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 当第３四半期連結会計期間におけるわが国経済は、世界的な経済の悪化の影響により生産・輸出は大幅な減少とな

り、企業収益が急速に悪化するとともに、設備投資の抑制や雇用情勢が悪化するなど大幅な景気の後退と低迷が続い

ております。 

 当社グループを取り巻く環境におきましても、国および地方公共団体等の公共投資予算の縮減の影響により発注量

の減少傾向が継続し、同業者間の価格競争も一層激化しており非常に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、引き続き積極的な営業活動を行い、多様な顧客ニーズに対応すべく技術力

および品質の向上に努め、生産効率の向上と販管費等の経費の削減を徹底して図ってまいりました。 

 これらの結果、当第３四半期連結会計期間における売上高は、前連結会計年度末の受注残高の減少の影響もあり、

25億７千４百万円、損益面におきましては、売上高の減少をカバーすることができず、営業損失が１億２百万円、四

半期純損失が２億１千１百万円となりました。 

  

（資産の部） 

 当第３四半期連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末に比べ15億５千９百万円減少し、155億６千４百万

円となりました。 

 流動資産については、「現金及び預金」が20億３千７百万円増加し、「有価証券」が26億４千５百万円減少してお

ります。結果として、流動資産合計では前連結会計年度末に比べ２億５千６百万円の減少となりました。 

 固定資産については、減損損失の計上および減価償却の実施により、「有形固定資産」および「無形固定資産」が

５億７百万円減少いたしました。また、流動資産への振替および株価の下落により「投資有価証券」が７億３千９百

万円減少しております。結果として、固定資産合計では前連結会計年度末に比べ13億２百万円の減少となりました。

（負債の部） 

 当第３四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ３億４千９百万円増加し、43億３千万円とな

りました。 

 流動負債については、「未成業務受入金」が８億４千万円増加したことが主な要因であります。結果として、流動

負債合計では前連結会計年度末に比べ４億８千７百万円増加となりました。 

 固定負債については、返済により「長期借入金」が９千万円減少したことが主な要因であります。結果として、固

定負債合計では前連結会計年度末に比べ１億３千７百万円減少となりました。 

（純資産の部） 

 当第３四半期連結会計期間末の純資産合計は、前連結会計年度末に比べ19億９百万円減少し、112億３千４百万円

となりました。これは四半期純損失の計上等により「利益剰余金」が18億６千２百万円減少したことが主な要因であ

ります。 

（キャッシュ・フローの状況） 

 当第３四半期連結会計期間末における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は61億９百万円

となりました。 

 「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、15億７千９百万円の収入となりました。これは主に、未成業務受入金

が11億４千２百万円増加したこと並びにたな卸資産が５億３千２百万円減少したことの結果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」は、１億３千７百万円の収入となりました。これは主に、有価証券の償還

による収入２億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」は、１億７千７百万円の支出となりました。これは主に、配当金の支払７

千６百万円および長期借入金の返済による支出８千万円、ファイナンス・リース債務の返済による支出２千万円など

によるものであります。 

  

 平成21年７月期の業績予想につきましては、平成21年３月11日に公表しました平成21年７月期通期の業績予想に変

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



  

 当第３四半期連結会計期間において連結子会社であった株式会社ニューウォーターは、当社が所有する株式

をすべて売却したため、子会社ではなくなりました。 

  

   

 税金費用については、当第３四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、税引前四半期純損益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

 なお、法人税等調整額は、法人税、住民税及び事業税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．たな卸資産 

  従来、未成業務支出金および販売用不動産は、個別法による原価法、その他たな卸資産は 終仕入原価法 

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、未成業務支出金および販売用不動産は個別法による原 

価法、その他たな卸資産は 終仕入原価法（いずれも貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価 

切り下げの方法）により算出しております。 

従来より帳簿価額が受託額を上回る場合には帳簿価額を切り下げており、この変更に伴う損益に与える影 

響はありません。 

なお、当第３四半期連結累計期間におけるたな卸資産の収益性の低下による簿価切下げ額は、262,719千円 

であります。 

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、リース資産の減価償却の方法は、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 

貸借取引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３四半期連結会計期間末
(平成21年４月30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７月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,816,559 1,778,574

受取手形及び完成業務未収入金 403,728 365,590

有価証券 3,047,071 5,692,821

商品 8,274 9,382

原材料 7,400 7,493

未成業務支出金 2,154,439 1,799,846

販売用不動産 269,655 279,948

貯蔵品 15,791 16,020

その他 133,310 161,479

貸倒引当金 △4,549 △2,657

流動資産合計 9,851,680 10,108,501

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,974,211 2,241,137

土地 2,075,714 2,174,839

その他（純額） 277,974 421,783

有形固定資産合計 4,327,899 4,837,760

無形固定資産 132,399 129,874

投資その他の資産   

投資有価証券 779,682 1,519,193

その他 568,456 596,088

貸倒引当金 △95,318 △67,144

投資その他の資産合計 1,252,820 2,048,138

固定資産合計 5,713,119 7,015,772

資産合計 15,564,800 17,124,273



（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年４月30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７月31日) 

負債の部   

流動負債   

業務未払金 167,255 238,854

短期借入金 120,000 170,000

未払法人税等 65,367 47,947

未成業務受入金 2,766,081 1,925,176

受注損失引当金 31,541 101,107

その他 996,676 1,176,374

流動負債合計 4,146,922 3,659,461

固定負債   

長期借入金 － 90,000

その他 183,519 231,142

固定負債合計 183,519 321,142

負債合計 4,330,442 3,980,604

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,282,648 3,282,648

資本剰余金 4,139,404 4,139,436

利益剰余金 4,156,911 6,019,764

自己株式 △394,815 △395,007

株主資本合計 11,184,149 13,046,841

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 50,208 96,827

評価・換算差額等合計 50,208 96,827

純資産合計 11,234,358 13,143,669

負債純資産合計 15,564,800 17,124,273



（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年８月１日 
 至 平成21年４月30日) 

売上高 4,621,242

売上原価 4,217,200

売上総利益 404,042

販売費及び一般管理費 1,697,678

営業損失（△） △1,293,636

営業外収益  

受取利息 25,875

受取配当金 3,644

その他 24,240

営業外収益合計 53,761

営業外費用  

支払利息 16,722

貸倒引当金繰入額 28,121

持分法による投資損失 664

その他 1,496

営業外費用合計 47,004

経常損失（△） △1,286,879

特別損失  

固定資産除売却損 3,093

子会社株式売却損 7,724

投資有価証券評価損 76,564

減損損失 241,319

特別損失合計 328,701

税金等調整前四半期純損失（△） △1,615,581

法人税、住民税及び事業税 84,753

四半期純損失（△） △1,700,334



（第３四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成21年２月１日 
 至 平成21年４月30日) 

売上高 2,574,461

売上原価 2,146,609

売上総利益 427,851

販売費及び一般管理費 529,939

営業損失（△） △102,087

営業外収益  

受取利息 6,739

持分法による投資利益 26

受取地代家賃 3,606

その他 1,625

営業外収益合計 11,996

営業外費用  

支払利息 5,271

貸倒引当金繰入額 29,191

その他 5

営業外費用合計 34,467

経常損失（△） △124,558

特別利益  

貸倒引当金戻入額 608

特別利益合計 608

特別損失  

固定資産除売却損 2,063

子会社株式売却損 7,724

投資有価証券評価損 6,547

減損損失 8,111

特別損失合計 24,446

税金等調整前四半期純損失（△） △148,397

法人税、住民税及び事業税 62,808

四半期純損失（△） △211,205



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年８月１日 
 至 平成21年４月30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（△） △1,615,581

減価償却費 284,136

減損損失 241,319

子会社株式売却損益（△は益） 7,724

貸倒引当金の増減額（△は減少） 30,066

受注損失引当金の増減額（△は減少） △69,566

投資有価証券評価損益（△は益） 76,564

有形固定資産除売却損益（△は益） 3,093

受取利息及び受取配当金 △29,520

支払利息 16,722

売上債権の増減額（△は増加） △34,470

たな卸資産の増減額（△は増加） △371,279

仕入債務の増減額（△は減少） △71,599

未成業務受入金の増減額（△は減少） 840,904

その他 △103,626

小計 △795,111

利息及び配当金の受取額 29,221

利息の支払額 △16,722

法人税等の支払額 △49,347

営業活動によるキャッシュ・フロー △831,959

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有価証券の取得による支出 △49,978

有価証券の償還による収入 400,000

定期預金の増減額（△は増加） 42,236

投資有価証券の取得による支出 △24,989

投資有価証券の売却による収入 1,764

有形固定資産の取得による支出 △25,723

貸付けによる支出 △2,215

貸付金の回収による収入 1,452

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
支出

△928

その他 25,569

投資活動によるキャッシュ・フロー 367,187

財務活動によるキャッシュ・フロー  

長期借入金の返済による支出 △140,000

配当金の支払額 △156,641

自己株式の取得による支出 △174

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △54,850

その他 190

財務活動によるキャッシュ・フロー △351,476

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △816,248

現金及び現金同等物の期首残高 6,925,485

現金及び現金同等物の四半期末残高 6,109,237



 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３四半期連結会計期間（自 平成21年２月１日 至 平成21年４月30日） 

  
当第３四半期連結累計期間（自 平成20年８月１日 至 平成21年４月30日） 

 （注）１．事業区分の方法 

事業区分の方法は、役務の種類・性質の類似性を勘案し、総合建設コンサルタント事業、複写製本事業、不

動産事業、スポーツ施設運営事業にセグメンテーションしております。 

２．各事業区分の主要業務 

  

当第３四半期連結会計期間（自 平成21年２月１日 至 平成21年４月30日）及び当第３四半期連結累計期間 

（自 平成20年８月１日 至 平成21年４月30日） 

当社は、本邦以外の国または地域に所在する連結子会社および在外支店がないため該当事項はありません。 
  

当第３四半期連結会計期間（自 平成21年２月１日 至 平成21年４月30日）及び当第３四半期連結累計期間 

（自 平成20年８月１日 至 平成21年４月30日） 

当社は、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〕

  

総合建設コ
ンサルタン
ト事業 
（千円） 

複写製本事
業（千円） 

不動産事業
（千円） 

スポーツ施
設運営事業 
（千円） 

合計
（千円） 

消去または
全社(千円) 

連結
（千円） 

売上高               

(1）外部顧客に対する売上高  2,340,970 94,622 16,907 121,960  2,574,461    － 2,574,461

(2）セグメント間の内部売上高  － 83,044 － 1,440  84,484  (84,484) －

計  2,340,970 177,666 16,907 123,400  2,658,945  (84,484) 2,574,461

営業利益または営業損失(△)  △94,168 10,864 5,704 △14,818  △92,418  (9,669) △102,087

  

総合建設コ
ンサルタン
ト事業 
（千円） 

複写製本事
業（千円） 

不動産事業
（千円） 

スポーツ施
設運営事業 
（千円） 

合計
（千円） 

消去または
全社(千円) 

連結
（千円） 

売上高               

(1）外部顧客に対する売上高  3,953,501 245,790 53,015 368,934  4,621,242  － 4,621,242

(2）セグメント間の内部売上高  432 191,515 － 4,182  196,130  (196,130) －

計  3,953,933 437,306 53,015 373,116  4,817,372  (196,130) 4,621,242

営業利益または営業損失(△)  △1,243,663 △23,353 3,711 △30,361  △1,293,667  (△31) △1,293,636

事業区分 主要業務内容

総合建設コンサルタント事業 
建設コンサルタント、建築設計、補償コンサルタント、環境アセスメン

ト、一般測量、航空測量、地質調査 

複写製本事業 陽画焼付、図面複写、各種印刷および製本等 

不動産事業 不動産の分譲、賃貸および住宅の販売 

スポーツ施設運営事業 スポーツ施設および関連施設の運営等 

〔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３四半期連結累計期間
（自 平成19年８月１日 
至 平成20年４月30日） 

区分 金額（千円）

Ⅰ 売上高  6,681,325

Ⅱ 売上原価  5,079,916

売上総利益  1,601,408

Ⅲ 販売費及び一般管理費  2,044,975

営業損失(△) △443,566

Ⅳ 営業外収益  71,621

Ⅴ 営業外費用  24,965

経常損失(△) △396,909

Ⅵ 特別利益  1,926

Ⅶ 特別損失  938,827

税金等調整前四半期純損失(△) △1,333,811

税金費用  260,274

四半期純損失(△) △1,594,085

    



前第３四半期連結累計期間（自 平成19年８月１日 至 平成20年４月30日） 

前第３四半期連結累計期間（自 平成19年８月１日 至 平成20年４月30日） 

当社は、本邦以外の国または地域に所在する連結子会社および在外支店がないため該当事項はありません。 

  

前第３四半期連結累計期間（自 平成19年８月１日 至 平成20年４月30日） 

当社は、海外売上高がないため該当事項はありません。 

  

  

（２）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

  

総合建設コ
ンサルタン
ト事業 
（千円） 

複写製本事
業（千円） 

不動産事業
（千円） 

スポーツ施
設運営事業 
（千円） 

外食事業
(千円)  

合計 
（千円） 

消去または
全社(千円) 

連結
（千円） 

売上高                 

(1）外部顧客に対する売

上高 
 5,865,031 334,104 9,439 386,935  85,814  6,681,325  － 6,681,325

(2）セグメント間の内部

売上高 
 － 270,358 － 3,455  21  273,836 (273,836) －

計  5,865,031 604,463 9,439 390,391  85,835  6,955,161 (273,836) 6,681,325

営業利益または営業損失(△)  △239,341 43,792 △230,739 △17,049  △7,543  △450,881 (△7,315) △443,566

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕
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