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1.  平成21年12月期第2四半期の連結業績（平成21年1月1日～平成21年6月30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2四半期 2,615 ― △20 ― 2 ― △31 ―
20年12月期第2四半期 2,871 △6.1 83 △47.3 94 △37.5 62 △40.2

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2四半期 △4.22 ―
20年12月期第2四半期 8.36 ―

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2四半期 6,066 4,468 73.7 598.03
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2四半期  4,468百万円 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 ― 0.00
21年12月期 

（予想）
― 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  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 4,855 5.1 9 ― 34 ― △11 ― △1.58



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8月4日に業績予想を修正しております。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2四半期 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2四半期  324,639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2四半期 7,472,487株 20年12月期第2四半期 7,474,004株



 当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、昨年秋の世界的な不況を背景に厳しい状況で推移しました

が、企業の在庫調整の進展や政府の経済対策などにより輸出などに一部持ち直しの動きがみられました。しかしな

がら設備や雇用の過剰感は依然として強く、消費の本格回復には至りませんでした。 

 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が、本年度は追加経済対策として補

正予算が計上され、下期の受注の伸びにつながるものと期待されます。 

    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２四半期連結累計期間の受注高は13億３千６百万円となりました。一方、完成業務高は26億１千

５百万円、営業損失は２千万円、経常利益は２百万円、四半期純損失は３千１百万円となりました。 

 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11億２千３百万円となりました。一方、完成業務高は20億２千７百万円となりました。 

［情報処理部門］ 

 情報処理部門につきましては、受注高は２億１千３百万円となりました。一方、完成業務高は５億８千８百万円

となりました。 

 当第２四半期連結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、主として売上債権の減少、

未成業務支出金の減少、未成業務受入金の増加などにより、前連結会計年度末に比べて８億１百万円増加し、当第

２四半期連結会計期間末の残高は16億８千６百万円となりました。 

 当第２四半期連結累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） 

 営業活動により得られた資金は８億１百万円となりました。 

 主な内訳は売上債権の減少額３億９百万円、未成業務支出金の減少額２億５千６百万円、未成業務受入金の増加

額３億５千４百万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０百万円となりました。 

（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８月４日に業績予想の修正を公表しております。詳しくは、８月４日付「営業外収益の計上及び業績

予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

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２四半期連結会計期間末
(平成21年６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12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,562,603 3,757,704

受取手形及び完成業務未収入金 136,092 445,397

未成業務支出金 430,578 686,974

その他 47,813 51,226

流動資産合計 5,177,087 4,941,303

固定資産   

有形固定資産 253,803 254,058

無形固定資産 111,819 111,236

投資その他の資産 523,755 536,305

固定資産合計 889,378 901,600

資産合計 6,066,466 5,842,904

負債の部   

流動負債   

業務未払金 81,665 132,478

未払法人税等 43,141 52,429

未成業務受入金 539,248 185,050

賞与引当金 26,950 19,680

受注損失引当金 13,391 7,023

その他 243,995 213,416

流動負債合計 948,392 610,078

固定負債   

退職給付引当金 547,366 575,686

その他 102,120 156,169

固定負債合計 649,486 731,855

負債合計 1,597,878 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 432,733 464,248

自己株式 △284,474 △284,424

株主資本合計 4,412,566 4,444,132

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 56,021 56,838

評価・換算差額等合計 56,021 56,838

純資産合計 4,468,588 4,500,970

負債純資産合計 6,066,466 5,842,904



（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21年１月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高  

完成業務高 2,615,971

売上原価  

完成業務原価 2,018,312

売上総利益 597,659

販売費及び一般管理費 618,620

営業損失（△） △20,960

営業外収益  

受取利息 5,768

受取配当金 4,266

保険解約返戻金 16,917

その他 3,921

営業外収益合計 30,874

営業外費用  

株式関係費用 7,195

その他 226

営業外費用合計 7,421

経常利益 2,491

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利益 2,476

法人税、住民税及び事業税 33,992

四半期純損失（△） △31,515



（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21年１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  

税金等調整前四半期純利益 2,476

減価償却費 24,555

賞与引当金の増減額（△は減少） 7,270

受注損失引当金の増減額（△は減少） 6,368

退職給付引当金の増減額（△は減少） △28,320

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 △10,035

固定資産除売却損益（△は益） 15

売上債権の増減額（△は増加） 309,305

未成業務支出金の増減額（△は増加） 256,396

仕入債務の増減額（△は減少） △50,813

未成業務受入金の増減額（△は減少） 354,197

その他 70,922

小計 834,611

利息及び配当金の受取額 10,363

法人税等の支払額 △46,681

法人税等の還付額 2,874

営業活動によるキャッシュ・フロー 801,167

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） △3,437

有形固定資産の取得による支出 △3,942

無形固定資産の取得による支出 △20,004

その他の支出 △13,277

その他の収入 41,373

投資活動によるキャッシュ・フロー 712

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 △50

配当金の支払額 △155

財務活動によるキャッシュ・フロー △205

現金及び現金同等物に係る換算差額 △212

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 801,462

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 1,686,219



 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２四半期連結累計期間（自 平成21年１月１日 至 平成21年６月30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２四半期連結累計期間（自 平成21年１月１日 至 平成21年６月30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２四半期連結累計期間（自 平成21年１月１日 至 平成21年６月30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。  

  

 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 

（１）中間連結損益計算書 

  

  
前中間連結会計期間

（自 平成20年１月１日 
至 平成20年６月30日） 

区分 金額（千円）
百分比
（％） 

Ⅰ 売上高      

完成業務高   2,871,451 100.0

Ⅱ 売上原価      

完成業務原価   2,125,498 74.0

売上総利益   745,952 26.0

Ⅲ 販売費及び一般管理費   662,216 23.1

営業利益   83,736 2.9

Ⅳ 営業外収益      

１．受取利息 6,439    

２．受取配当金 4,590    

３．保険事務手数料 880    

４．出向者業務分担金 1,101    

５．保険解約益 5,378    

６．その他 2,729 21,119 0.7

Ⅴ 営業外費用      

１．株式関係費用 9,837    

２．その他 585 10,422 0.3

経常利益   94,432 3.3

Ⅵ 特別利益      

１．貸倒引当金戻入益 26 26 0.0

Ⅶ 特別損失      

１．固定資産除却損 1,090 1,090 0.0

税金等調整前中間純利益   93,369 3.3

法人税、住民税及び事業税   30,887 1.1

中間純利益   62,481 2.2

       



   

（２）中間連結キャッシュ・フロー計算書

  
前中間連結会計期間

（自 平成20年１月１日 
至 平成20年６月30日） 

区分 金額（千円）

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前中間純利益 93,369

減価償却費 27,036

貸倒引当金の増減額 △26

賞与引当金の増減額 △2,915

受注損失引当金の増減額 △3,708

退職給付引当金の増減額 △13,588

役員退職慰労引当金の増減額 △27,060

受取利息及び受取配当金 △11,029

為替差損益 461

固定資産除売却損 1,090

売上債権の増減額 240,805

未成業務支出金の増減額 297,901

仕入債務の増減額 5,870

未払消費税等の増減額 27,988

未成業務受入金の増減額 404,592

その他 34,875

小計 1,075,661

利息及び配当金の受取額 10,852

法人税等の支払額 △43,401

法人税等の還付額 2,561

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,045,674

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の預入による支出 △1,074,204

定期預金の払戻による収入 1,070,872

有形固定資産の取得による支出 △7,137

無形固定資産の取得による支出 △29,967

投資その他の資産の取得による支出 △8,111

投資その他の資産の売却による収入 25,638

投資活動によるキャッシュ・フロー △22,910

Ⅲ 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 △244

配当金の支払額 △37,079

財務活動によるキャッシュ・フロー △37,324

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △461

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額 984,978

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中間期末残高 2,377,017

   



前中間連結会計期間（自 平成20年１月１日 至 平成20年６月30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。  

  

前中間連結会計期間（自 平成20年１月１日 至 平成20年６月30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。  

  

前中間連結会計期間（自 平成20年１月１日 至 平成20年６月30日） 

 海外売上高がないため、該当事項はありません。 

  

（３）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〕



（1）連結受注・販売実績（累計） 

① 連結受注状況 

当第２四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２四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２四半期 
（平成20年12月期 
第２四半期） 

当第２四半期 
（平成21年12月期 
第２四半期） 

（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） 
1,237,517 1,726,279 1,104,010 1,475,710 3,306,055 2,364,934 

その他 156,150 277,043 19,610 23,990 175,826 38,546 

小計 1,393,668 2,003,322 1,123,621 1,499,700 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 
401,777 397,321 213,179 237,382 675,628 612,774 

小計 401,777 397,321 213,179 237,382 675,628 612,774 

合計 1,795,445 2,400,644 1,336,800 1,737,082 4,157,511 3,016,254 

        （単位：千円）

事業内容 

前第２四半期 
（平成20年12月期 
第２四半期） 

当第２四半期 
（平成21年12月期 
第２四半期） 

（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） 
2,308,685 80.4 1,993,235 76.2 3,738,568 81.0 

その他 30,717 1.1 34,166 1.3 288,890 6.2 

小計 2,339,402 81.5 2,027,401 77.5 4,027,458 87.2 

情報処理部門             

都市施設情報管理・ソフ

ト開発 
532,048 18.5 588,570 22.5 590,447 12.8 

小計 532,048 18.5 588,570 22.5 590,447 12.8 

合計 2,871,451 100.0 2,615,971 100.0 4,617,906 100.0 




