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1.  平成21年3月期第3四半期の業績（平成20年4月1日～平成20年12月31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3四半期 2,534 ― △258 ― △299 ― △247 ―

20年3月期第3四半期 2,213 △16.6 △423 ― △439 ― △276 ―

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3四半期 △58.80 ―

20年3月期第3四半期 △65.70 ―

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3四半期 5,966 1,644 27.6 390.77
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3四半期  1,644百万円 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  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

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3四半期  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3四半期  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3四半期  4,208,223株 20年3月期第3四半期  4,208,270株

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．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。なお、業績予想の前提となる事項については、３ページ定性的情報・財務諸表等 ３．業績予想に関する定性的情
報をご覧ください。 
また、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。  



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３四半期累計期間（4月～12月）における国内経済は、金融市場の混乱による株価下落、急速な円高等の影響に

より企業の設備投資や個人消費が減少し、景気の減速は一段と厳しさを増す状況下にあります。

　当社事業の概況は、不動産・建設関連市場の停滞により土壌汚染調査やアスベスト調査が減少する中で、東京都環

境局から大気中の微小粒子状物質の実態調査の受注等により、売上高は25億34百万円（前年同期間比14.5％増）とな

りました。しかしながら、昨年秋以降の急激な経済状況の悪化による先行き警戒感から、第３四半期累計期間の受注

契約高は33億35百万円（同8.4％減）になりました

　損益面は、売上高が伸び悩んだことから営業損失2億58百万円、経常損失2億99百万円、四半期純損失2億47百万円と

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 3,335  

　（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 2,534  

　（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３四半期会計期間末の総資産は59億66百万円となり、前事業年度末に比べて8億44百万円減少いたしました。流

動資産は24億14百万円となり同6億97百万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2億56百万円減少、受取手形及び売掛金の回収（同8億96百万円減少）、仕掛品の増加（同4億22百

万円増加）等によります。

　固定資産は35億52百万円となり同1億47百万円減少しました。有形固定資産は減価償却費が取得を上回り32億43百万

円（同1億8百万円減少）、無形固定資産は52百万円（同7百万円減少）、投資その他の資産は2億56百万円（同31百万

円減少）となりました。

　負債合計は43億21百万円となり、前事業年度末に比べ5億97百万円減少しました。流動負債は31億88百万円（同4億

29百万円減少）であります。減少の主な要因は短期借入金の返済（同2億75百万円減少）、未払金の減少（同1億54百

万円減少）等によるものです。固定負債は11億33百万円（同1億67百万円減少）であります。主な要因は、長期借入金

の返済（同1億64百万円減少）によるものです。なお有利子負債残高は33億6百万円（同4億39百万円減少）でありま

す。

　純資産合計は16億44百万円（同2億47百万円減少）であります。当四半期純損失及びその他有価証券評価差額金を計

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３四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7億4百万

円となり、前事業年度末に比べて3億36百万円減少しました。

＜営業活動によるキャッシュ・フロー＞

　営業活動により2億99百万円の現金等を得ました。税引前四半期純損失は3億23百万円を計上し、たな卸資産の増加

（4億20百万円）に現金等を支出しましたが、売上債権の回収（9億85百万円）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1億95百万円を支出しました。有形固定資産代金の支払い（1億10百万円）及び定期預金の預入及び

払戻（80百万円の純増加）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4億40百万円を支出しました。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2億75百万円減少となりました。また設備投資および運転資金を使

途とする長期借入金1億64百万円を返済しております。

 

３．業績予想に関する定性的情報

　通期（平成21年3月期）の業績予想につきましては、平成20年10月30日の第２四半期決算公表時に下方修正を行って

おります。第４四半期においても経済環境が好転しないことが見込まれますが、現時点において業績予想の変更を行っ

ておりません。一層の経費削減に努め修正目標を達成する所存です。

 

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３四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

6,243千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３四半期会計期間末 
(平成20年12月31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 897,396 1,153,899

受取手形及び売掛金 518,443 1,415,349

仕掛品 752,889 330,349

貯蔵品 4,971 7,219

前払費用 31,007 15,840

繰延税金資産 209,936 124,162

その他 2,935 73,964

貸倒引当金 △3,272 △8,922

流動資産合計 2,414,308 3,111,864

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 1,910,838 1,973,222

機械及び装置（純額） 110,135 134,473

土地 1,107,645 1,107,645

その他（純額） 115,030 136,967

有形固定資産合計 3,243,649 3,352,309

無形固定資産   

ソフトウエア 44,791 52,173

その他 7,539 7,634

無形固定資産合計 52,331 59,807

投資その他の資産   

繰延税金資産 － 276

差入保証金 155,341 168,555

その他 128,042 139,598

貸倒引当金 △27,234 △21,208

投資その他の資産合計 256,149 287,222

固定資産合計 3,552,130 3,699,339

資産合計 5,966,439 6,811,203



（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成20年12月31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 49,819 135,635

短期借入金 2,425,000 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 10,982 3,620

未払金 68,713 223,683

未払費用 96,691 95,598

前受金 138,100 56,022

賞与引当金 42,056 84,199

その他の引当金 20,580 9,630

その他 46,372 19,412

流動負債合計 3,188,244 3,617,731

固定負債   

長期借入金 591,540 756,492

繰延税金負債 1,627 －

退職給付引当金 430,261 421,346

役員退職慰労引当金 110,326 119,582

その他 － 4,046

固定負債合計 1,133,754 1,301,467

負債合計 4,321,998 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 125,353 372,786

自己株式 △25 －

株主資本合計 1,642,067 1,889,526

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 2,372 2,478

評価・換算差額等合計 2,372 2,478

純資産合計 1,644,440 1,892,004

負債純資産合計 5,966,439 6,811,203



（２）四半期損益計算書 
（第３四半期累計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 2,534,738

売上原価 1,914,504

売上総利益 620,234

販売費及び一般管理費  

役員報酬 77,000

給料及び手当 393,554

賞与引当金繰入額 12,881

福利厚生費 69,047

退職給付引当金繰入額 26,197

役員退職慰労引当金繰入額 8,028

交際費 8,765

旅費及び交通費 32,607

賃借料 45,488

地代家賃 19,444

租税公課 3,965

事業税 6,877

支払手数料 48,117

研究開発費 48,356

減価償却費 14,970

貸倒引当金繰入額 3,684

その他 59,743

販売費及び一般管理費合計 878,732

営業損失（△） △258,497

営業外収益  

受取利息 1,769

受取配当金 1,273

還付加算金 1,648

その他 4,535

営業外収益合計 9,228

営業外費用  

支払利息 47,869

その他 2,194

営業外費用合計 50,064

経常損失（△） △299,334

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 5,875

特別損失合計 23,701

税引前四半期純損失（△） △323,036

法人税、住民税及び事業税 9,199

法人税等還付税額 △1,005

法人税等調整額 △83,796

法人税等合計 △75,602

四半期純損失（△） △247,433



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第３四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31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（△） △323,036

減価償却費 141,556

貸倒引当金の増減額（△は減少） 375

退職給付引当金の増減額（△は減少） 8,914

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △9,256

賞与引当金の増減額（△は減少） △42,143

その他の引当金の増減額（△は減少） 10,949

受取利息及び受取配当金 △3,043

支払利息 47,869

投資有価証券評価損益（△は益） 5,875

有形固定資産除却損 2,079

売上債権の増減額（△は増加） 985,013

たな卸資産の増減額（△は増加） △420,291

仕入債務の増減額（△は減少） △127,969

未払消費税等の増減額（△は減少） 53,930

その他の流動資産の増減額（△は増加） △15,465

その他の負債の増減額（△は減少） 653

小計 316,012

利息及び配当金の受取額 2,929

利息の支払額 △54,040

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 299,180

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 △110,741

無形固定資産の取得による支出 △17,687

その他 12,787

投資活動によるキャッシュ・フロー △195,641

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） △275,000

長期借入金の返済による支出 △164,952

自己株式の取得による支出 △25

配当金の支払額 △64

財務活動によるキャッシュ・フロー △440,042

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △336,502

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 704,396



　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

前第３四半期累計期間
（自　平成19年４月１日
　至　平成19年12月31日）

当第３四半期累計期間　
（自　平成20年４月１日
　至　平成20年12月31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 2,213,673 2,534,738 4,395,285

Ⅱ　売上原価 1,728,457 1,914,504 3,354,322

売上総利益 485,215 620,234 1,040,962

Ⅲ　販売費及び一般管理費 909,100 878,732 1,174,541

営業損失（△） △423,885 △258,497 △133,579

Ⅳ　営業外収益 21,351 9,228 25,244

Ⅴ　営業外費用 36,773 50,064 57,001

経常損失（△） △439,307 △299,334 △165,335

Ⅵ　特別利益 11,604 － 5,000

Ⅶ　特別損失 － 23,701 26,301

税引前四半期(当期)純損
失（△）

△427,703 △323,036 △186,637

法人税及び法人税等調整
額

△151,234 △75,602 147,978

四半期(当期)純損失
（△）

△276,468 △247,433 △334,615

－ 2 －



（２）（要約）四半期キャッシュ・フロー計算書

前第３四半期累計期間
（自　平成19年４月１日
　至　平成19年12月31日）

当第３四半期累計期間
（自　平成20年４月１日
　至　平成20年12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（△）

△427,703 △323,036 △186,637

減価償却費 126,817 141,556 184,615

支払利息 33,696 47,869 50,256

売上債権の増減額（△
は増加）

970,372 985,013 △40,573

たな卸資産の増減額
（△は増加）

△745,576 △420,291 △15,077

法人税等の支払額又は
還付額（△は支払）

△77,036 34,280 △71,171

その他 △279,075 △166,210 △115,649

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

△398,506 299,180 △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

△722,528 △110,741 △757,401

その他 37,492 △84,900 39,898

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

△685,036 △195,641 △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）

350,000 △275,000 900,000

長期借入金の増減額
（△は減少）

548,260 △164,952 541,620

配当金の支払額 △24,945 △64 △25,030

その他 － △25 －

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

873,314 △440,042 1,416,589

Ⅳ　現金及び現金同等物の
増加額（又は減少額）

△210,228 △336,502 504,850

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

325,820 704,396 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

前第３四半期累計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年12月31日）

当第３四半期累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31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 2,891,793 1,569,491 2,576,367 1,077,674 3,639,771 497,446

コンサルタント 370,285 447,028 326,301 521,234 480,865 418,352

その他 377,772 159,229 432,949 174,187 497,295 56,417

合計 3,639,851 2,175,748 3,335,618 1,773,096 4,617,931 972,216

官公庁 766,985 502,549 936,556 514,009 931,341 94,530

民間 2,872,866 1,673,199 2,399,061 1,259,086 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

前第３四半期累計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年12月31日）

当第３四半期累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31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 1,727,679 78.1 1,996,139 78.8 3,547,701 80.7

コンサルタント 197,388 8.9 223,420 8.8 336,643 7.7

その他 288,604 13.0 315,178 12.4 510,939 11.6

合計 2,213,673 100.0 2,534,738 100.0 4,395,285 100.0

官公庁 333,110 15.0 517,076 20.4 905,485 20.6

民間 1,880,562 85.0 2,017,661 79.6 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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