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1.  平成21年12月期第1四半期の連結業績（平成21年1月1日～平成21年3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12月期第1四半期 968 ― △49 ― △31 ― △49 ―
20年12月期第1四半期 1,168 85.9 23 ― 21 ― 2 ―

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12月期第1四半期 △6.66 ―
20年12月期第1四半期 0.37 ―

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12月期第1四半期 5,907 4,424 74.9 592.09
20年12月期 5,842 4,500 77.0 602.33

（参考） 自己資本   21年12月期第1四半期  4,424百万円 20年12月期  4,500百万円

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12月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
21年12月期 ―
21年12月期 

（予想）
0.00 ― 2.00 2.00

3.  平成21年12月期の連結業績予想（平成21年1月1日～平成21年12月31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  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

第2四半期 
連結累計期間

2,493 ― 101 ― 111 ― 81 ― 10.85

通期 4,670 1.1 8 ― 18 ― △25 ― △3.39



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、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) 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、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。 

(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．平成21年2月13日発表の連結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、3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。 

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12月期第1四半期 7,796,800株 20年12月期  7,796,800株
② 期末自己株式数 21年12月期第1四半期  324,339株 20年12月期  324,239株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年12月期第1四半期 7,472,530株 20年12月期第1四半期 7,474,004株



  当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、世界的な金融危機や同時不況の中で、企業収益の悪化による

設備投資の減速、また、雇用環境の悪化による個人消費の低迷など景気の減速傾向が続きました。 

    当建設コンサルト業界におきましては、国及び地方自治体の下水道事業予算の減少を背景に、企業間の受注獲得

をめぐる競争は依然として激しく、採算の確保は厳しい状況となっております。 

    このような環境の中で当グループは、経営健全化の達成に向けた経営方針に基づき、組織の集中を進め経営資源

となる技術力や組織力強化を図り、営業・生産効率の向上、経費削減に努めるとともに、長期にわたり取り組んで

きた安全・安心・保全の技術を基にした上下水道及び環境施設の新設・拡張・更新・維持管理に対するコンサルテ

ィング業務の推進、また、公営企業会計支援や構造物の長寿命化支援業務と耐震診断業務の展開など、既市場及

び、民需を含めた新市場への営業活動を全社一丸となって行ってまいりました。 

 この結果、当第１四半期連結会計期間の受注高は５億３千５百万円となりました。一方、完成業務高は９億６千８

百万円、営業損失は４千９百万円、経常損失は３千１百万円、四半期純損失は４千９百万円となりました。 

 当グループにおける事業部門別の業績は、次のとおりであります。 

［建設コンサルタント部門］ 

 建設コンサルタント部門につきましては、地方自治体の財政悪化による公共事業の削減及び発注単価の低下等に

より、受注高は４億７千６百万円となりました。一方、完成業務高は７億９千２百万円となりました。 

［情報処理部門］ 

 情報処理部門につきましては、受注高は５千９百万円となりました。一方、完成業務高は１億７千５百万円とな

りました。 

 当第１四半期連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、主として役員退職慰労引当

金の減少、未成業務支出金の増加、未成業務受入金の増加、定期預金の満期解約による収入などにより、前連結会

計年度末に比べて３億９千９百万円増加し、当第１四半期連結会計期間末の残高は12億８千４百万円となりまし

た。 

 当第１四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況と増減の要因は、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１億２千１百万円となりました。 

 主な内訳は役員退職慰労引当金の減少額１億７百万円、未成業務支出金の増加額２億３千３百万円、未成業務受

入金の増加額２億１千２百万円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） 

 投資活動により得られた資金は５億２千万円となりました。 

 これは主に定期預金の満期解約による収入５億円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） 

 財務活動により使用した資金は０百万円となりました。 

   

  平成21年２月13日に公表した業績予想に変更はありません。  

  

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



   該当事項はありません。  

   

  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。 

    退職給付引当金の算定方法 

     退職給付引当金については、連結会計年度に係る退職給付費用の額を期間按分して算定する方法によっ

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 

    該当事項はありません。  

  

 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．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



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21年３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12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,657,382 3,757,704

受取手形及び完成業務未収入金 439,242 445,397

未成業務支出金 920,337 686,974

その他 49,709 51,226

流動資産合計 5,066,671 4,941,303

固定資産   

有形固定資産 255,069 254,058

無形固定資産 110,938 111,236

投資その他の資産 475,256 536,305

固定資産合計 841,264 901,600

資産合計 5,907,935 5,842,904

負債の部   

流動負債   

業務未払金 208,786 132,478

未払法人税等 21,814 52,429

未成業務受入金 397,616 185,050

賞与引当金 60,060 19,680

受注損失引当金 3,430 7,023

その他 154,554 213,416

流動負債合計 846,263 610,078

固定負債   

退職給付引当金 550,664 575,686

その他 86,609 156,169

固定負債合計 637,274 731,855

負債合計 1,483,537 1,341,934

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,093,000 1,093,000

資本剰余金 3,171,308 3,171,308

利益剰余金 414,497 464,248

自己株式 △284,435 △284,424

株主資本合計 4,394,370 4,444,132

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 30,028 56,838

評価・換算差額等合計 30,028 56,838

純資産合計 4,424,398 4,500,970

負債純資産合計 5,907,935 5,842,904



（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21年１月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高  

完成業務高 968,312

売上原価  

完成業務原価 718,437

売上総利益 249,874

販売費及び一般管理費 299,248

営業損失（△） △49,373

営業外収益  

受取利息 3,327

保険解約返戻金 16,917

その他 2,891

営業外収益合計 23,135

営業外費用  

株式関係費用 5,297

その他 14

営業外費用合計 5,312

経常損失（△） △31,549

特別損失  

固定資産除却損 15

特別損失合計 15

税金等調整前四半期純損失（△） △31,565

法人税、住民税及び事業税 18,186

四半期純損失（△） △49,751



（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21年１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  

税金等調整前四半期純損失（△） △31,565

減価償却費 12,229

賞与引当金の増減額（△は減少） 40,380

受注損失引当金の増減額（△は減少） △3,592

退職給付引当金の増減額（△は減少） △25,022

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △107,726

受取利息及び受取配当金 △3,327

有形固定資産売却損益（△は益） 15

売上債権の増減額（△は増加） 6,155

未成業務支出金の増減額（△は増加） △233,362

仕入債務の増減額（△は減少） 76,308

未成業務受入金の増減額（△は減少） 212,565

その他 △21,083

小計 △78,025

利息及び配当金の受取額 2,108

法人税等の支払額 △45,588

営業活動によるキャッシュ・フロー △121,505

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の増減額（△は増加） 499,593

有形固定資産の取得による支出 △2,207

無形固定資産の取得による支出 △9,459

その他の支出 △8,166

その他の収入 41,075

投資活動によるキャッシュ・フロー 520,835

財務活動によるキャッシュ・フロー  

自己株式の取得による支出 △10

配当金の支払額 △95

財務活動によるキャッシュ・フロー △105

現金及び現金同等物に係る換算差額 47

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 399,270

現金及び現金同等物の期首残高 884,756

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,284,027



 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。 

  

当第１四半期連結累計期間（自 平成21年１月１日 至 平成21年３月31日） 

  当グループの事業は建設コンサルタント事業並びにこれらに付帯する業務の単一事業であります。従って、

開示対象となるセグメントはありませんので、記載を省略しております。  

当第１四半期連結累計期間（自 平成21年１月１日 至 平成21年３月31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ありませんので、該当事項はありませ

ん。  

当第１四半期連結累計期間（自 平成21年１月１日 至 平成21年３月31日） 

  海外売上高がないため、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）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



「参考資料」  

前年同四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

前第１四半期連結累計期間（平成20年１月１日～３月31日） 

  

  

科目 

前年同四半期 
（平成20年12月期 
第１四半期） 

金額（千円） 

Ⅰ 完成業務高  1,168,643

Ⅱ 完成業務原価  832,173

売上総利益  336,469

Ⅲ 販売費及び一般管理費  313,098

営業利益  23,371

Ⅳ 営業外収益      

１．受取利息   3,328

２．出向者業務分担金   1,101

３．その他  1,222

営業外収益   5,651

Ⅴ 営業外費用      

１．株式関係費用   6,705

２．その他  494

営業外費用   7,200

経常利益  21,822

税金等調整前四半期純利益  21,822

法人税、住民税及び事業税  19,051

四半期純利益  2,770



前第１四半期連結累計期間（平成20年１月１日～３月31日） 

  

（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

  
前年同四半期 

（平成20年12月期 
第１四半期） 

区分 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 40,433

Ⅱ 投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 △18,129

Ⅲ 財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 △29,931

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る
換算差額 

 △473

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減
額 

 △8,100

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首
残高 

 1,392,038

Ⅶ 現金及び現金同等物の四半
期末残高 

 1,383,937



（1）連結受注・販売実績 

① 連結受注状況 

当第１四半期の連結受注状況は次のとおりであります。 

 （注）金額は販売価額で表示しており、消費税等は含まれておりません。 

② 連結販売実績 

当第１四半期の連結販売実績は次のとおりであります。 

 （注）金額は販売価額で表示しており、消費税等は含まれておりません。 

  

  

  

６．その他の情報

  （単位：千円）

事業内容 

前第１四半期 
（平成20年12月期 
第１四半期） 

当第１四半期 
（平成21年12月期 
第１四半期） 

（参考） 
（平成20年12月期） 

受注高 受注残高 受注高 受注残高 受注高 受注残高 

建設コンサルタント部門             

上下水道（調査・計画・

実施設計・施工監理） 
524,816 2,349,338 467,897 2,060,427 3,306,055 2,364,934 

その他 68,000 208,210 8,120 26,300 175,826 38,546 

小計 592,816 2,557,548 476,017 2,086,727 3,481,882 2,403,480 

情報処理部門             

都市施設情報管理・ソフ

ト開発 
89,676 432,950 59,452 496,684 675,628 612,774 

小計 89,676 432,950 59,452 496,684 675,628 612,774 

合計 682,492 2,990,499 535,469 2,583,412 4,157,511 3,016,254 

        （単位：千円）

事業内容 

前第１四半期 
（平成20年12月期 
第１四半期） 

当第１四半期 
（平成21年12月期 
第１四半期） 

（参考） 
（平成20年12月期） 

金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 

建設コンサルタント部門   ％   ％   ％ 

上下水道（調査・計画・

実施設計・施工監理） 
972,924 83.2 772,404 79.8 3,738,568 81.0 

その他 11,400 1.0 20,366 2.1 288,890 6.2 

小計 984,324 84.2 792,770 81.9 4,027,458 87.2 

情報処理部門             

都市施設情報管理・ソフ

ト開発 
184,318 15.8 175,541 18.1 590,447 12.8 

小計 184,318 15.8 175,541 18.1 590,447 12.8 

合計 1,168,643 100.0 968,312 100.0 4,617,906 100.0 




