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1.  平成21年9月期第2四半期の連結業績（平成20年10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9月期第2四半期 10,256 ― 524 ― 370 ― △7 ―

20年9月期第2四半期 9,950 △8.0 575 △7.5 552 △9.9 366 △15.8

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 △0.52 ―

20年9月期第2四半期 25.14 ―

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 15,347 5,555 35.7 370.24
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2四半期  5,475百万円 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 17,950 2.7 220 303.0 20 ― △400 ― △28.51
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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、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) 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、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。 

(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.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.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、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。 
3.平成21年4月6日開催の当社取締役会において、自己株式の取得について決議したため、「3.平成21年９月期の連結業績予想」における1株当たり当期
純利益の算出については、当該自己株式の取得の影響を考慮しております。なお、当該自己株式の取得に関する事項は、平成21年４月６日公表の「自己
株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ」をご参照ください。 

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2四半期 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2四半期 390,976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2四半期 14,789,450株 20年9月期第2四半期 14,585,105株
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当第２四半期連結会計期間（平成21年１月１日～平成21年３月31日）におけるわが国経済は、世界的な不況の影響

による生産や輸出、設備投資の減少、それに伴う雇用情勢の悪化等、急速な景気悪化が続きました。 

 当建設関連業界におきましては、地方公共団体の公共事業関連経費の抑制等から引き続き厳しい市場環境にあるも

のの、国の緊急経済対策、雇用対策等の補正予算の効果が現れ始めております。 

  このような事業環境の下、当社は受注拡大に向け、レーザー計測をはじめとする大型補正予算関連業務の受注を確

保するとともに、プロポーザル案件への対応を積極的に推進してまいりました。 

 その結果、当第２四半期連結会計期間における業績は、受注高が55億12百万円（前年同期比80.4％増）、売上高が

百万円（同2.1％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結果、営業利益は 百万円

（前年同期は14億77百万円）、経常利益は 百万円（前年同期は14億54百万円）となり、また、関係会社株式評

価損41百万円や貸倒引当金繰入額2億34百万円を特別損失に計上したこと等により、四半期純利益は 百万円（前

年同期は10億30百万円）となりました。 

 当第２四半期連結累計期間においては、受注高が95億91百万円（前年同期比28.4％増）、売上高が 百万円

（前年同期比3.1％増）となりました。営業利益は 百万円（前年同期は5億75百万円）、経常利益は 百万円

（前年同期は5億52百万円）となり、四半期純損益は貸倒引当金繰入額の計上等により 百万円の損失（前年同期は3

億66百万円の利益）となりました。 

 なお、当社グループの売上高は第２四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３、第４四

半期連結会計期間の各四半期連結会計期間の売上高に比べ第２四半期連結会計期間の売上高が増加する傾向にあり、

業績に季節的変動があります。 

  

 当第２四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52億18百万円増加の 百万円となりま

した。これは主として、売掛金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53億4百万円増加の 百万円となりました。これは主として、短期借

入金や買掛金が増加したことによるものであります。 

 純資産合計は、前連結会計年度末に比較し86百万円減少の 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。 

  

 平成21年４月６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５月８

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。 

（注）業績予想につきましては、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、実際の業績は様々な要因により予想数値と異なる可能性があります。  

  

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。 

（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場合には、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、前連結会計年度末以降に経営環境等に著しい変化があるか、

又は、一時差異等の発生状況に著しい変化が認められた場合には、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・プランニングに当該著しい変化の影響を加味したものを利用する方法によっております。

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

88億84

14億28

13億8

8億94

102億56

5億24 3億70

7

２．連結財政状態に関する定性的情報

153億47

97億91

55億55

３．連結業績予想に関する定性的情報

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
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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。 

  

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、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、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、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、当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等

調整前四半期純利益は、それぞれ5,226千円増加しております。  

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、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、当第２四半期連結累計期間の営業利益及び経常利益は

19,690千円それぞれ増加し、税金等調整前四半期純利益は95,044千円増加しております。 

  

（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
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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９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,046,285 1,487,245

受取手形及び売掛金 6,680,541 1,563,896

仕掛品 3,088,293 3,186,518

原材料及び貯蔵品 2,286 4,202

繰延税金資産 255,607 357,556

その他 496,150 527,605

貸倒引当金 △244,736 △6,077

流動資産合計 12,324,429 7,120,947

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 240,090 249,328

航空機（純額） 57,731 64,182

機械及び装置（純額） 220,064 259,967

車両運搬具及び工具器具備品（純額） 159,736 171,735

土地 320,153 320,153

その他 50,879 －

有形固定資産合計 1,048,656 1,065,366

無形固定資産   

ソフトウエア 315,277 277,827

その他 168,533 95,332

無形固定資産合計 483,811 373,160

投資その他の資産   

投資有価証券 834,289 928,526

長期貸付金 15,246 17,850

繰延税金資産 47,510 23,716

敷金及び保証金 495,627 504,160

その他 104,834 102,535

貸倒引当金 △7,385 △7,300

投資その他の資産合計 1,490,124 1,569,489

固定資産合計 3,022,592 3,008,016

資産合計 15,347,021 10,128,963
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（単位：千円）

当第２四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９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,403,141 572,941

短期借入金 4,015,000 －

未払法人税等 48,556 65,063

前受金 1,016,727 1,118,349

賞与引当金 292,391 227,101

受注損失引当金 82,628 82,350

その他 892,944 595,831

流動負債合計 7,751,388 2,661,637

固定負債   

退職給付引当金 1,872,050 1,702,859

役員退職慰労引当金 121,357 113,368

繰延税金負債 1,549 3,990

その他 45,214 4,882

固定負債合計 2,040,171 1,825,101

負債合計 9,791,560 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 2,171,615 2,224,849

自己株式 △162,896 △162,126

株主資本合計 5,461,183 5,515,186

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 14,283 55,115

評価・換算差額等合計 14,283 55,115

少数株主持分 79,993 71,923

純資産合計 5,555,461 5,642,225

負債純資産合計 15,347,021 10,128,963
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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10月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 10,256,082

売上原価 7,730,242

売上総利益 2,525,839

販売費及び一般管理費 2,001,778

営業利益 524,060

営業外収益  

受取利息 4,726

受取配当金 4,618

その他 16,805

営業外収益合計 26,149

営業外費用  

支払利息 19,353

持分法による投資損失 100,205

アドバイザリー手数料 27,500

シンジケートローン手数料 27,500

その他 4,737

営業外費用合計 179,296

経常利益 370,913

特別利益  

前期損益修正益 85,913

固定資産売却益 945

特別利益合計 86,858

特別損失  

固定資産除却損 3,534

投資有価証券評価損 45,726

関係会社株式評価損 41,016

貸倒引当金繰入額 234,150

その他 624

特別損失合計 325,052

税金等調整前四半期純利益 132,720

法人税等 131,007

少数株主利益 9,429

四半期純損失（△） △7,717
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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21年１月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 8,884,465

売上原価 6,487,054

売上総利益 2,397,410

販売費及び一般管理費 968,886

営業利益 1,428,524

営業外収益  

受取利息 2,213

受取配当金 1,540

為替差益 4,009

その他 6,834

営業外収益合計 14,598

営業外費用  

支払利息 12,997

持分法による投資損失 86,677

アドバイザリー手数料 7,500

シンジケートローン手数料 23,750

その他 3,469

営業外費用合計 134,395

経常利益 1,308,728

特別利益  

固定資産売却益 472

特別利益合計 472

特別損失  

固定資産除却損 1,643

投資有価証券評価損 8,011

関係会社株式評価損 41,016

貸倒引当金繰入額 234,150

その他 624

特別損失合計 285,445

税金等調整前四半期純利益 1,023,755

法人税等 114,901

少数株主利益 14,735

四半期純利益 894,118
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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  

税金等調整前四半期純利益 132,720

減価償却費 161,609

持分法による投資損益（△は益） 100,205

賞与引当金の増減額（△は減少） 65,290

受注損失引当金の増減額（△は減少） 277

退職給付引当金の増減額（△は減少） 169,190

貸倒引当金の増減額（△は減少） 238,744

受取利息及び受取配当金 △9,344

支払利息 19,353

投資有価証券評価損益（△は益） 45,726

関係会社株式評価損 41,016

有形固定資産除却損 3,534

売上債権の増減額（△は増加） △5,116,367

たな卸資産の増減額（△は増加） 101,486

仕入債務の増減額（△は減少） 830,199

未払消費税等の増減額（△は減少） 24,228

前受金の増減額（△は減少） △101,621

その他 184,835

小計 △3,108,916

利息及び配当金の受取額 10,564

利息の支払額 △19,353

法人税等の支払額 △55,475

営業活動によるキャッシュ・フロー △3,173,180

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 △374,222

無形固定資産の取得による支出 △175,727

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 3,804

投資活動によるキャッシュ・フロー △547,345

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） 4,015,000

自己株式の取得による支出 △769

配当金の支払額 △45,516

リース債務の返済による支出 △681

その他 311,500

財務活動によるキャッシュ・フロー 4,279,532

現金及び現金同等物に係る換算差額 33

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 559,040

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 2,046,285
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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。 

  

当第２四半期連結会計期間（自平成21年１月１日 至平成21年３月31日）及び当第２四半期連結累計期間（自

平成20年10月１日 至平成21年３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。 

当第２四半期連結会計期間（自平成21年１月１日 至平成21年３月31日）及び当第２四半期連結累計期間（自

平成20年10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。 

当第２四半期連結会計期間（自平成21年１月１日 至平成21年３月31日）及び当第２四半期連結累計期間（自

平成20年10月１日 至平成21年３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。 

  

 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。 

  

（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
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「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表 

中間連結損益計算書 

  
前中間連結会計期間

（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       9,950,368  100.0

Ⅱ 売上原価       7,286,143  73.2

売上総利益       2,664,224  26.8

Ⅲ 販売費及び一般管理費       2,089,052  21.0

営業利益       575,171  5.8

Ⅳ 営業外収益                

  受取利息  544           

  受取配当金  5,423           

  受取保険金  4,070           

  不動産賃貸収入   5,028           

  持分法による投資利益  7,143           

  その他  15,616  37,826  0.4

Ⅴ 営業外費用                

  支払利息  21,411           

  自己株式処分費用  11,350           

  コミットメントライン手数料  24,375           

  その他  3,394  60,530  0.6

経常利益       552,467  5.6

Ⅵ 特別利益                

  受取損害賠償金  26,294           

  その他  670  26,964  0.2

Ⅶ 特別損失                

  有形固定資産除却損  13,087           

  投資有価証券評価損  1,201           

  事務所移転費用  4,923           

  過年度退職給付費用  70,741           

  その他  50  90,003  0.9

税金等調整前中間純利益       489,428  4.9

法人税、住民税及び事業税  29,874           

法人税等調整額  92,285  122,159  1.2

少数株主利益       649  0.0

中間純利益       366,619  3.7
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受注及び販売の状況 

 当第２四半期連結会計期間における受注及び販売の状況を業務区分別に示すと、次のとおりであります。 

 なお、当社グループの売上高は第２四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３、第４四

半期連結会計期間の各四半期連結会計期間の売上高に比べ第２四半期連結会計期間の売上高が増加する傾向にあり、

業績に季節的変動があります。 

  

前中間連結会計期間（平成19年10月１日～平成20年３月31日）  

  

当第２四半期連結累計期間（平成20年10月１日～平成21年３月31日） 

①受注の状況  

   

②販売の状況  

   

（参考）前連結会計年度（平成19年10月１日～平成20年９月30日） 

  

（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。  

  

６．その他の情報

業務区分 
前連結会計年 
度末受注残高
（千円） 

受注高
（千円） 

前年
同期比
（％） 

売上高
（千円） 

前年 
同期比
（％） 

当中間連結会計
期間末受注残高
（千円） 

情報システム  7,008,503  4,661,877  △23.7  6,035,519  △19.1  5,634,861

コンサルタント  4,459,382  2,806,441  8.1  3,914,848   16.9  3,350,976

合計  11,467,886  7,468,319  △14.2  9,950,368   △8.0  8,985,837

業務区分 
第２四半期連結 
会計期間受注高
（千円） 

第２四半期連結
累計期間受注高 
（千円） 

前年
同期比
（％） 

受注残高 
（千円） 

前年
同期比
（％） 

情報システム  4,173,195  6,835,365   46.6  7,384,264   31.0

コンサルタント  1,339,177  2,756,570  △1.8  2,997,477  △10.5

合計  5,512,373  9,591,935   28.4  10,381,742  15.5

業務区分 
第２四半期連結 
会計期間売上高
（千円） 

第２四半期連結
累計期間売上高 
（千円） 

前年
同期比 
（％） 

情報システム  5,508,933  6,454,428  6.9

コンサルタント  3,375,532  3,801,654  △2.9

合計  8,884,465  10,256,082  3.1

業務区分 
前連結会計年 
度末受注残高
（千円） 

受注高
（千円） 

前年
同期比
（％） 

売上高
（千円） 

前年 
同期比
（％） 

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  △11.7  10,763,717  △19.4  7,003,327

コンサルタント  4,459,382  6,305,856   △0.5  6,722,678   9.7  4,042,560

合計  11,467,886  17,064,398   △7.9  17,486,396   △10.2  11,045,888
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