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1.  平成21年5月期第2四半期の連結業績（平成20年6月1日～平成20年11月30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2四半期 3,280 ― △556 ― △583 ― △594 ―

20年5月期第2四半期 3,341 3.5 △475 ― △456 ― △320 ―

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2四半期 △35.46 ―

20年5月期第2四半期 △18.08 ―

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2四半期 12,288 3,786 30.8 227.06

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2四半期  3,782百万円 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 ― 0.00 ――― ――― ―――

21年5月期（予想） ――― ――― ― 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） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  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 11,000 △17.4 150 △70.4 100 △82.6 50 △63.2 3.00

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  有  

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

(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） 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１、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。 
２、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。  

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2四半期  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2四半期  2,081,333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2四半期  16,756,111株 20年5月期第2四半期  17,717,909株
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当第２四半期連結累計期間（平成20年６月～平成20年11月）におけるわが国経済は、米国におけるサブプライムロ

ーン問題に端を発した世界的な金融市場の混乱は、実体経済への波及が顕著になり、景況感の悪化が急速に進みまし

た。 

当社グループを取り巻く経営環境は、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、道路

特定財源の一般財源化問題により発注に遅れが生じ、また、地方自治体を中心とした厳しい価格競争が継続しており

ます。 

このような状況のもと当社グループ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２四半期連結累計期間の受注高は5,534百万円となりました。 

厳しい状況の中ではありましたが売上高につきましては3,280百万円となりました。営業損益は556百万円の損

失、経常損益は583百万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351百万円等の特別損失がありましたため594百万円の損失となりました。 

  

（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12,288百万円であり前連結会計年度末に比較して1,152百万円の増加とな

りました。その主な要因は流動資産が1,595百万円増加し、主として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）の増加1,190百万円であります。また、投資その他の資産が327百万円減少し、主として投資有価証

券の減少282百万円であります。 

負債合計は8,501百万円であり前連結会計年度末に比較して2,073百万円の増加となりました。その主な要因は流

動負債が2,308百万円増加し、主としてたな卸資産（未成業務支出金）の増加に対応する短期借入金の増加2,703百

万円であります。 

純資産合計は3,786百万円であり前連結会計年度末に比較して920百万円の減少となりました。その主な要因は利

益剰余金の減少682百万円、自己株式の増加△122百万円、その他有価証券評価差額金△115百万円であります。 

（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2,556百万円の支出であり、税金等調整前四半

期純損失975百万円と棚卸資産の増加による支出1,152百万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139百万円の支出であり、投資有価証券の取得・売却による差引支出186百

万円等によるものであります。 

財務活動によるキャッシュ・フローは2,341百万円の収入であり、短期借入金の純増額2,390百万円と社債発行及

び償還による差引収入320百万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354

百万円減少し1,202百万円となりました。  

  

当社グループを取り巻く経営環境は厳しいものが予想され、政府の補正予算成立による需要増が期待されるとこ

ろではありますが、今後当面の間、景気は減速基調が続くと思われます。 

これらを踏まえて平成21年5月期の連結業績は下記のとおり予想しております。 

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。 

[平成21年5月 通期連結業績見通し] 

（注）本資料に記載されている業績見通しは、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。 

  

【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 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

 売上高 11,000 百万円 前連結会計年度比17.4％減 

 営業利益 150 百万円 前連結会計年度比70.4％減 

 経常利益 100 百万円 前連結会計年度比82.6％減 

 当期純利益 50 百万円 前連結会計年度比63.2％減 
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該当事項はありません。    

  

  

    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２四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。  

  

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） 

（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 

（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、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２四半期連結会計期間末
(平成20年11月30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 1,202,828 1,557,374

受取手形及び売掛金 1,909,508 1,694,259

未成業務支出金 2,796,493 1,605,510

販売用不動産 476,618 520,590

不動産業務支出金 1,785,509 1,780,321

その他 702,151 144,613

貸倒引当金 △45,985 △70,810

流動資産合計 8,827,124 7,231,857

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 2,132,515 2,064,465

減価償却累計額 △1,217,988 △1,197,501

建物及び構築物（純額） 914,526 866,964

機械装置及び運搬具 543,730 544,630

減価償却累計額 △497,918 △493,792

機械装置及び運搬具（純額） 45,812 50,838

土地 1,071,644 1,194,267

その他 372,022 369,605

減価償却累計額 △275,667 △246,610

その他（純額） 96,354 122,994

有形固定資産合計 2,128,337 2,235,064

無形固定資産   

ソフトウエア 59,208 73,573

その他 15,521 15,521

無形固定資産合計 74,729 89,094

投資その他の資産   

投資有価証券 791,811 1,073,861

その他 931,126 929,600

貸倒引当金 △494,218 △447,194

投資その他の資産合計 1,228,719 1,556,268

固定資産合計 3,431,787 3,880,426

繰延資産   

社債発行費 29,173 23,107

繰延資産合計 29,173 23,107

資産合計 12,288,085 11,135,392
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年11月30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 383,661 488,174

短期借入金 3,795,712 1,092,134

1年内償還予定の社債 460,000 360,000

未払法人税等 32,271 42,212

未成業務受入金 848,639 892,776

役員賞与引当金 － 9,750

受注損失引当金 6,995 －

その他 352,756 686,152

流動負債合計 5,880,035 3,571,199

固定負債   

社債 1,190,000 970,000

長期借入金 877,787 1,353,123

退職給付引当金 278,660 268,043

その他 275,047 266,122

固定負債合計 2,621,495 2,857,289

負債合計 8,501,531 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 1,126,756 1,127,542

利益剰余金 1,042,981 1,725,577

自己株式 △329,861 △207,344

株主資本合計 3,971,610 4,777,509

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △189,329 △73,434

評価・換算差額等合計 △189,329 △73,434

新株予約権 1,190 －

少数株主持分 3,082 2,827

純資産合計 3,786,554 4,706,902

負債純資産合計 12,288,085 11,135,392
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（２）【四半期連結損益計算書】 
【第２四半期連結累計期間】 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年６月１日 

 至 平成20年11月30日) 

売上高 3,280,811

売上原価 2,617,936

売上総利益 662,874

販売費及び一般管理費 1,219,868

営業損失（△） △556,994

営業外収益  

受取利息 2,917

受取配当金 10,719

受取品貸料 8,456

その他 11,125

営業外収益合計 33,218

営業外費用  

支払利息 47,589

その他 12,563

営業外費用合計 60,153

経常損失（△） △583,928

特別損失  

固定資産売却損 33,673

固定資産除却損 6,309

投資有価証券評価損 351,908

特別損失合計 391,890

税金等調整前四半期純損失（△） △975,819

法人税等 △381,848

少数株主利益 254

四半期純損失（△） △594,226
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【第２四半期連結会計期間】 

（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成20年９月１日 

 至 平成20年11月30日) 

売上高 2,632,172

売上原価 2,085,720

売上総利益 546,451

販売費及び一般管理費 623,305

営業損失（△） △76,854

営業外収益  

受取利息 798

受取配当金 8,864

受取品貸料 965

その他 674

営業外収益合計 11,301

営業外費用  

支払利息 27,193

その他 9,173

営業外費用合計 36,366

経常損失（△） △101,919

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  

固定資産売却損 33,673

固定資産除却損 2,757

投資有価証券評価損 281,682

特別損失合計 318,113

税金等調整前四半期純損失（△） △427,433

法人税等 △163,650

少数株主利益 233

四半期純損失（△） △264,016
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成20年６月１日 

 至 平成20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損失（△） △975,819

減価償却費 82,122

繰延資産償却額 3,425

固定資産売却損益（△は益） 33,673

固定資産除却損 6,309

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） 6,995

貸倒引当金の増減額（△は減少） 37,086

退職給付引当金の増減額（△は減少） 10,616

受取利息及び受取配当金 △13,636

支払利息 47,589

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） 351,908

売上債権の増減額（△は増加） △245,127

未成業務受入金の増減額（△は減少） △44,136

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,152,200

仕入債務の増減額（△は減少） △104,513

その他 △526,788

小計 △2,492,605

利息及び配当金の受取額 13,030

利息の支払額 △49,690

法人税等の支払額 △27,247

営業活動によるキャッシュ・フロー △2,556,512

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 △110,385

有形固定資産の売却による収入 111,996

無形固定資産の取得による支出 △1,014

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 9,877

その他 36,450

投資活動によるキャッシュ・フロー △139,298

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） 2,390,000

社債の償還による支出 △180,000

社債の発行による収入 500,000

長期借入れによる収入 450,000

長期借入金の返済による支出 △611,758

自己株式の処分による収入 830

自己株式の取得による支出 △121,257

配当金の支払額 △86,548

財務活動によるキャッシュ・フロー 2,341,265

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △354,545

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 1,202,828
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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。 

  

 該当事項はありません。 

  

   ａ．事業の種類別セグメント情報 

     当第２四半期連結累計期間（自 平成20年６月１日 至  平成20年11月30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２四半期連結累計期間（自 平成20年６月１日 至  平成20年11月30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２四半期連結累計期間（自 平成20年６月１日 至  平成20年11月30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。 

  

  

（４）継続企業の前提に関する注記 

（５）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

〔所在地別セグメント情報〕 

〔海外売上高〕 

（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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「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表 

（１）中間連結損益計算書 

  

  
前中間連結会計期間

（自 平成19年 6月 1日 
至 平成19年11月30日） 

区分 金額（千円）
百分比
（％） 

Ⅰ 売上高        3,341,677  100.0

Ⅱ 売上原価        2,634,957  78.9

売上総利益        706,720  21.1

Ⅲ 販売費及び一般管理費        1,182,636  35.3

営業損失（△）       △475,915 △14.2

Ⅳ 営業外収益                  

１．受取利息  3,033            

２．受取配当金  7,913            

３. 投資有価証券売却益  47,435            

４. 受取品貸料  6,838            

５. 持分法による投資利益  9,119            

６．その他  14,321  88,662  2.7

Ⅴ 営業外費用                  

１．支払利息  49,765            

２．社債利息  8,462            

３. 社債発行費償却  3,934            

４．その他  6,605  68,768  2.1

経常損失（△）       △456,021 △13.6

Ⅵ 特別利益                  

１．投資有価証券売却益  179  179  0.0

Ⅶ 特別損失                  

１. 固定資産売却損  3,390            

２. 減損損失  10,966            

３. 関係会社出資金評価損  3,312            

４. 棚卸資産評価損  43,964            

５．その他  2,587  64,221  2.0

税金等調整前中間純損失(△）       △520,063 △15.6

法人税、住民税及び事業
税 

△200,017            

法人税等調整額     ―  △200,017  △6.0

少数株主利益        218  0.0

中間純損失（△）        △320,265  △9.6

        

－10－



（２）中間連結キャッシュ・フロー計算書 

  
前中間連結会計期間

（自 平成19年 6月 1日 
至 平成19年11月30日） 

区分 金額（千円）

Ⅰ 営業活動によるキャッシ
ュ・フロー   

税金等調整前中間純損失（△）     △520,063

減価償却費       69,630

繰延資産償却費   3,934

固定資産処分損     3,390

保険掛金の増減額        △7,478

減損損失       10,966

貸倒引当金の増減額      4,404

退職給付引当金の増減額       12,943

受取利息及び受取配当金        △10,947

支払利息       58,228

投資有価証券売却益        △47,615

投資有価証券評価損     3,312

売上債権の増減額       △192,986

未成業務受入金の増減額       63,638

たな卸資産の増減額       △2,635,106

たな卸資産の評価損      43,964

仕入債務の増減額      112,889

その他増減額        4,800

小計    △3,022,094

利息及び配当金の受取額     10,739

利息の支払額     △59,492

法人税等の支払額     △3,808

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 

      △3,074,656

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     △154,919

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  △15,145

投資有価証券の取得等による支出     △421,986

投資有価証券の売却等による収入   322,430

貸付金の回収による収入   5,869

その他増減額   5,002

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

     △257,648
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前中間連結会計期間

（自 平成19年 6月 1日 
至 平成19年11月30日） 

区分 金額（千円）

Ⅲ 財務活動によるキャッシ
ュ・フロー      

短期借入金の純減少額       2,630,000

社債発行による収入        635,746

社債償還による支出        △115,000

長期借入金の借入による収入      400,000

長期借入金の返済による支出        △892,100

自己株式の取得による支出       △160

配当金の支払額        △34,011

財務活動によるキャッシ
ュ・フロー     2,624,474

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る
換算差額 

      －

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加
額 

     △707,829

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中間
期末残高 

     791,321
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前中間連結会計期間（自 平成19年６月１日 至 平成19年11月30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。 

  

前中間連結会計期間（自 平成19年６月１日 至 平成19年11月30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。  

  

（３）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

〔所在地別セグメント情報〕 

〔海外売上高〕 

前中間連結会計期間（自 平成19年６月１日 至 平成19年11月30日） 

  

     当該売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。  
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 [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。 

６．その他の情報 

 建設コンサルタント業務  金額（千円） 

 調査測量・情報業務 1,251,491

 環境業務 488,840

 まちづくり業務 1,783,915

 設計業務 1,229,476

 事業ソリューション業務 52,125

 合計 4,805,847

 建設コンサルタント業務  金額（千円） 

 調査測量・情報業務 1,507,108

 環境業務 507,864

 まちづくり業務 1,720,761

 設計業務 1,736,711

 事業ソリューション業務 61,702

 合計 5,534,146
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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 819,289

 環境業務 404,436

 まちづくり業務 1,056,734

 設計業務 958,622

 事業ソリューション業務 41,731

 合計 3,280,812

 建設コンサルタント業務  金額（千円） 

 調査測量・情報業務 1,990,817

 環境業務 1,044,436

 まちづくり業務 3,124,013

 設計業務 2,296,147

 事業ソリューション業務 19,971

 合計 8,475,384
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