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1.  平成21年9月期第3四半期の業績（平成20年10月1日～平成21年6月30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3四半期 3,766 ― 31 ― 30 ― 4 ―

20年9月期第3四半期 3,928 △7.4 232 △41.4 235 △41.6 129 △43.4

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3四半期 1.18 ―

20年9月期第3四半期 33.39 ―

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3四半期 3,976 3,113 78.3 800.06
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3四半期  3,113百万円 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3四半期 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3四半期  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3四半期 3,891,092株 20年9月期第3四半期 3,891,171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．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。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．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。 



当第３四半期累計期間におけるわが国の経済は、依然として、過去に例を見ない景気停滞から抜け出しているとは

言えない状況であります。当社をとりまく営業環境も、公共事業予算の継続的縮減、価格競争の激化、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、厳しい状況が続いています。 

この中で当社は、従来より、営業市場を公共市場から民間市場へと転換を図り、品質・コスト競争力の向上に鋭意

努力して参りました。また合わせて当第３四半期は、第２四半期と同じく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、エコエネルギーのひとつである風力発電に関わる環境ビジネス市場に注力して参りました。 

しかしながら、土壌汚染調査や分析業務の減少分を補完するには至らず、当第３四半期累計期間の売上高は、37億

６千６百万円と前年同期実績を下回る（前年同期比95.9％）結果となりました。加えて予想を上回る価格競争による

低廉化の影響で原価率が大幅に悪化し、その結果、経常利益は３千万円（前年同期は２億３千５百万円）、四半期純

利益は４百万円（前年同期は１億２千９百万円）となりました。 

  

  当第３四半期会計期間末における資産合計は39億７千６百万円となり、前事業年度末に比べて２億２千５百万円減

少しました。このうち流動資産は18億２千６百万円となり同３億１千４百万円減少しております。この主な要因は、

固定資産の取得等に伴う現金及び預金の減少２億２百万円、仕掛業務の完成に伴う未成業務支出金の減少１億１千１

百万円等によるものです。 

 固定資産は21億５千万円となり、前事業年度末に比べて８千８百万円増加しております。この主な要因は有形固定

資産の増加１億１千６百万円によるものです。 

 負債合計は８億６千３百万円となり、前事業年度末に比べて１億８千５百万円減少しました。この主な要因は、賞

与引当金の減少１億１千２百万円および退職金の支払いによる退職給付引当金の減少３千７百万円等によるものであ

ります。 

 純資産合計は、31億１千３百万円となり前事業年度末に比べて３千９百万円減少しました。この主な要因は、期末

配当金および中間配当金の支払いによるものであります。 

  

（キャッシュ・フローの状況） 

 当第３四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２億２百

万円減少し４億７千２百万円となりました。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） 

 営業活動により得られた資金は、１億３百万円となりました。その主な要因は、税引前四半期純利益は２千２百

万円を計上しましたが、そのうち現金支出を伴わない減価償却費１億４千１百万円等があったことによるもので

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、２億５千２百万円となりました。その主な要因は、有形固定資産の取得による

支出２億４千６百万円によるものです。 

（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、５千３百万円となりました、その主な要因は、配当金の支払額４千５百万円に

よるものです。 

  

 通期（平成21年９月期）の業績予想につきましては、平成21年４月28日に「業績予想の修正に関するお知らせ」を

公表しております。経営環境は依然として大変厳しい状況下にありますが、現時点において業績予想の変更は行って

おりません。コスト縮減に向け一層の努力をし、業績予想を達成する所存であります。 

  

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

３．業績予想に関する定性的情報



  

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。 

  

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。 

  

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３四半期会計期間末 
(平成21年６月30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 492,977 695,445

受取手形 33,894 18,461

完成業務未収入金 715,975 785,902

未成業務支出金 431,835 543,365

貯蔵品 19,006 20,142

繰延税金資産 85,649 71,348

その他 51,781 10,928

貸倒引当金 △4,660 △4,990

流動資産合計 1,826,459 2,140,604

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 861,960 501,624

構築物（純額） 8,382 8,304

機械及び装置（純額） 53,094 41,231

車両運搬具（純額） 405 283

工具、器具及び備品（純額） 132,878 150,455

土地 624,751 624,751

リース資産（純額） 77,882 －

建設仮勘定 － 315,788

有形固定資産合計 1,759,355 1,642,439

無形固定資産   

電話加入権 9,994 9,994

施設利用権 1,730 1,840

ソフトウエア 12,242 11,654

無形固定資産合計 23,967 23,489

投資その他の資産   

投資有価証券 148,668 152,450

破産更生債権等 22,476 22,658

繰延税金資産 145,316 171,341

差入保証金 57,961 58,167

その他 14,809 13,417

貸倒引当金 △22,236 △22,418

投資その他の資産合計 366,995 395,616

固定資産合計 2,150,318 2,061,546

資産合計 3,976,778 4,202,150



（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成21年６月30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 188,159 187,499

リース債務 17,391 －

未払金 30,108 107,592

未払費用 101,454 93,313

未払法人税等 9,313 29,383

未成業務受入金 94,940 94,361

預り金 35,184 12,807

賞与引当金 19,377 131,971

役員賞与引当金 2,400 20,920

その他 1,752 13,050

流動負債合計 500,082 690,899

固定負債   

リース債務 60,651 －

長期未払金 57,166 75,638

退職給付引当金 245,784 282,927

固定負債合計 363,603 358,566

負債合計 863,685 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 2,395,255 2,437,347

自己株式 △19,799 △19,799

株主資本合計 3,121,761 3,163,853

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △8,668 △11,168

評価・換算差額等合計 △8,668 △11,168

純資産合計 3,113,092 3,152,684

負債純資産合計 3,976,778 4,202,150



（２）四半期損益計算書 
（第３四半期累計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期累計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 3,766,559

売上原価 2,754,179

売上総利益 1,012,380

販売費及び一般管理費 981,231

営業利益 31,149

営業外収益  

受取利息 131

受取賃貸料 1,160

受取配当金 140

その他 2,198

営業外収益合計 3,630

営業外費用  

支払利息 3,844

その他 4

営業外費用合計 3,849

経常利益 30,930

特別利益  

固定資産売却益 193

貸倒引当金戻入額 260

特別利益合計 453

特別損失  

固定資産除却損 1,688

投資有価証券評価損 7,150

特別損失合計 8,839

税引前四半期純利益 22,544

法人税、住民税及び事業税 7,921

法人税等調整額 10,022

法人税等合計 17,943

四半期純利益 4,601



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第３四半期累計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年６月30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 22,544

減価償却費 141,906

貸倒引当金の増減額（△は減少） △511

賞与引当金の増減額（△は減少） △112,594

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △18,520

長期未払金の増減額（△は減少） △18,471

退職給付引当金の増減額（△は減少） △37,142

投資有価証券評価損益（△は益） 7,150

受取利息及び受取配当金 △271

支払利息 3,844

有形固定資産売却損益（△は益） △193

有形固定資産除却損 1,688

売上債権の増減額（△は増加） 54,493

未成業務受入金の増減額（△は減少） 578

たな卸資産の増減額（△は増加） 112,666

仕入債務の増減額（△は減少） 660

その他 16,884

小計 174,713

利息及び配当金の受取額 271

利息の支払額 △3,844

法人税等の支払額 △67,692

営業活動によるキャッシュ・フロー 103,447

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 △246,442

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 833

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 661

その他 △1,566

投資活動によるキャッシュ・フロー △252,480

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 △800,000

リース債務の返済による支出 △7,746

配当金の支払額 △45,689

財務活動によるキャッシュ・フロー △53,436

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △202,468

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 472,977



 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等 

（１）（要約）四半期損益計算書 

前第３四半期累計期間（平成19年10月１日～平成20年６月30日） 

  

科目 

前年同四半期
（平成20年９月期 
第３四半期） 

金額（千円）

Ⅰ 売上高  3,928,512

Ⅱ 売上原価  2,691,943

売上総利益  1,236,568

Ⅲ 販売費及び一般管理費  1,003,928

営業利益  232,639

Ⅳ 営業外収益  3,480

Ⅴ 営業外費用  504

経常利益  235,615

Ⅵ 特別利益  9,069

Ⅶ 特別損失  2,051

税引前四半期純利益  242,634

税金費用  112,726

四半期純利益  129,907



    前第３四半期累計期間（平成19年10月１日～平成20年６月30日）  

  

（２）（要約）四半期キャッシュ・フロー計算書

  
前年同四半期

（平成20年９月期 
第３四半期） 

区分 金額（千円）

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

 税引前四半期純利益       242,634

 減価償却費  89,985

 賞与引当金の増加額（△減少額） △104,212

 売上債権の減少額  325,461

 未成調査等受入金の増加額  30,989

 未成調査支出金の減少額  67,027

 法人税等の支払額 △80,411

 その他 △56,260

営業活動によるキャッシュ・フロー  515,213

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 △180,680

 その他 △32,115

投資活動によるキャッシュ・フロー △212,796

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

 短期借入金の返済による支出 △200,000

 自己株式取得による支出 △71

 配当金の支払額 △45,358

財務活動によるキャッシュ・フロー △45,429

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額  256,987

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四半期末残高  1,149,065



   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 

前第３四半期累計期間 

   （自 平成19年10月１日  

     至 平成20年６月30日）  

     当第３四半期累計期間 

   （自 平成20年10月１日 

    至 平成21年６月30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    2,188,751    1,673,649  2,115,184    1,565,352  2,590,973    1,547,120

 計量部門    1,732,540    644,232  1,613,392  665,370    2,144,311    511,758

 建築物管理部門  232,119  76,468    236,452  91,889  301,378  65,263

 合 計  4,153,411  2,394,349    3,965,029    2,322,612  5,036,663    2,124,142

 期別 

  

  

 部門 

前第３四半期累計期間 

   （自 平成19年10月１日  

     至 平成20年６月30日）  

     当第３四半期累計期間 

   （自 平成20年10月１日 

    至 平成21年６月30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  2,092,085 53.2  2,096,952 55.7  2,620,834 51.6 

 計量部門    1,605,032 40.9  1,459,780 38.7    2,149,277 42.3 

 建築物管理部門  231,394 5.9    209,827 5.6  311,858 6.1 

 合 計  3,928,512 100.0    3,766,559 100.0  5,081,971 100.0  

６．その他の情報
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