百万円）に現金等を支出しましたが、売上債権の回収（7億54百万円）により増加したものです。

＜投資活動によるキャッシュ・フロー＞

　投資活動により1億83百万円を支出しました。前期取得分を含む有形固定資産代金の支払い（98百万円）及び定期預

金の預け入れ（純額80百万円）によるものです。

＜財務活動によるキャッシュ・フロー＞

　財務活動により6億45百万円を支出しました。前事業年度中に調達した短期借入金等を返済するとともに、当年度の

運転資金を調達した結果、短期借入金の純増減額は6億円減少となりました。また設備投資等による長期借入金44百万

円を返済しております。

 

３．業績予想に関する定性的情報

　当事業年度の国内経済は、原油・素材価格の高騰、金融市場の混乱等により先行き不透明感が強まっております。

不動産・建設業界関連市場では売買取引が停滞しておりますが、企業による土地建物活用の意向は強いことから、土

壌地下水汚染調査・アスベスト調査の需要は底堅いものと見込んでおります。

　当社は顧客のニーズに対応した技術を提供することにより、計画の達成を目指してまいります。

　現時点における通期（平成21年3月期）の予想につきましては、第２四半期累計期間における業績の進捗を勘案して

業績予想の見直しを行いました。詳細は本日別途開示いたしました「業績予想の修正および特別損失の発生に関する

お知らせ」をご参照ください。

 

４．その他

（１）簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

①一般債権の貸倒見積高の算定方法

　当第２四半期会計期間末の貸倒実績率等が前事業年度末に算定したものと著しい変化がないと認められるた

  め、前事業年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。

②棚卸資産の評価方法　

　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もり、簿価切下げを行っております。

③経過勘定科目の算定方法

　合理的な算定方法による概算額で計上しております。

（２）四半期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当事業年度より「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、「四半期財務諸表等

　規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。

②通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として個別法による原価法によっておりましたが、

当第１四半期会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号　平成18年７月５日）

が適用されたことに伴い、個別法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げ

の方法）により算定しております。これにより、営業損失、経常損失及び税引前四半期純損失は、それぞれ

7,082千円増加しております。
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５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成20年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 586,869 1,153,899

受取手形及び売掛金 689,042 1,415,349

仕掛品 679,379 330,349

貯蔵品 5,703 7,219

前払費用 29,522 15,840

繰延税金資産 191,278 124,162

その他 2,378 73,964

貸倒引当金 △4,344 △8,922

流動資産合計 2,179,830 3,111,864

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 1,937,133 1,973,222

機械及び装置（純額） 119,212 134,473

土地 1,107,645 1,107,645

その他（純額） 124,425 136,967

有形固定資産合計 3,288,417 3,352,309

無形固定資産   

ソフトウエア 47,324 52,173

その他 7,571 7,634

無形固定資産合計 54,895 59,807

投資その他の資産   

繰延税金資産 － 276

差入保証金 156,054 168,555

その他 137,347 139,598

貸倒引当金 △30,574 △21,208

投資その他の資産合計 262,828 287,222

固定資産合計 3,606,141 3,699,339

資産合計 5,785,972 6,811,203



（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成20年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 70,583 135,635

短期借入金 2,100,000 2,700,000

1年内返済予定の長期借入金 289,928 289,928

未払法人税等 10,696 3,620

未払金 84,949 223,683

未払費用 80,352 95,598

前受金 87,437 56,022

賞与引当金 85,424 84,199

その他の引当金 25,200 9,630

その他 23,338 19,412

流動負債合計 2,857,911 3,617,731

固定負債   

長期借入金 711,528 756,492

繰延税金負債 1,342 －

退職給付引当金 425,422 421,346

役員退職慰労引当金 107,602 119,582

その他 － 4,046

固定負債合計 1,245,895 1,301,467

負債合計 4,103,806 4,919,199

純資産の部   

株主資本   

資本金 759,037 759,037

資本剰余金 757,701 757,701

利益剰余金 163,542 372,786

自己株式 △25 －

株主資本合計 1,680,256 1,889,526

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,909 2,478

評価・換算差額等合計 1,909 2,478

純資産合計 1,682,165 1,892,004

負債純資産合計 5,785,972 6,811,203



（２）四半期損益計算書 
（第２四半期累計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高 1,633,353

売上原価 1,241,189

売上総利益 392,164

販売費及び一般管理費  

役員報酬 48,000

給料及び手当 258,372

賞与引当金繰入額 25,658

福利厚生費 49,036

退職給付引当金繰入額 17,516

役員退職慰労引当金繰入額 5,303

交際費 5,828

旅費及び交通費 22,396

賃借料 30,258

地代家賃 13,156

租税公課 2,821

事業税 4,505

支払手数料 33,526

研究開発費 33,004

減価償却費 9,970

貸倒引当金繰入額 5,018

その他 46,520

販売費及び一般管理費合計 610,894

営業損失（△） △218,729

営業外収益  

受取利息 1,134

受取配当金 1,262

還付加算金 1,648

その他 2,748

営業外収益合計 6,794

営業外費用  

支払利息 32,127

その他 1,857

営業外費用合計 33,984

経常損失（△） △245,919

特別損失  

移転費用引当金繰入額 17,826

投資有価証券評価損 5,449

特別損失合計 23,276

税引前四半期純損失（△） △269,196

法人税、住民税及び事業税 6,191

法人税等還付税額 △1,005

法人税等調整額 △65,138

法人税等合計 △59,951

四半期純損失（△） △209,244



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第２四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前四半期純損失（△） △269,196

減価償却費 94,021

貸倒引当金の増減額（△は減少） 4,787

退職給付引当金の増減額（△は減少） 4,075

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △11,980

賞与引当金の増減額（△は減少） 1,225

その他の引当金の増減額（△は減少） 15,569

受取利息及び受取配当金 △2,397

支払利息 32,127

投資有価証券評価損益（△は益） 5,449

有形固定資産除却損 1,742

売上債権の増減額（△は増加） 754,523

たな卸資産の増減額（△は増加） △347,513

仕入債務の増減額（△は減少） △108,374

未払消費税等の増減額（△は減少） 48,581

その他の流動資産の増減額（△は増加） △13,668

その他の負債の増減額（△は減少） △19,789

小計 189,184

利息及び配当金の受取額 2,477

利息の支払額 △44,544

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） 34,280

営業活動によるキャッシュ・フロー 181,397

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 △193,000

定期預金の払戻による収入 113,000

有形固定資産の取得による支出 △98,240

無形固定資産の取得による支出 △16,830

その他 11,673

投資活動によるキャッシュ・フロー △183,398

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） △600,000

長期借入金の返済による支出 △44,964

自己株式の取得による支出 △25

配当金の支払額 △39

財務活動によるキャッシュ・フロー △645,029

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △647,029

現金及び現金同等物の期首残高 1,040,899

現金及び現金同等物の四半期末残高 393,869



　当事業年度より「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、「四半期財務諸表等規則」に従い四

半期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）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。

－ 1 －



「参考資料」

１．前四半期に係る財務諸表等

（１）（要約）四半期損益計算書

科目

前中間会計期間
（自　平成19年４月１日
　至　平成19年９月30日）

当第２四半期累計期間　
（自　平成20年４月１日
　至　平成20年９月30日）

前事業年度の要約損益計算書
（自　平成19年４月１日
　至　平成20年３月31日）

金額（千円） 　金額（千円） 金額（千円）　

Ⅰ　売上高 1,380,912 1,633,353 4,395,285

Ⅱ　売上原価 1,127,604 1,241,189 3,354,322

売上総利益 253,307 392,164 1,040,962

Ⅲ　販売費及び一般管理費 623,666 610,894 1,174,541

営業損失（△） △370,358 △218,729 △133,579

Ⅳ　営業外収益 5,436 6,794 25,244

Ⅴ　営業外費用 20,419 33,984 57,001

経常損失（△） △385,341 △245,919 △165,335

Ⅵ　特別利益 10,311 － 5,000

Ⅶ　特別損失 － 23,276 26,301

税引前四半期(当期)純損
失（△）

△375,030 △269,196 △186,637

法人税及び法人税等調整
額

△135,913 △59,951 147,978

四半期(当期)純損失
（△）

△239,116 △209,244 △334,615

－ 2 －



（２）（要約）四半期キャッシュ・フロー計算書

前中間会計期間
（自　平成19年４月１日
　至　平成19年９月30日）

当第２四半期累計期間
（自　平成20年４月１日
　至　平成20年９月30日）

前事業年度の要約キャッ
シュ・フロー計算書

（自　平成19年４月１日
　至　平成20年３月31日）

区分 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

   

税引前四半期(当期)純
損失（△）

△375,030 △269,196 △186,637

減価償却費 83,337 94,021 184,615

支払利息 19,032 32,127 50,256

売上債権の増減額（△
は増加）

930,219 754,523 △40,573

たな卸資産の増減額
（△は増加）

△468,576 △347,513 △15,077

法人税等の支払額又は
還付額（△は支払）

△19,710 34,280 △71,171

その他 △102,484 △116,845 △115,649

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

66,788 181,397 △194,236

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

△281,422 △98,240 △757,401

その他 △34,032 △85,157 39,898

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

△315,455 △183,398 △717,502

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

   

短期借入金の増減額
（△は減少）

－ △600,000 900,000

長期借入金の増減額
（△は減少）

558,840 △44,964 541,620

配当金の支払額 △24,858 △39 △25,030

その他 － △25 －

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

533,981 △645,029 1,416,589

Ⅳ　現金及び現金同等物の
増加額（又は減少額）

285,314 △647,029 504,850

Ⅴ　現金及び現金同等物の
期首残高

536,049 1,040,899 536,049

Ⅵ　現金及び現金同等物の
期末残高

821,363 393,869 1,040,899

－ 3 －



６．その他の情報

（１）分野別受注高及び受注残高・売上高

① 分野別受注高及び受注残高

分　野

前中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

当第２四半期累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日）

前事業年度
（自　平成19年４月１日
　至　平成20年３月31日）

受注高(千円) 受注残高(千円) 受注高(千円) 受注残高(千円) 受注高(千円) 受注残高(千円)

環境調査 1,989,318 1,290,167 1,950,518 1,203,949 3,639,771 497,446

コンサルタント 285,281 451,074 228,352 470,430 480,865 418,352

その他 279,071 181,085 288,462 131,815 497,295 56,417

合計 2,553,670 1,922,328 2,467,333 1,806,196 4,617,931 972,216

官公庁 571,180 440,322 774,742 554,529 931,341 94,530

民間 1,982,489 1,482,006 1,692,590 1,251,666 3,686,590 877,686

　（注）金額は販売価格によっており、消費税等は含まれておりません。

② 分野別売上高

分　野

前中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

当第２四半期累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日）

前事業年度
（自　平成19年４月１日

　　至　平成20年３月31日）

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

環境調査 1,104,527 80.0 1,244,015 76.2 3,547,701 80.7

コンサルタント 108,337 7.8 176,275 10.8 336,643 7.7

その他 168,046 12.2 213,063 13.0 510,939 11.6

合計 1,380,912 100.0 1,633,353 100.0 4,395,285 100.0

官公庁 199,532 14.4 314,743 19.3 905,485 20.6

民間 1,181,379 85.6 1,318,610 80.7 3,489,799 79.4

（注）販売数量については、同一分野のなかでも種類が多く、かつ仕様も多岐にわたるため記載を省略しておりま

　　　す。

－ 4 －
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