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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 8,625 ― 1,164 ― 1,237 ― 728 ―

20年12月期第2四半期 7,839 0.5 815 △8.6 870 △14.9 587 △17.1

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 7,323.96 ―

20年12月期第2四半期 5,908.16 ―

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 21,320 15,429 72.4 155,105.99
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2四半期  15,429百万円 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 ― 2,000.00

21年12月期 
（予想）

― 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 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. 上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業
況の変化等により上記予想数値と異なる場合があります。 
 2. 当連結会計年度より「四半期連結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 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2四半期  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2四半期  99,480株 20年12月期第2四半期  99,480株



当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、設備投資の大幅な減少、雇用情勢の更なる悪化による個人消費の

低迷等、世界的な金融不安に起因する景気の先行き不透明感は払拭されず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、景気刺激策として公共投資を再評価する声も聞かれるも

のの、国の公共事業費は当初予算ベースで実質的には８年連続の減少となっており、顧客ニーズの低コスト化・更なる

高度化等の要請を受け、企業間競争がより一層激化するなど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２四半期連結累計期間ではアジア、アフリ

カ、中近東、中南米の各地域において大型案件を受注し着実な成果を上げております。 

さらに、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２四半期連結累計期間の国内業務受注高は3.732百万円（前年同期比12.6%減）となったものの、海外

業務受注高は2,851百万円（同40.8%増）と大幅に増加し、全体では6,584百万円（同4.6%増）となりました。 

売上高は、業務完了・納品が好調に推移したことから国内業務は6,726百万円（同6.8%増）、海外業務は1,898百万円

（同23.3%増）、全体では8,625百万円（同10.0%増）となりました。 

利益面では、売上高の増加、販管費の減少により営業利益は1,164百万円（同42.9%増）、経常利益は1,237百万円

（同42.1%増）となり、四半期純利益は728百万円（同24.0%増）となりました。 

  

当社グループの売上高は、官公庁等からの受注によるものが大半を占め、その納期に対応して官公庁等の年度末が含

まれる第２四半期連結累計期間（１月～６月）に売上計上が集中するため、連結会計年度の前半６ヶ月間の売上高と後

半６ヶ月間の売上高の間に著しい相違があり、業績に季節的変動があります。 

  

※ 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２四半期連結会計期

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２四半期末における資産合計は、前連結会計年度末と比較して2,317百万円増加し21,320百万円となりました。

この主な要因は、流動資産の現金及び預金4,108百万円増加、受取手形及び完成業務未収入金952百万円減少、未成業務

支出金377百万円減少等と固定資産の投資有価証券395百万円減少等であります。 

当第２四半期末における負債合計は、前連結会計年度末と比較して2,025百万円増加し5,890百万円となりました。こ

の主な要因は、流動負債の未成業務受入金1,402百万円増加、未払法人税等392百万円増加等と固定負債の退職給付引当

金143百万円増加等であります。 

当第２四半期末における純資産合計は、前連結会計年度末と比較して291百万円増加し15,429百万円となりました。

この主な要因は、利益剰余金529百万円増加、その他有価証券評価差額金240百万円減少等であります。この結果、自己

資本比率は72.4％となりました。 

  

（キャッシュ・フローの状況） 

当第２四半期末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比較して4,108百万円増加し8,581百万円となりまし

た。 

なお、当第２四半期連結累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3,933百万円となりました。 

収入の主な内訳は、税金等調整前四半期純利益1,240百万円、営業債権の減少960百万円、たな卸資産の減少377百万

円、未成業務受入金の増加1,402百万円等であり、支出の主な内訳は、法人税等の支払額197百万円等であります。 

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

２．連結財政状態に関する定性的情報



（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372百万円となりました。 

収入の主な内訳は、保険積立金の払戻204百万円、有価証券（国債）の償還200百万円等であります。 

（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198百万円となりました。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。 

  

  

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２四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、前連結会計年度末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。  

  

  

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．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．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。   

  

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

（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 8,581,217 4,472,330

受取手形及び完成業務未収入金 512,338 1,465,200

有価証券 － 199,875

未成業務支出金 2,658,384 3,036,288

その他 485,387 409,390

貸倒引当金 △46,561 △31,783

流動資産合計 12,190,766 9,551,300

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,438,127 1,470,764

土地 1,326,543 1,326,543

その他（純額） 69,451 67,856

有形固定資産合計 2,834,122 2,865,164

無形固定資産 65,924 71,715

投資その他の資産   

投資有価証券 2,417,197 2,813,082

保険積立金 1,349,463 1,539,014

その他 2,481,237 2,179,692

貸倒引当金 △18,077 △16,983

投資その他の資産合計 6,229,821 6,514,805

固定資産合計 9,129,867 9,451,685

資産合計 21,320,634 19,002,986



（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) 

負債の部   

流動負債   

業務未払金 402,060 467,546

未払法人税等 563,626 171,333

未成業務受入金 2,125,286 723,124

賞与引当金 321,749 284,099

その他の引当金 19,239 42,743

その他 726,435 556,911

流動負債合計 4,158,397 2,245,758

固定負債   

退職給付引当金 1,577,400 1,433,940

その他 154,891 185,283

固定負債合計 1,732,292 1,619,224

負債合計 5,890,690 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 15,031,623 14,501,996

自己株式 △159,797 △159,797

株主資本合計 15,691,946 15,162,319

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △242,662 △1,703

為替換算調整勘定 △19,340 △22,611

評価・換算差額等合計 △262,002 △24,315

純資産合計 15,429,943 15,138,003

負債純資産合計 21,320,634 19,002,986



（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 8,625,211

売上原価 5,889,860

売上総利益 2,735,351

販売費及び一般管理費 1,570,526

営業利益 1,164,824

営業外収益  

受取利息 9,773

受取配当金 32,999

保険返戻金 14,456

為替差益 6,136

その他 10,652

営業外収益合計 74,018

営業外費用  

支払利息 1,379

営業外費用合計 1,379

経常利益 1,237,463

特別利益  

固定資産売却益 1,989

貸倒引当金戻入額 1,803

特別利益合計 3,792

特別損失  

固定資産除売却損 1,083

特別損失合計 1,083

税金等調整前四半期純利益 1,240,172

法人税、住民税及び事業税 588,066

法人税等調整額 △76,481

法人税等合計 511,584

四半期純利益 728,587



（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 1,240,172

減価償却費 60,206

受取利息及び受取配当金 △42,773

支払利息 1,379

為替差損益（△は益） △6,136

売上債権の増減額（△は増加） 960,047

たな卸資産の増減額（△は増加） 377,913

貸倒引当金の増減額（△は減少） 13,923

仕入債務の増減額（△は減少） △65,485

未成業務受入金の増減額（△は減少） 1,402,161

賞与引当金の増減額（△は減少） 37,650

退職給付引当金の増減額（△は減少） 143,460

その他 △67,493

小計 4,055,026

利息及び配当金の受取額 43,127

法人税等の還付額 33,004

法人税等の支払額 △197,736

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,933,422

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 △31,704

有形固定資産の売却による収入 2,428

無形固定資産の取得による支出 △4,466

有価証券の償還による収入 200,000

投資有価証券の取得による支出 △500

関係会社株式の取得による支出 △11,025

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 412

保険積立金の払戻による収入 204,238

その他 3,420

投資活動によるキャッシュ・フロー 372,803

財務活動によるキャッシュ・フロー  

配当金の支払額 △198,303

財務活動によるキャッシュ・フロー △198,303

現金及び現金同等物に係る換算差額 964

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 4,108,887

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 8,581,217



 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）  

(注)１. 国または地域は、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  その他  計  

Ⅰ 海外売上高（千円）   1,053,561   218,361    254,909   293,660   68,642   9,745   1,898,880

Ⅱ 連結売上高（千円） －   － － － － －   8,625,211

Ⅲ 海外売上高の連結売

上高に占める割合（％） 
 12.2   2.5   3.0   3.4  0.8   0.1  22.0

(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、インドネシア、 

   オセアニア   ネパール、バングラデシュ、カザフスタン、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、モーリシャス、タンザニア、カーボヴェルデ 

(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、ジャマイカ 

(5)北米 ……アメリカ合衆国 

(6)その他    ……マケドニア  

（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（百万円）
百分比
（％） 

Ⅰ 売上高        7,839,776  100.0

Ⅱ 売上原価                  

完成業務原価         5,342,730  68.1

売上総利益        2,497,046  31.9

Ⅲ 販売費及び一般管理費        1,681,954  21.5

営業利益        815,091  10.4

Ⅳ 営業外収益                  

１．受取利息  16,930            

２．受取配当金  36,355            

３. 賃貸料収入  4,073            

４. 保険満期返戻金  20,585            

５. その他  2,917  80,862  1.0

Ⅴ 営業外費用                  

１．支払利息  4,123            

２．為替差損  20,188            

３. その他  752  25,064  0.3

経常利益        870,889  11.1

Ⅵ 特別利益                  

１．投資有価証券売却益  100,105            

２．貸倒引当金戻入益  11,647            

３. 役員退職慰労引当金戻入益  12,300            

４．前期損益修正益  29,997  154,051  2.0

Ⅶ 特別損失                  

１．固定資産除売却損  928  928  0.0

税金等調整前中間純利益        1,024,012  13.1

法人税、住民税及び事業税  421,503            

過年度法人税等  11,245            

法人税等調整額  3,518  436,268  5.6

中間純利益        587,743  7.5

        



  

（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  1,024,012

減価償却費   54,606

受取利息及び受取配当金  △53,285

支払利息   4,123

為替差損   20,188

投資有価証券売却益 △100,105

保険満期返戻金  △20,585

受取手形及び完成業務未収入金の増減額
（増加：△）   1,074,178

未成業務支出金の増減額（増加：△）  441,465

前払費用の増減額（増加：△）   2,709

前払年金費用の増減額（増加：△）  △36,733

業務未払金の増減額（減少：△） △207,471

未成業務受入金の増減額（減少：△）  1,212,623

貸倒引当金の増減額（減少：△）  △8,360

賞与引当金の増減額（減少：△）  △90,855

退職給付引当金の増減額（減少：△）  47,888

役員退職慰労引当金の増減額（減少：△）   △191,100

長期未払金の増減額（減少：△）   185,169

その他  △16,233

小計  3,342,231

利息及び配当金の受取額   52,634

法人税等の支払額  △188,200

営業活動によるキャッシュ・フロー  3,206,665

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  △376,235

無形固定資産の取得による支出  △12,470

投資有価証券の取得による支出  △122,417

投資有価証券の売却による収入  591,669

貸付による支出  △7,380

貸付金の回収による収入   5,481

保険入金・解約による収入   220,333

敷金保証金の預入による支出  △5,467

敷金保証金の返還による収入   5,560

投資活動によるキャッシュ・フロー  299,073

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー      

配当金の支払額  △217,410

財務活動によるキャッシュ・フロー △217,410

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △14,665

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額  3,273,662

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  7,777,916

    



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２四半期連結累計期間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２四半期連結累計期間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  2,394,143

下水道  5,609,422

環境・その他  621,644

計  8,625,211

事業部門 受注高（千円） 受注残高（千円）

水道  2,274,424  6,014,499

下水道  3,619,530  5,531,653

環境・その他  690,768  1,011,814

計  6,584,724  12,557,966

国内・海外区分 受注高（千円） 受注残高（千円）

国内  3,732,929  5,007,249

海外  2,851,795  7,550,717

計  6,584,724  12,557,966



(3）販売実績 

 当第２四半期連結累計期間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２四半期連結累計期間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  2,394,143

下水道  5,609,422

環境・その他  621,644

計  8,625,211

地域 売上高（千円） 構成比（％） 

北海道  625,475  7.2

東北  375,390  4.4

関東  1,515,030  17.6

中部  2,083,124  24.1

近畿  586,527  6.8

中国  533,757  6.2

四国  200,059  2.3

九州  806,965  9.4

小計  6,726,331  78.0

海外  1,898,880  22.0

計  8,625,211  100.0
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