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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 1,946 ― △55 ― △24 ― △12 ―

20年12月期第1四半期 1,930 △11.2 △47 ― △57 ― △25 ―

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 △120.86 ―

20年12月期第1四半期 △254.12 ―

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 20,389 14,743 72.3 148,203.64
20年12月期 19,002 15,138 79.7 152,171.32

（参考） 自己資本   21年12月期第1四半期  14,743百万円 20年12月期  15,138百万円

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 ― 2,000.00 ― 2,000.00 4,000.00
21年12月期 ―

21年12月期 
（予想）

2,000.00 ― 2,000.00 4,000.00

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

7,952 ― 925 ― 994 ― 594 ― 5,971.05

通期 13,370 △0.2 917 17.8 1,032 25.0 614 12.7 6,172.09



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．その他をご覧下さい。 

(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．その他をご覧下さい。 

(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条件に基づいてお
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。 
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 100,480株 20年12月期  100,480株

② 期末自己株式数 21年12月期第1四半期  1,000株 20年12月期  1,000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  99,480株 20年12月期第1四半期  99,480株



当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、世界的な金融不安が実体経済に影響を及ぼし、企業収益の悪化に

よる設備投資の減少、雇用不安による個人消費の低迷等、景気後退が続く非常に厳しい状況で推移しました。 

「水と環境のコンサルタント業界」を取り巻く経営環境は、国や地方公共団体等の公共事業関連予算の縮減継続、低

コスト化の要請等の影響を受け、企業間競争激化や顧客ニーズのより一層の高度化等、依然として厳しい状況が続いて

おります。 

このような状況のもと当社グループは、国内におきましては、引き続き積極的な営業活動を行うとともに、豊富な技

術力を駆使し、経済性、安全性及び環境に配慮した様々なコンサルティングサービスを提供してまいりました。 

また、上下水道施設のアセットマネジメント業務等について、新しい顧客のニーズを先取りしつつ、各種事業体に対

するサポート事業を強力に展開してまいりました。 

海外におきましては、引き続き積極的に営業活動を展開した結果、当第１四半期連結会計期間ではアフリカ、アジア

諸国を中心に着実に受注を拡大しております。 

また、当社グループを挙げて原価管理及び経費削減の徹底を継続して推進してまいりました。 

この結果、当第１四半期連結会計期間の国内業務受注高は1,126百万円（前年同期間比24.2%減）となったものの、海

外業務受注高は1,487百万円（同122.1%増）と大幅に増加し、全体で2,613百万円（同21.3%増）となりました。 

売上高は、国内業務1,331百万円（同3.9%増）、海外業務615百万円（同4.5%減）、全体では1,946百万円（同1.1%

増）となりました。 

利益面では、売上高が通期予想売上高の15％程度の進捗率であるのに対して人件費等の固定経費は年間を通じほぼ均

等に発生するため営業損失は55百万円となり、また、営業外収益で保険返戻金や為替差益が発生したこと等により経常

損失は24百万円となり、四半期純損失は12百万円となりました。 

  

※ 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。従いまして、当第１四半期連結会計期

間の連結損益計算書と前年同四半期連結会計期間の連結損益計算書とでは、作成基準が異なるため前年同期比較に関

する情報は参考として記載しております。  

  

（財政状態の変動状況） 

当第１四半期連結会計期間末における総資産は未成業務支出金の増加等により、前連結会計年度末と比較して1,386

百万円増加し20,389百万円となりました。 

負債は、未成業務受入金や賞与引当金の増加等により、前連結会計年度末と比較して1,781百万円増加し5,646百万円

となりました。 

純資産は剰余金の配当及びその他有価証券評価差額金が時価の下落により減少したことなどから394百万円減少し

14,743百万円となりました。この結果、自己資本比率は72.3％となりました。 

  

（キャッシュ・フローの状況） 

当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ380百万円増加し

4,852百万円となりました。 

なお、当第１四半期連結会計期間の各キャッシュ・フローの状況と主な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） 

営業活動の結果得られた資金は392百万円となりました。 

収入の主な内訳は、未成業務受入金の増加額1,610百万円、賞与引当金の増加額184百万円であり、支出の主な内訳

は、たな卸資産の増加額1,311百万円、法人税等の支払額194百万円であります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果得られた資金は140百万円となりました。 

収入の主な内訳は、保険返戻金160百万円であります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果使用した資金は156百万円となりました。これは配当金の支払額であります。 

  

 平成21年12月期の第2四半期連結会計期間及び通期業績予想は、前回発表（平成21年2月13日付）の業績予想からの

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．固定資産の減価償却費の算定方法は、年度予算に基づく年間償却予定額を期間按分する方法としておりま

す。  

２．一般債権の貸倒見積高の算定方法については、当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率等は前連結会計年

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、前連結会計年度末の貸倒実績率を使用して貸倒見

積高を算定しております。 

３．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ので、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。   

  

  

・会計処理基準に関する事項の変更  

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．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）を適用し、評価基準については、原価法から原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）に変更して

おります。これによる損益に与える影響はありません。 

３．当第１四半期連結会計期間より、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」

（実務対応報告第18号 平成18年５月17日）を適用しております。 これによる損益に与える影響はありませ

ん。 

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 4,852,837 4,472,330

受取手形 － 420

完成業務未収入金 1,343,329 1,464,780

有価証券 199,940 199,875

未成業務支出金 4,347,812 3,036,288

その他 519,872 409,390

貸倒引当金 △34,772 △31,783

流動資産合計 11,229,019 9,551,300

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,450,896 1,470,764

土地 1,326,543 1,326,543

その他（純額） 72,319 67,856

有形固定資産合計 2,849,759 2,865,164

無形固定資産 69,446 71,715

投資その他の資産   

投資有価証券 2,483,100 2,813,082

保険積立金 1,389,306 1,539,014

その他 2,387,253 2,179,692

貸倒引当金 △18,517 △16,983

投資その他の資産合計 6,241,141 6,514,805

固定資産合計 9,160,348 9,451,685

資産合計 20,389,367 19,002,986



（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) 

負債の部   

流動負債   

業務未払金 597,196 467,546

未払法人税等 72,794 171,333

未成業務受入金 2,333,353 723,124

賞与引当金 468,605 284,099

その他の引当金 61,834 42,743

その他 460,694 556,911

流動負債合計 3,994,479 2,245,758

固定負債   

退職給付引当金 1,496,703 1,433,940

その他 154,887 185,283

固定負債合計 1,651,590 1,619,224

負債合計 5,646,069 3,864,982

純資産の部   

株主資本   

資本金 520,000 520,000

資本剰余金 300,120 300,120

利益剰余金 14,291,012 14,501,996

自己株式 △159,797 △159,797

株主資本合計 14,951,335 15,162,319

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △190,109 △1,703

為替換算調整勘定 △17,927 △22,611

評価・換算差額等合計 △208,037 △24,315

純資産合計 14,743,298 15,138,003

負債純資産合計 20,389,367 19,002,986



（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 1,946,992

売上原価 1,313,177

売上総利益 633,815

販売費及び一般管理費 688,996

営業損失（△） △55,181

営業外収益  

受取利息 6,229

受取配当金 2,779

保険返戻金 10,238

為替差益 8,932

その他 3,798

営業外収益合計 31,977

営業外費用  

支払利息 1,379

営業外費用合計 1,379

経常損失（△） △24,583

税金等調整前四半期純損失（△） △24,583

法人税、住民税及び事業税 104,801

法人税等調整額 △117,361

法人税等合計 △12,559

四半期純損失（△） △12,023



（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（△） △24,583

減価償却費 29,882

受取利息及び受取配当金 △9,009

支払利息 1,379

為替差損益（△は益） △8,932

売上債権の増減額（△は増加） 131,548

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,311,478

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,854

仕入債務の増減額（△は減少） 129,650

未成業務受入金の増減額（△は減少） 1,610,228

賞与引当金の増減額（△は減少） 184,505

退職給付引当金の増減額（△は減少） 62,762

その他 △224,074

小計 573,734

利息及び配当金の受取額 12,400

法人税等の支払額 △194,040

営業活動によるキャッシュ・フロー 392,094

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 △22,611

無形固定資産の取得による支出 △2,896

関係会社株式の売却による収入 10,000

貸付金の回収による収入 202

保険積立金の払戻による収入 160,061

その他 △3,810

投資活動によるキャッシュ・フロー 140,946

財務活動によるキャッシュ・フロー  

配当金の支払額 △156,240

財務活動によるキャッシュ・フロー △156,240

現金及び現金同等物に係る換算差額 3,706

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 380,507

現金及び現金同等物の期首残高 4,472,330

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,852,837



 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） 

 当社グループは、水と環境の総合コンサルタントとして、主にコンサルタント事業を行っており、当該事業以

外の事業の種類は重要性がないため事業の種類別セグメントは作成しておりません。 

  

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） 

 本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情報の

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） 

  （注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．各区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。 

３．海外売上高は、連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

  

 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〕

  
アジア・ 

オセアニア 
アフリカ 中東 中南米 北米 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  285,242  207,711  51,946  40,765  30,287  615,954

Ⅱ 連結売上高（千円） － － － － －  1,946,992

Ⅲ 海外売上高の連結売上

高に占める割合（％） 
 14.6  10.7  2.7  2.1  1.5  31.6

 (1)アジア ……… フィリピン、スリランカ、インド、マレーシア、ベトナム、カンボジア、 

 ・オセアニア ネパール、バングラデシュ、パプアニューギニア 

 (2)アフリカ …… リビア、ギニア、ザンジバル 

 (3)中東 ………… オマーン、クウェート、アラブ首長国連邦 

 (4)中南米 ……… ペルー、メキシコ 

 (5)北米 ………… アメリカ合衆国 

（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 売上高  1,930,984

Ⅱ 売上原価  1,319,011

売上総利益  611,972

Ⅲ 販売費及び一般管理費  659,908

営業損失 △47,935

Ⅳ 営業外収益  9,843

受取利息   8,917

受取配当金   253

その他  672

Ⅴ 営業外費用  19,007

為替差損   19,007

経常損失 △57,099

Ⅵ 特別利益  22,300

投資有価証券売却益   10,000

役員退職慰労引当金戻入額   12,300

Ⅶ 特別損失 －

税金等調整前四半期純損失 △34,799

税金費用 △9,519

四半期純損失 △25,279



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 △34,799

減価償却費   17,025

受取利息及び受取配当金 △9,170

為替差損   19,007

投資有価証券売却益  △10,000

完成業務未収入金の減少額   108,640

未成業務支出金の増加額 △1,186,126

前払費用の減少額   18,920

前払年金費用の増加額  △18,366

業務未払金の増加額   75,775

未成業務受入金の増加額  1,275,853

賞与引当金の減少額  △84,345

退職給付引当金の増加額  4,488

その他  △170,291

小計  6,611

利息及び配当金の受取額  14,271

法人税等の支払額  △175,513

営業活動によるキャッシュ・フロー △154,630

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  △346,114

無形固定資産の取得による支出  △2,649

投資有価証券の取得による支出  △44,336

貸付金の回収による収入  5,076

その他  △3,091

投資活動によるキャッシュ・フロー △391,116

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー      

配当金の支払額  △169,190

財務活動によるキャッシュ・フロー △169,190

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △12,123

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額（又は
減少額） 

△727,061

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  4,504,253

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高  3,777,192



 生産、受注及び販売の状況   

  

 当社グループは、水と環境の総合コンサルタントとして、主にコンサルタント事業を行っており、当該事業以外の事業

の種類は重要性がないため事業の種類別セグメントは作成しておりません。  

  

（１）生産実績 

   当第１四半期の生産実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。 

  （注）1.金額は完成業務収入によっております。 

      2.上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

     

（２）受注状況 

  当第１四半期の受注実績を事業部門別及び国内・海外区分別に示すと、次のとおりであります。 

                          

    （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

事業部門 金 額 （千円） 

水     道  666,955

下  水  道  1,050,250

環境 ・ その他  229,786

合   計                 1,946,992

事業部門 受注高（千円） 受注残高（千円） 

水     道  1,190,474  6,657,736

下  水  道  1,118,868  7,590,163

環境 ・ その他  304,262  982,167

合   計  2,613,605  15,230,067

国内・海外区分 受注高（千円） 受注残高（千円） 

国     内  1,126,103  7,765,128

海     外  1,487,502  7,464,939

合   計  2,613,605  15,230,067



（３）販売実績 

   当第１四半期の販売実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。 

    （注）1.上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

         2.当第１四半期の販売実績を地域別に示すと、次のとおりであります。 

       3.本表の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

事業部門 金額（千円） 

水     道  666,955

下  水  道  1,050,250

環境 ・ その他  229,786

合   計  1,946,992

地   域 売上高（千円） 構成比（％） 

北  海  道  80,618  4.2

東     北  63,461  3.3

関     東  393,651  20.2

中     部  433,626  22.3

近     畿  104,678  5.4

中     国  70,623  3.6

四     国  57,250  2.9

九     州  127,130  6.5

小   計  1,331,038  68.4

海     外  615,954  31.6

合   計  1,946,992  100.0
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