
平成21年9月期 第1四半期決算短信 

平成21年2月13日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 アジア航測株式会社 上場取引所 東 

コード番号 9233 URL http://www.ajiko.co.jp/
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 大槻 幸一郎

問合せ先責任者 （役職名） 取締役経営管理本部副本部長 （氏名） 渡部 彰 TEL 044-969-7230

四半期報告書提出予定日 平成21年2月13日

1.  平成21年9月期第1四半期の連結業績（平成20年10月1日～平成20年12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9月期第1四半期 1,371 ― △904 ― △937 ― △901 ―

20年9月期第1四半期 1,250 19.6 △902 ― △901 ― △663 ―

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9月期第1四半期 △60.98 ―

20年9月期第1四半期 △45.88 ―

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9月期第1四半期 11,357 4,673 40.6 311.65
20年9月期 10,128 5,642 55.0 376.58

（参考） 自己資本  21年9月期第1四半期  4,609百万円 20年9月期  5,570百万円

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9月期 ― ― ― 3.00 3.00
21年9月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年9月期（予想） ――― ― ― 5.00 5.00

3.  平成21年9月期の連結業績予想（平成20年10月1日～平成21年9月30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  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

第2四半期連結累計期間 10,550 ― 450 ― 400 ― 230 ― 15.55
通期 18,700 6.9 350 541.1 220 ― 120 ― 8.11

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【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【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） 

※ 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あたっての注意事項等については、2ページ【定性的情報・
財務諸表等】「３．連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
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 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年9月期第1四半期 15,180,000株 20年9月期 15,180,000株

② 期末自己株式数 21年9月期第1四半期 390,576株 20年9月期 388,308株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年9月期第1四半期 14,789,775株 20年9月期第1四半期 14,467,921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

　当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、世界的な金融危機の深刻化や企業収益の減少、雇用情勢の悪化

等、景気減退基調の中で推移いたしました。

　当建設関連業界におきましても、今後補正予算等の効果が期待されるものの、長引く国及び地方公共団体の公共事

業関連予算の減少等から、市場環境は極めて厳しい状況が続くものと考えられます。

　このような事業環境の下、当社は主要顧客である官公庁への営業展開の強化はもとより、当社独自技術を活かした

新規事業領域の開拓へも注力してまいりました。

　その結果、当第１四半期連結会計期間における業績は、受注高が40億７千９百万円（前年同期比7.6％減）と減少し

たものの、売上高は13億７千１百万円（同9.7％増）となりました。

　利益面におきましては、売上高の増加と、販売費及び一般管理費の削減に努めたものの、営業損益は９億４百万円

の損失（前年同期は９億２百万円の損失）、経常損益は９億３千７百万円の損失（前年同期は９億１百万円の損失）

となり、また、地代家賃等の計上における発生主義の適用等による前期損益修正益８千５百万円を特別利益に計上し

たことや、投資有価証券評価損３千７百万円を特別損失に計上したこと等により、四半期純損益は９億１百万円の損

失（前年同期は６億６千３百万円の損失）となりました。

２．連結財政状態に関する定性的情報

　当第１四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比較し12億２千８百万円増加の113億５千７百万円と

なりました。これは主として、仕掛品が増加したことによるものであります。

　負債合計は、前連結会計年度末に比較し21億９千６百万円増加の66億８千３百万円となりました。これは主として、

短期借入金や前受金が増加したことによるものであります。

　純資産合計は、前連結会計年度に比較し９億６千８百万円減少の46億７千３百万円となりました。これは主として、

利益剰余金が減少したことによるものであります。

３．連結業績予想に関する定性的情報

　平成20年９月期決算発表時（平成20年11月14日）に公表いたしました業績予想を修正しております。詳細につきま

しては、本日（平成21年２月13日）別途開示しております「業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。

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簡便な会計処理

（固定資産の減価償却費の算定方法）

　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。

（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関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、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ため、前連結会計年度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。

②四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理

（税金費用の計算）

　税金費用については、原則として、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、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算し

ております。ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合に

は、法定実効税率を使用する方法によっております。

　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。
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（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重要な資産の評価基準及び評価方法の変更

（原材料及び貯蔵品）

　原材料及び貯蔵品については、従来、個別法による原価法によっておりましたが、当第１四半期連結会計期

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、主として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。

　この変更による損益への影響はありません。

③リース取引に関する会計基準の適用

　所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっ

ておりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計審議

会第一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適

用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会  会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））が平

成20年４月１日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用することができることになった

ことに伴い、当第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る会計処理に

よっております。また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法について

は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。なお、リース取引開始日が

適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借に係る方法に準じた会計処

理を引き続き採用しております。

　この変更に伴う四半期連結財務諸表に与える影響は軽微であります。

④有形固定資産の耐用年数の変更（追加情報）

　当社及び連結子会社は、法人税法改正を契機として耐用年数を見直した結果、当第１四半期連結会計期間よ

り機械装置については、改正後の法人税法に基づく耐用年数に変更しております。ただし、一部の機械装置に

ついては経済的耐用年数によっております。

　これにより、従来の方法によった場合に比べ、営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失は、それ

ぞれ2,788千円減少しております。

⑤地代家賃等の計上における発生主義の適用（追加情報）

　当社及び連結子会社は、当第１四半期連結会計期間より、四半期報告制度の開始に伴い、より適正な四半期

及び期間損益計算を行うため、従来現金主義により計上していた地代家賃等の費用について、発生主義により

計上する方法に変更しております。

　この変更により、従来の方法によった場合に比べ、営業損失及び経常損失は7,044千円それぞれ減少し、税金

等調整前四半期純損失は82,398千円減少しております。
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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12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９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,214,186 1,487,245

受取手形及び売掛金 1,116,795 1,563,896

原材料及び貯蔵品 4,183 4,202

仕掛品 5,207,995 3,186,518

繰延税金資産 357,709 357,556

その他 535,060 527,605

貸倒引当金 △6,077 △6,077

流動資産合計 8,429,855 7,120,947

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 245,533 249,328

航空機（純額） 57,486 64,182

機械及び装置（純額） 235,796 259,967

車両運搬具及び工具器具備品（純額） 174,202 171,735

土地 320,153 320,153

その他 5,012 －

有形固定資産合計 1,038,185 1,065,366

無形固定資産   

ソフトウエア 276,246 277,827

その他 116,920 95,332

無形固定資産合計 393,166 373,160

投資その他の資産   

投資有価証券 853,207 928,526

長期貸付金 18,034 17,850

繰延税金資産 26,922 23,716

敷金及び保証金 496,182 504,160

その他 109,190 102,535

貸倒引当金 △7,300 △7,300

投資その他の資産合計 1,496,238 1,569,489

固定資産合計 2,927,589 3,008,016

資産合計 11,357,445 10,128,963
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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12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９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 453,613 572,941

短期借入金 2,035,000 －

未払法人税等 24,071 65,063

前受金 1,281,328 1,118,349

賞与引当金 187,993 227,101

受注損失引当金 146,977 82,350

その他 641,167 595,831

流動負債合計 4,770,152 2,661,637

固定負債   

退職給付引当金 1,774,106 1,702,859

役員退職慰労引当金 113,356 113,368

繰延税金負債 838 3,990

その他 25,038 4,882

固定負債合計 1,913,340 1,825,101

負債合計 6,683,493 4,486,738

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,272,000 1,272,000

資本剰余金 2,180,463 2,180,463

利益剰余金 1,277,497 2,224,849

自己株式 △162,806 △162,126

株主資本合計 4,567,155 5,515,186

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 41,933 55,115

評価・換算差額等合計 41,933 55,115

少数株主持分 64,862 71,923

純資産合計 4,673,951 5,642,225

負債純資産合計 11,357,445 10,128,963
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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10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 1,371,617

売上原価 1,243,188

売上総利益 128,428

販売費及び一般管理費 1,032,892

営業損失（△） △904,464

営業外収益  

受取利息 2,512

受取配当金 3,077

その他 9,659

営業外収益合計 15,248

営業外費用  

支払利息 6,355

持分法による投資損失 13,527

アドバイザリー手数料 20,000

その他 8,715

営業外費用合計 48,598

経常損失（△） △937,814

特別利益  

前期損益修正益 85,913

固定資産売却益 472

特別利益合計 86,386

特別損失  

固定資産除却損 1,891

投資有価証券評価損 37,714

特別損失合計 39,606

税金等調整前四半期純損失（△） △891,034

法人税等 16,106

少数株主損失（△） △5,306

四半期純損失（△） △901,835
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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10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  

税金等調整前四半期純損失（△） △891,034

減価償却費 78,232

持分法による投資損益（△は益） 13,527

賞与引当金の増減額（△は減少） △39,107

受注損失引当金の増減額（△は減少） 64,627

退職給付引当金の増減額（△は減少） 71,246

受取利息及び受取配当金 △5,589

支払利息 6,355

投資有価証券評価損益（△は益） 37,714

有形固定資産除却損 1,891

売上債権の増減額（△は増加） 447,100

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,018,327

仕入債務の増減額（△は減少） △119,328

未払消費税等の増減額（△は減少） △84,308

前受金の増減額（△は減少） 162,979

その他 142,203

小計 △2,131,814

利息及び配当金の受取額 5,989

利息の支払額 △6,355

法人税等の支払額 △55,390

営業活動によるキャッシュ・フロー △2,187,570

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 △341,899

無形固定資産の取得による支出 △43,527

長期貸付けによる支出 △1,200

長期貸付金の回収による収入 1,016

投資活動によるキャッシュ・フロー △385,610

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） 2,035,000

自己株式の取得による支出 △679

配当金の支払額 △45,516

リース債務の返済による支出 △181

その他 311,500

財務活動によるキャッシュ・フロー 2,300,122

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △273,058

現金及び現金同等物の期首残高 1,487,245

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,214,186
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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10月１日　至平成20年12月31日）

　当社グループは測量・調査を営む単一事業の企業集団であるため、該当事項はありません。

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10月１日　至平成20年12月31日）

　本邦以外の国又は地域に所在する在外支店及び在外連結子会社がないため、記載事項はありません。

ｃ．海外売上高

当第１四半期連結累計期間（自平成20年10月１日　至平成20年12月31日）

　海外売上高は、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。

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

　平成20年12月18日開催の当社第61回定時株主総会において、剰余金の処分について承認され、別途積立金

500,000千円を繰越利益剰余金に振替えて欠損填補しております。
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「参考資料」

前四半期に係る財務諸表等

（要約）四半期連結損益計算書

科目

前年同四半期
（平成20年９月期
第１四半期）

金額（百万円）

Ⅰ　売上高 1,250

Ⅱ　売上原価 1,080

売上総利益 169

Ⅲ　販売費及び一般管理費 1,072

営業損失（△） △902

Ⅳ　営業外収益 17

Ⅴ　営業外費用 16

経常損失（△） △901

Ⅵ　特別利益 0

Ⅶ　特別損失 149

税金等調整前四半期純損失（△） △1,050

法人税、住民税及び事業税 15

法人税等調整額 △399

少数株主損失（△） △3

四半期純損失（△） △663
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６．その他の情報

　　受注及び販売の状況

前年同四半期（平成20年９月期第１四半期）

業務区分
前連結会計年度末
受注残高（千円）

受注高（千円） 売上高（千円）
当第１四半期末
受注残高（千円）

情報システム 7,008,503 2,770,228 806,085 8,972,645

コンサルタント 4,459,382 1,643,085 444,598 5,657,869

合計 11,467,886 4,413,313 1,250,684 14,630,515

当四半期（平成21年９月期第１四半期）

業務区分
前連結会計年度末
受注残高（千円）

受注高（千円） 売上高（千円）
当第１四半期末
受注残高（千円）

情報システム 7,003,327 2,662,169 945,494 8,720,002

コンサルタント 4,042,560 1,417,393 426,122 5,033,832

合計 11,045,888 4,079,562 1,371,617 13,753,834

（参考）前期（平成20年９月期）

業務区分
前連結会計年度末
受注残高（千円）

受注高（千円） 売上高（千円）
当連結会計年度末
受注残高（千円）

情報システム 7,008,503 10,758,541 10,763,717 7,003,327

コンサルタント 4,459,382 6,305,856 6,722,678 4,042,560

合計 11,467,886 17,064,398 17,486,396 11,045,888
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