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1.  平成21年9月期第2四半期の業績（平成20年10月1日～平成21年3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9月期第2四半期 3,069 ― 321 ― 320 ― 167 ―

20年9月期第2四半期 3,304 △7.0 532 △20.8 534 △21.1 309 △21.6

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2四半期 43.12 ―

20年9月期第2四半期 79.64 ―

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2四半期 5,058 3,302 65.3 848.77
20年9月期 4,202 3,152 75.0 810.23

（参考） 自己資本   21年9月期第2四半期  3,302百万円 20年9月期  3,152百万円

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 ― 5.00 ― 7.00 12.00

21年9月期 ― 5.00

21年9月期 
（予想）

― 7.00 12.00

3.  平成21年9月期の業績予想（平成20年10月1日～平成21年9月30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 5,000 △1.6 140 △47.9 140 △48.9 70 △50.4 17.99



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、４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、４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9月期第2四半期 3,920,000株 20年9月期  3,920,000株

② 期末自己株式数 21年9月期第2四半期  28,908株 20年9月期  28,908株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年9月期第2四半期 3,891,092株 20年9月期第2四半期 3,891,169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21年４月28日に公表いたしました業績予想を修正しておりません。上記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場合があります。なお、上記予想に関する事項は、４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。 
２．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。 



（１）業績の状況 

  昨年秋から続いている戦後最悪の景気動向とも言われる社会経済にあって、当社をとりまく環境ビジネス業界

もその例外ではなく、過去に例を見ない停滞が続いています。特に不動産取引などに伴う土壌汚染調査や分析業

務の低迷により、営業環境は大変厳しい状況下にあります。 

 いっぽうで、昨年の洞爺湖サミット後の重要課題であった温室効果ガス削減問題に代表される新たな環境施策

が、環境ビジネスの追い風として期待されていますが、これらの環境施策は未だ充分に開化していない段階で

す。また、アスベスト新法に係わる新たな事業展開の期待も、昨今の景気の中で足踏み状態となっています。さ

らに、国や地方自治体の財政難による公共事業削減の流れはなおも根強く続いており、環境ビジネス業界では企

業間の生き残りを賭けた激しい受注獲得競争が続いています。 

 この中で当社は、昨年より民間市場へのシフトという営業方針のもとに、品質・コスト競争力の向上に鋭意努

力して参りました。また、中央技術研究所を立ち上げ本格的研究活動に向けて準備を進めて参りました。当第２

四半期は、昨秋から続く土壌汚染調査業務の大幅な減少を補うべく、温室効果ガス削減問題を受けたエコエネル

ギー開発に関する環境ビジネス市場に注力して参りました。その結果、当第２四半期累計期間の受注高は、前年

同期を0.1％下回る23億３千７百万円となりました。発注者別では、民間受注が伸びた（前年同期比110.0％）も

のの、官公庁受注が前年同期実績を下回り（同85.9％）ました。これにより官民の受注構成比率は、官：民＝

36：64（前年同期 42：58）となりました。 

 売上高は、30億６千９百万円と前年同期実績を下回る（前年同期比92.9％）結果となりました。また、予想を

上回る低廉化の影響で原価率が大幅に悪化し、その結果、当第２四半期累計期間の経常利益は３億２千万円（前

年同期比60.0％）となりました。 

  

（２）第２四半期の季節性 

 官公庁をはじめ多くの民間企業からの業務も３月末の会計年度末を完工期とすることから、当社の売上、利益

計上が第２四半期会計期間（１～３月）に偏る傾向にあります。 

  

  

 当社は、「（２）第２四半期の季節性」に記載のとおり、毎年３月末に完了する業務が多いことから、完成業務未

収入金が第２四半期末に増加し、その回収により現金及び預金が第３四半期に増加する傾向があります。 

 当第２四半期会計期間末における資産合計は、前事業年度末に比べて８億５千６百万円増加し50億５千８百万円と

なりました。この主な要因は、流動資産では官公庁をはじめとした３月年度末納期業務の売上計上により、完成業務

未収入金が12億１千６百万円増加し、それに伴い未成業務支出金が２億２千６百万円減少いたしました。固定資産で

は有形固定資産が１億３千７百万円増加いたしました。 

 負債合計は、前事業年度末に比べて７億６百万円増加し17億５千６百万円となりました。この主な要因は、運転資

金としての短期借入金が７億円増加したこと等によるものであります。 

 純資産合計は、前事業年度末に比べて１億４千９百万円増加し33億２百万円となりました。この主な要因は、第

２四半期純利益の計上に伴い利益剰余金が１億４千万円増加したこと等によるものであります。 

  

（キャッシュ・フローの状況） 

 当第２四半期累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前事業年度末に比べて２億３千

５百万円減少し４億４千万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりでありま

す。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動により使用した資金は、６億６千４百万円となりました。その主な要因は、税引前四半期純利益は２億

９千１百万円を計上しましたが、官公庁の年度末である３月に売上が集中したことによる売上債権の増加額12億３

千５百万円によるものです。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動により使用した資金は、２億３千９百万円となりました。その主な要因は、有形固定資産の取得による

支出２億３千３百万円によるものです。 

（財政活動によるキャッシュ・フロー） 

 財政活動により得られた資金は、６億６千８百万円となりました。その主な要因は、短期借入による収入８億円

及び短期借入金の返済による支出１億円によるものです。  

定性的情報・財務諸表等

１．経営成績に関する定性的情報

２．財政状態に関する定性的情報



  

 当第２四半期の受注状況と業績結果を受け、平成20年11月14日発表の通期の業績予想を修正し、売上高50億円、営

業利益１億４千万円、経常利益１億４千万円、当期純利益７千万円といたします。詳細につきましては、平成21年４

月28日に公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。  

  

  

１．簡便な会計処理 

①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、事業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繰延税金資産の回収可能性の判断 

 繰延税金資産の回収可能性の判断につきましては、前事業年度末以降に経営環境等に著しい変化が生じてお

らず、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ので、前事業年度において使用した将来

の業績予想やタックス・プランニングを利用する方法によっております。 

  

２．四半期財務諸表の作成に特有の会計処理 

該当事項はありません。 

  

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．棚卸資産の評価に関する会計基準の適用 

        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、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、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）により算出しております。これによる損益に与える影響はありません。 

  

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日以後開始する事業年度に係る四半期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、第１四半期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―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リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引につ

いては、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用しております。 

         この変更による損益への影響は軽微であります。 

３．業績予想に関する定性的情報

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

（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



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21年３月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 460,409 695,445

受取手形 37,051 18,461

完成業務未収入金 2,002,480 785,902

未成業務支出金 316,828 543,365

貯蔵品 16,921 20,142

繰延税金資産 45,780 71,348

その他 6,528 10,928

貸倒引当金 △3,440 △4,990

流動資産合計 2,882,561 2,140,604

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 883,310 501,624

構築物（純額） 8,767 8,304

機械及び装置（純額） 57,634 41,231

車両運搬具（純額） 229 283

工具、器具及び備品（純額） 146,982 150,455

土地 624,751 624,751

リース資産（純額） 58,618 －

建設仮勘定 － 315,788

有形固定資産合計 1,780,293 1,642,439

無形固定資産   

電話加入権 9,994 9,994

施設利用権 1,767 1,840

ソフトウエア 13,284 11,654

無形固定資産合計 25,046 23,489

投資その他の資産   

投資有価証券 139,757 152,450

破産更生債権等 23,226 22,658

繰延税金資産 157,538 171,341

差入保証金 58,464 58,167

その他 14,964 13,417

貸倒引当金 △22,986 △22,418

投資その他の資産合計 370,965 395,616

固定資産合計 2,176,304 2,061,546

資産合計 5,058,866 4,202,150



（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成21年３月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

業務未払金 285,455 187,499

短期借入金 700,000 －

リース債務 12,836 －

未払金 49,096 107,592

未払費用 88,051 93,313

未払法人税等 100,067 29,383

未成業務受入金 50,285 94,361

預り金 12,800 12,807

賞与引当金 67,840 131,971

役員賞与引当金 4,800 20,920

その他 22,212 13,050

流動負債合計 1,393,447 690,899

固定負債   

リース債務 45,849 －

長期未払金 57,306 75,638

退職給付引当金 259,630 282,927

固定負債合計 362,786 358,566

負債合計 1,756,233 1,049,465

純資産の部   

株主資本   

資本金 396,200 396,200

資本剰余金 350,105 350,105

利益剰余金 2,577,881 2,437,347

自己株式 △19,799 △19,799

株主資本合計 3,304,387 3,163,853

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △1,754 △11,168

評価・換算差額等合計 △1,754 △11,168

純資産合計 3,302,633 3,152,684

負債純資産合計 5,058,866 4,202,150



（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10月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 3,069,789

売上原価 2,095,251

売上総利益 974,537

販売費及び一般管理費 653,480

営業利益 321,057

営業外収益  

受取利息 108

受取賃貸料 751

受取配当金 102

その他 1,345

営業外収益合計 2,308

営業外費用  

支払利息 2,961

営業外費用合計 2,961

経常利益 320,404

特別利益  

固定資産売却益 193

貸倒引当金戻入額 797

特別利益合計 990

特別損失  

固定資産除却損 1,677

投資有価証券評価損 27,905

特別損失合計 29,583

税引前四半期純利益 291,811

法人税、住民税及び事業税 91,077

法人税等調整額 32,962

法人税等合計 124,039

四半期純利益 167,771



（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10月１日 
 至 平成21年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前四半期純利益 291,811

減価償却費 92,698

貸倒引当金の増減額（△は減少） △982

賞与引当金の増減額（△は減少） △64,130

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △16,120

長期未払金の増減額（△は減少） △18,331

退職給付引当金の増減額（△は減少） △23,297

投資有価証券評価損益（△は益） 27,905

受取利息及び受取配当金 △210

支払利息 2,961

有形固定資産売却損益（△は益） △193

有形固定資産除却損 1,677

売上債権の増減額（△は増加） △1,235,168

未成業務受入金の増減額（△は減少） △44,075

たな卸資産の増減額（△は増加） 229,758

仕入債務の増減額（△は減少） 97,955

その他 17,500

小計 △640,241

利息及び配当金の受取額 210

利息の支払額 △2,961

法人税等の支払額 △21,049

営業活動によるキャッシュ・フロー △664,041

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 △233,472

有形固定資産の売却による収入 250

投資有価証券の売却による収入 610

無形固定資産の取得による支出 △3,717

貸付けによる支出 △2,500

貸付金の回収による収入 339

その他 △1,479

投資活動によるキャッシュ・フロー △239,969

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入れによる収入 800,000

短期借入金の返済による支出 △100,000

リース債務の返済による支出 △3,863

配当金の支払額 △27,161

財務活動によるキャッシュ・フロー 668,974

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △235,036

現金及び現金同等物の期首残高 675,445

現金及び現金同等物の四半期末残高 440,409



 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。 

  

 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記



「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表 

（１）中間損益計算書 

  

  
前中間会計期間

（自 平成19年10月１日 
至 平成20年３月31日） 

区分 金額（千円）
百分比
（％） 

Ⅰ 売上高        3,304,284  100.0

Ⅱ 売上原価        2,114,497  64.0

売上総利益        1,189,787  36.0

Ⅲ 販売費及び一般管理費        657,729  19.9

営業利益        532,057  16.1

Ⅳ 営業外収益                  

受取利息  84            

その他   2,384            

営業外収益計         2,468  0.1

Ⅴ 営業外費用                  

支払利息   426            

その他   0            

営業外費用計         427  0.0

経常利益        534,098  16.2

Ⅵ 特別利益        3,399  0.1

Ⅶ 特別損失        1,863  0.1

税引前中間純利益        535,635  16.2

法人税、住民税及び事業税  212,628            

法人税等調整額  13,117  225,745  6.8

中間純利益        309,889  9.4

        



  

（２）中間キャッシュ・フロー計算書

  
前中間会計期間

（自 平成19年10月１日 
至 平成20年３月31日） 

区分 金額（千円）

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー      

税引前中間純利益  535,635

減価償却費       58,822

貸倒引当金の減少額  △1,328

賞与引当金の減少額  △13,283

役員賞与引当金の減少額  △11,080

長期未払金の減少額  △27,074

退職給付引当金の減少額  △30,244

受取利息及び受取配当金  △234

支払利息   426

投資有価証券売却益  △2,110

売上債権の増加額  △1,339,331

未成調査等受入金の減少額  △29,522

未成調査支出金の減少額   264,436

仕入債務の増加額   189,075

その他資産の減少額   42,349

その他負債の減少額  △5,667

小計 △369,130

利息及び配当金の受取額   234

利息の支払額  △426

法人税等の支払額  △14,052

営業活動によるキャッシュ・フロー △383,375

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  △10,198

投資有価証券の取得による支出  △29,180

投資有価証券の売却による収入   10,578

無形固定資産の取得による支出  △3,785

貸付の回収による収入  204

その他  △361

投資活動によるキャッシュ・フロー △32,742

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー      

短期借入れによる収入  200,000

自己株式取得による支出  △39

配当金の支払額  △27,159

財務活動によるキャッシュ・フロー  172,801

Ⅳ 現金及び現金同等物の減少額 △243,317

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  892,078

Ⅵ 現金及び現金同等物の中間期末残高  648,761

    



   ①部門別受注高及び受注残高 

（注）１．数量につきましては、把握が困難なため記載を省略しております。 

      ２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

   ②部門別売上高 

（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

該当事項はありません。  

  

（３）部門別受注高及び受注残高、部門別売上高

 期別 

  

  

 部門 

前中間会計期間 

   （自 平成19年10月１日  

     至 平成20年３月31日）  

     当第２四半期累計期間 

   （自 平成20年10月１日 

    至 平成21年３月31日）  

 前事業年度 

   （自 平成19年10月１日 

     至 平成20年９月30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)

 調査部門    1,208,054    907,065  1,325,066    1,119,712  2,590,973    1,547,120

 計量部門    992,298    255,841  890,775  231,824    2,144,311    511,758

 建築物管理部門  139,434  42,045    121,716  40,375  301,378  65,263

 合 計  2,339,787  1,204,953    2,337,558    1,391,911  5,036,663    2,124,142

 期別 

  

  

 部門 

前中間会計期間 

   （自 平成19年10月１日  

     至 平成20年３月31日）  

     当第２四半期累計期間 

   （自 平成20年10月１日 

    至 平成21年３月31日）  

 前事業年度 

   （自 平成19年10月１日 

     至 平成20年９月30日）  

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

 調査部門  1,877,971 56.8  1,752,475 57.1  2,620,834 51.6 

 計量部門    1,253,181 38.0  1,170,709 38.1    2,149,277 42.3 

 建築物管理部門  173,132 5.2    146,604 4.8  311,858 6.1 

 合 計  3,304,284 100.0    3,069,789 100.0  5,081,971 100.0 

６．その他の情報
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