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1.  平成21年9月期第3四半期の連結業績（平成20年10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9月期第3四半期 13,509 ― △34 ― △280 ― △674 ―

20年9月期第3四半期 13,006 △10.7 △76 ― △127 ― △141 ―

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 △47.24 ―

20年9月期第3四半期 △9.69 ―

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 10,746 4,457 40.8 330.10
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3四半期  4,379百万円 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  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 17,950 2.7 220 303.0 20 ― △400 ― △28.36
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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。 

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3四半期 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3四半期 1,912,701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3四半期 14,282,258株 20年9月期第3四半期 14,654,727株
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当第３四半期連結会計期間（平成21年４月１日～平成21年６月30日）におけるわが国経済は、政府の経済刺激策等

により輸出や生産に持ち直しの動きが見られたものの、世界的な不況の影響下にあり、企業収益の減少、雇用情勢の

悪化等、依然として厳しい状況で推移しました。 

 当建設関連業界におきましては、平成20年度第二次補正予算等の効果が見られたものの、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となりました。 

  このような事業環境の下、当社は受注拡大に向け、国等からのプロポーザル案件への積極的な対応のほか、各自治

体における平成21年度予算関連業務を着実に受注してまいりました。 

 その結果、当第３四半期連結会計期間における業績は、受注高が50億40百万円（前年同期比8.6％増）、売上高が

百万円（前年同期比6.5％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ものの、営業損益は 百万円

の損失（前年同期は6億51百万円の損失）となり、また、アドバイザリー手数料70百万円を営業外費用に計上したこ

と等により、経常損益は 百万円の損失（前年同期は6億79百万円の損失）、四半期純損益は 百万円の損失

（前年同期は5億8百万円の損失）となりました。 

 なお、当第３四半期連結累計期間においては、受注高が146億32百万円（前年同期比20.8％増）、売上高が

百万円（前年同期比3.9％増）となりました。営業損益は 百万円の損失（前年同期は76百万円の損失）、また、持

分法による投資損失やアドバイザリー手数料の計上等により経常損益は 百万円の損失（前年同期は1億27百万円

の損失）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1億41百万円の損

失）となりました。 

 なお、納品が年度末に集中する官公需の特殊性により、当社グループの売上高は第２四半期連結会計期間に増加す

る季節的変動があるため、当第３四半期連結会計期間では損失計上となる傾向にあります。 

  

 当第３四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6億17百万円増加の 百万円となりまし

た。これは主として、売掛金の回収等により現金及び預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18億2百万円増加の 百万円となりました。これは主として、前受金

や退職給付引当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11億84百万円減少の 百万円となりました。これは主として、自己

株式の取得及び利益剰余金の減少によるものであります。 

  

平成21年５月８日に公表いたしました連結業績予想から修正は行っておりません。 

（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

32億53

5億63

6億54 6億66

135億9

34

2億80

6億74

２．連結財政状態に関する定性的情報

107億46

62億88

44億57

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３四半期連結累計期間の営業損失、経常損失及び税金等

調整前四半期純損失は、それぞれ7,805千円減少しております。 

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３四半期連結累計期間の営業損失及び経常損失は

28,389千円それぞれ減少し、税金等調整前四半期純損失は103,744千円減少しております。 

  

（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３四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９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,101,225 1,487,245

受取手形及び売掛金 299,383 1,563,896

仕掛品 3,192,745 3,186,518

原材料及び貯蔵品 1,916 4,202

繰延税金資産 254,652 357,556

その他 240,752 527,605

貸倒引当金 △5,955 △6,077

流動資産合計 7,084,720 7,120,947

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 291,926 249,328

航空機（純額） 80,277 64,182

機械及び装置（純額） 298,791 259,967

車両運搬具及び工具器具備品（純額） 157,498 171,735

土地 320,153 320,153

その他（純額） 431,550 －

有形固定資産合計 1,580,197 1,065,366

無形固定資産   

ソフトウエア 376,680 277,827

その他 218,619 95,332

無形固定資産合計 595,299 373,160

投資その他の資産   

投資有価証券 853,763 928,526

長期貸付金 248,568 17,850

繰延税金資産 47,336 23,716

敷金及び保証金 462,166 504,160

その他 115,809 102,535

貸倒引当金 △241,535 △7,300

投資その他の資産合計 1,486,109 1,569,489

固定資産合計 3,661,606 3,008,016

資産合計 10,746,326 10,128,963
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（単位：千円）

当第３四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９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 213,645 572,941

未払法人税等 52,119 65,063

前受金 2,584,951 1,118,349

賞与引当金 162,447 227,101

受注損失引当金 121,053 82,350

その他 668,549 595,831

流動負債合計 3,802,767 2,661,637

固定負債   

退職給付引当金 1,924,541 1,702,859

役員退職慰労引当金 124,901 113,368

繰延税金負債 2,886 3,990

その他 433,770 4,882

固定負債合計 2,486,100 1,825,101

負債合計 6,288,867 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 1,504,677 2,224,849

自己株式 △602,181 △162,126

株主資本合計 4,354,959 5,515,186

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 24,624 55,115

評価・換算差額等合計 24,624 55,115

少数株主持分 77,875 71,923

純資産合計 4,457,459 5,642,225

負債純資産合計 10,746,326 10,128,963
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（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10月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 13,509,902

売上原価 10,524,112

売上総利益 2,985,790

販売費及び一般管理費 3,020,766

営業損失（△） △34,976

営業外収益  

受取利息 7,859

受取配当金 9,595

その他 23,803

営業外収益合計 41,258

営業外費用  

支払利息 30,921

持分法による投資損失 100,865

アドバイザリー手数料 97,500

シンジケートローン手数料 31,250

その他 25,821

営業外費用合計 286,358

経常損失（△） △280,076

特別利益  

前期損益修正益 85,913

固定資産売却益 1,418

特別利益合計 87,331

特別損失  

固定資産売却損 8,400

固定資産除却損 6,669

投資有価証券評価損 33,958

関係会社株式売却損 41,765

貸倒引当金繰入額 234,120

その他 3,544

特別損失合計 328,458

税金等調整前四半期純損失（△） △521,203

法人税等 146,885

少数株主利益 6,565

四半期純損失（△） △674,655
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（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４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 3,253,820

売上原価 2,793,869

売上総利益 459,950

販売費及び一般管理費 1,022,957

営業損失（△） △563,006

営業外収益  

受取利息 3,133

受取配当金 4,977

その他 7,309

営業外収益合計 15,420

営業外費用  

支払利息 11,568

持分法による投資損失 660

アドバイザリー手数料 70,000

シンジケートローン手数料 3,750

その他 21,395

営業外費用合計 107,374

経常損失（△） △654,960

特別利益  

固定資産売却益 472

貸倒引当金戻入額 4,000

投資有価証券評価損戻入益 52,784

特別利益合計 57,257

特別損失  

固定資産売却損 8,400

固定資産除却損 3,134

関係会社株式売却損 41,765

その他 2,920

特別損失合計 56,221

税金等調整前四半期純損失（△） △653,924

法人税等 15,878

少数株主損失（△） △2,863

四半期純損失（△） △666,938
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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３四半期連結累計期間 
(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  

税金等調整前四半期純損失（△） △521,203

減価償却費 268,753

持分法による投資損益（△は益） 100,865

賞与引当金の増減額（△は減少） △64,654

受注損失引当金の増減額（△は減少） 38,703

退職給付引当金の増減額（△は減少） 221,681

貸倒引当金の増減額（△は減少） 234,113

受取利息及び受取配当金 △17,455

支払利息 30,921

投資有価証券評価損益（△は益） 33,958

関係会社株式売却損益（△は益） 41,765

有形固定資産除却損 6,669

有形固定資産売却損益（△は益） 8,400

売上債権の増減額（△は増加） 1,264,894

たな卸資産の増減額（△は増加） △913

仕入債務の増減額（△は減少） △359,295

未払消費税等の増減額（△は減少） △47,704

前受金の増減額（△は減少） 1,466,601

その他 146,080

小計 2,852,182

利息及び配当金の受取額 20,557

利息の支払額 △30,921

法人税等の支払額 △56,420

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,785,396

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 △929,356

有形固定資産の売却による収入 20,188

無形固定資産の取得による支出 △327,695

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 4,632

その他 3

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,233,427

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 △599,655

配当金の支払額 △45,516

セール・アンド・リースバックによる収入 716,500

リース債務の返済による支出 △8,509

財務活動によるキャッシュ・フロー 62,819

現金及び現金同等物に係る換算差額 △808

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,613,980

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 3,101,225
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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３四半期連結会計期間（自平成21年４月１日 至平成21年６月30日）及び当第３四半期連結累計期間（自

平成20年10月１日 至平成21年６月30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３四半期連結会計期間（自平成21年４月１日 至平成21年６月30日）及び当第３四半期連結累計期間（自

平成20年10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３四半期連結会計期間（自平成21年４月１日 至平成21年６月30日）及び当第３四半期連結累計期間（自

平成20年10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。  

  

 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。 

 また、平成21年４月６日開催の取締役会の決議に基づいて、平成21年４月10日付で自己株式1,900千株を取得

しております。この結果、自己株式が598,500千円増加し、当第３四半期連結会計期間末において自己株式が

602,181千円となっております。 

  

（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等 

（要約）四半期連結損益計算書 

  

科目 

前年同四半期
（平成20年９月期 
第３四半期） 

金額（百万円）

Ⅰ 売上高  13,006

Ⅱ 売上原価  9,934

売上総利益  3,071

Ⅲ 販売費及び一般管理費  3,147

営業損失（△） △76

Ⅳ 営業外収益  46

Ⅴ 営業外費用  97

経常損失（△） △127

Ⅵ 特別利益  54

Ⅶ 特別損失  144

税金等調整前四半期純損失（△） △218

法人税、住民税及び事業税  44

法人税等調整額 △120

少数株主損失（△） △0

四半期純損失（△） △141
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受注及び販売の状況  

 当第３四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、納品が年度末に集中する官公需の特殊性により第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、それに伴い業績に季節的変動があります。  

  

前第３四半期連結累計期間（平成19年10月１日～平成20年６月30日）  

  

当第３四半期連結累計期間（平成20年10月１日～平成21年６月30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
（％） 

当第３四半期末
受注残高 
（千円） 

情報システム  7,008,503  7,523,676  △15.0  8,201,291  △17.7  6,330,889

コンサルタント  4,459,382  4,588,120  △0.8  4,804,733   4.5  4,242,769

合計  11,467,886  12,111,796  △10.1  13,006,024   △10.7  10,573,658

業務区分 
第３四半期連結 
会計期間受注高
（千円） 

第３四半期連結
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  3,403,419  10,238,784   36.1  8,430,280   33.2

コンサルタント  1,637,446  4,394,016  △4.2  3,738,506  △11.9

合計  5,040,865  14,632,801   20.8  12,168,787  15.1

業務区分 
第３四半期連結 
会計期間売上高
（千円） 

第３四半期連結
累計期間売上高 
（千円） 

前年
同期比 
（％） 

情報システム  2,357,403  8,811,831  7.4

コンサルタント  896,417  4,698,071  △2.2

合計  3,253,820  13,509,902  3.9

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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