
平成22年3月期 第2四半期決算短信（非連結） 

平成21年10月30日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 株式会社 環境管理センター 上場取引所 JQ 
コード番号 4657 URL http://www.kankyo-kanri.co.jp/
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 水落 陽典

問合せ先責任者 （役職名） 取締役執行役員 管理部長 （氏名） 河東 康一 TEL 042-586-6500
四半期報告書提出予定日 平成21年11月13日

配当支払開始予定日 ―

1.  平成22年3月期第2四半期の業績（平成21年4月1日～平成21年9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 ％

22年3月期第2四半期 1,319 △19.2 △166 ― △194 ― △108 ―

21年3月期第2四半期 1,633 ― △218 ― △245 ― △209 ―

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

22年3月期第2四半期 △25.71 ―

21年3月期第2四半期 △49.72 ―

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

22年3月期第2四半期 5,485 1,560 28.4 370.82
21年3月期 5,994 1,668 27.8 396.59

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  1,560百万円 21年3月期  1,668百万円

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

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
22年3月期 ― 0.00

22年3月期 
（予想）

― 0.00 0.00

3.  平成22年3月期の業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31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 3,900 △9.3 100 ― 30 ― 10 ― 2.38



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 無

② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第2四半期 4,208,270株 21年3月期  4,208,270株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  60株 21年3月期  60株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年3月期第2四半期 4,208,210株 21年3月期第2四半期 4,208,230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、業績予想の前提となる事項については、４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。 



 当第２四半期累計期間（４月～９月）の国内経済は、昨年来の景気低迷が続く中にありますが日銀短観（９月）で

は中小企業景況判断指数が改善に転じたことから景気持ち直しを予想する見方もあります。しかし雇用や設備の過剰

感は解消されてなく、また民主党への政権交代によって暫定予算の見直しが行われることもあり、景気回復の時期は

不透明な状況にあると思われます。 

 当社事業に影響する環境行政等を概観すると、平成22年４月１日に改正土壌汚染対策法が施行（予定）、資産除去

債務に関する会計基準が上場企業等に適用されます。これらは土地建物等の資産評価に影響することから土壌汚染・

アスベスト等の調査の誘因になるものですが、景気回復時期が不透明なために民間企業では環境保全費用の抑制が続

いており、受注環境は厳しい状況が続くものと見込んでおります。 

 当事業年度（平成21年４月～平成22年３月）はこうした受注環境をもとに、売上高の前年度比減少を見込むととも

に固定費削減に取り組みました。 

 当第２四半期累計期間は、受注高20億24百万円（前年同期比４億42百万円減、同18.0％減）であります。分野別の

受注高は、環境調査14億75百万円（同４億74百万円減、同24.3％減）となりましたが、これに対して将来の事業環境

を予測させるコンサルタント分野２億37百万円（同９百万円増、同４％増）、その他分野３億11百万円（同22百万円

増、7.8％増）が増加しました。 

 売上高は13億19百万円（同３億13百万円減、同19.2％減）であります。損益面では受注量に連動した外注費の減

少、人件費・営業経費等の削減により、売上原価10億31百万円（同２億９百万円減）、販売費及び一般管理費４億54

百万円（同１億56百万円減）となりました。その結果、営業損失１億66百万円（前年同期の営業損失２億18百万

円）、経常損失１億94百万円（同経常損失２億45百万円）、四半期純損失１億８百万円（同四半期純損失２億９百万

円）となりました。 

 （季節変動について） 

 当社が受注する物件は事業年度末までを契約期間とする調査業務が多く、第４四半期（１～３月）に年間売上高の

およそ40％が計上されます。また人件費・営業経費等の固定費は毎月ほぼ均等に発生するため、第３四半期までは営

業損失が生じる季節的な特徴があります。なお、当事業年度の固定費は32億60百万円（前年実績比２億22百万円減）

を予定しております。 

 －受注高・売上高の四半期推移－ 

  

当社の事業は、受託した調査を４月に着手して年度末３月に完了する業務が多いことから、期末時の売掛金残高

は年間売上高の３割程度になる傾向があります。毎月支払いが発生する人件費・外注委託費等の営業費用の調達は銀

行からの借入金によっております。期中に借入した運転資金は主に翌事業年度の４～５月の売掛金回収により返済し

ています。 

当第２四半期末の総資産は54億85百万円となり、前事業年度末に比べて５億８百万円減少いたしました。流動資

産は20億49百万円（前事業年度末比４億25百万円減）、固定資産は34億36百万円（同82百万円減）であります。流動

資産減少の主な要因は受取手形及び売掛金回収により７億68百万円減、仕掛品２億42百万円増、繰延税金資産84百万

円増によります。固定資産減少の要因は主として減価償却費の計上（82百万円）によるものです。 

負債は39億25百万円となり、同３億99百万円減少いたしました。買掛金85百万円減、未払法人税等およびその他

の未払税金70百万円減、短期借入金２億円（純額）および長期借入金44百万円の返済によります。有利子負債残高は

30億46百万円（リース負債35百万円を含む）であります。 

純資産は15億60百万円となり、同１億８百万円減少いたしました。当第２四半期純損失１億８百万円を計上した

定性的情報・財務諸表等

１．経営成績に関する定性的情報

    第１四半期 第２四半期 第３四半期 通期 

    （4～6月） （4～9月） （4～12月） （4～3月） 

 受注高 当四半期（百万円） 1,289 2,024    

 （参考） 前年同四半期（百万円） 1,541 2,467 3,335 4,043 

  年間進捗率（％） 38.1 61.0 82.5 100.0 

 売上高 当四半期（百万円）  566 1,319    

 （参考） 前年同四半期（百万円） 679 1,633 2,534 4,302 

  年間進捗率（％） 15.8 38.0 58.9 100.0 

２．財政状態に関する定性的情報



ことによるものです。 

（キャッシュ・フローについて） 

当第２四半期末における現金及び現金同等物（預入期間が３ヶ月を超える定期預金を除く）は７億３百万円とな

り、前事業年度末に比べて19百万円減少しました。 

＜営業活動によるキャッシュ・フロー＞ 

営業活動により資金は２億17百万円増加しました。税引前四半期純損失は１億87百万円を計上しましたが、主と

して売上債権の回収による収入（８億14百万円）、棚卸資産の増加による支出（２億41百万円）、仕入債務の支払い

による支出（89百万円）等によるものです。 

＜投資活動によるキャッシュ・フロー＞ 

投資活動により資金は12百万円増加しました。主として旧東関東支社移転に伴う精算完了による敷金（９百万

円）の戻入によります。 

＜財務活動によるキャッシュ・フロー＞ 

財務活動により資金は２億49百万円支出しました。前事業年度中に調達した短期運転資金を21億50百万円返済す

るとともに当年度の運転資金19億50百万円を調達したことから短期借入金の純増減額は２億円減少となりました。ま

た設備投資目的の長期借入金44百万円を返済しました。 

  

今後の国内経済は、前年度に２割程度縮小した消費規模が回復する時期が依然として不透明であることから、顧

客企業からの環境調査の急激な増加は見込めないことが予想されます。一方、環境保全に向けた法規制の動向は進展

しており、土壌汚染対策法の改正、化審法の改正、および微小粒子状物質（ＰＭ2.5）に係る環境基準の告示など当

社事業をとりまく状況は着実に広がりつつあります。 

これらを踏まえて当社は、法改正等を契機にした新規の調査需要に対応して顧客企業に対する提案営業を推進す

るとともに、人件費の削減等のコスト構造の改革により価格競争力を強化し、当期純利益の黒字化を達成する所存で

す。 

現時点における通期（平成22年３月期）の業績予想につきましては、平成21年５月15日発表の「平成21年３月期

決算短信（非連結）」で公表した通期の業績予想に変更はありません。 

  

①一般債権の貸倒見積高の算定方法 

 当第２四半期会計期間末の貸倒実績率等が前事業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、前事業年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。 

②棚卸資産の評価方法  

 収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積もり、簿価切下げを行っております。 

③経過勘定科目の算定方法 

 合理的な算定方法による概算額で計上しております。 

④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定に関して、前事業年度末以降に経営環境等に著しい変化がなく、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、前事業年度決算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、前事業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、前事業年度決算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。

  

①追加情報 

・受注損失引当金の計上 

受注契約の見積原価が受注金額を超えることにより、将来発生が見込まれる損失の重要性が増したため、第

１四半期会計期間より受注損失引当金を計上することといたしました。 

 これにより、当第２四半期累計期間の売上総利益は1,561千円減少し、同期間の営業損失、経常損失および税

引前四半期純損失は、それぞれ1,561千円増加しております。 

 なお、受注損失引当金は流動負債の「その他の引当金」の内訳科目として表示しております。 

３．業績予想に関する定性的情報

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



当社は、前々事業年度（平成20年３月期）および前事業年度（平成21年3月期）に経常損失、当期純損失を計上し

ております。これらは、当社が将来にわたって事業活動を継続するとの前提に重要な疑義を生じさせるような事象ま

たは状況その他経営に重要な影響を及ぼす事象（以下「重要事象等」という）に該当するものと考えております。 

前事業年度に当該事象が生じた主な要因は、売上高の減少に比べて固定費の削減が及ばなかったこと、東関東支

社移転費用と大和生命破綻による退職給付費用等を特別損失に計上したこと、繰延税金資産の取崩しによる法人税等

調整額を計上したことによるものです。当社は、下記の施策を実行することにより、継続企業の前提に関する重要な

疑義を解消できるものと判断しております。  

① 安定した売上の確保 

 官公庁からの受託物件は、多くが年間契約であり生産計画がたてやすく生産の効率化に寄与することから、全

売上高に占める官公庁への割合の増加を図ってまいります。 

② 売上総利益率の改善 

 分析および調査・サンプリング作業の一部を外注してまいりましたが、その一部を内製化することにより、売

上総利益率の改善を図ってまいります。 

③ 固定費の削減 

役員報酬の減額、役員退職慰労金制度の廃止、従業員賞与の削減など人件費をはじめ徹底した固定費の削減を 

実施して、収益性の改善を図ってまいります。 

  

（３）継続企業の前提に関する重要事象等



５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成21年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 896,072 915,434

受取手形及び売掛金 488,066 1,256,252

仕掛品 505,930 263,271

貯蔵品 5,833 6,847

前払費用 33,303 16,531

繰延税金資産 106,194 21,714

その他 17,680 3,742

貸倒引当金 △3,386 △8,668

流動資産合計 2,049,695 2,475,127

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 1,843,428 1,884,541

機械及び装置（純額） 91,987 100,838

土地 1,107,645 1,107,645

その他（純額） 123,738 135,619

有形固定資産合計 3,166,799 3,228,645

無形固定資産   

ソフトウエア 37,057 41,974

その他 7,445 7,508

無形固定資産合計 44,502 49,482

投資その他の資産   

差入保証金 144,836 154,737

その他 114,536 123,447

貸倒引当金 △34,440 △37,411

投資その他の資産合計 224,932 240,773

固定資産合計 3,436,234 3,518,901

資産合計 5,485,930 5,994,028

負債の部   

流動負債   

買掛金 62,512 147,571

短期借入金 2,300,000 2,500,000

1年内返済予定の長期借入金 186,548 189,928

リース債務 9,548 8,129

未払法人税等 9,987 17,725

未払金 72,434 63,026

未払費用 59,887 85,076

前受金 93,190 53,292

その他の引当金 1,561 11,340

その他 12,487 76,272

流動負債合計 2,808,158 3,152,361



（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成21年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

固定負債   

長期借入金 524,980 566,564

リース債務 25,586 24,274

繰延税金負債 1,202 1,383

退職給付引当金 463,294 467,496

役員退職慰労引当金 102,216 112,996

固定負債合計 1,117,280 1,172,714

負債合計 3,925,438 4,325,076

純資産の部   

株主資本   

資本金 759,037 759,037

資本剰余金 757,701 757,701

利益剰余金 42,024 150,222

自己株式 △25 △25

株主資本合計 1,558,737 1,666,935

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,754 2,016

評価・換算差額等合計 1,754 2,016

純資産合計 1,560,492 1,668,952

負債純資産合計 5,485,930 5,994,028



（２）四半期損益計算書 
（第２四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 1,633,353 1,319,622

売上原価 1,241,189 1,031,559

売上総利益 392,164 288,062

販売費及び一般管理費   

役員報酬 48,000 27,150

給料及び手当 258,372 197,263

賞与引当金繰入額 25,658 －

福利厚生費 49,036 35,576

退職給付費用 － 17,414

退職給付引当金繰入額 17,516 －

役員退職慰労引当金繰入額 5,303 －

交際費 5,828 3,433

旅費及び交通費 22,396 16,904

賃借料 30,258 27,548

地代家賃 13,156 12,417

租税公課 2,821 2,961

事業税 4,505 4,037

支払手数料 33,526 32,887

研究開発費 33,004 21,917

減価償却費 9,970 9,860

貸倒引当金繰入額 5,018 －

その他 46,520 45,273

販売費及び一般管理費合計 610,894 454,647

営業損失（△） △218,729 △166,584

営業外収益   

受取利息 1,134 962

受取配当金 1,262 845

還付加算金 1,648 4

その他 2,748 2,914

営業外収益合計 6,794 4,726

営業外費用   

支払利息 32,127 31,995

その他 1,857 702

営業外費用合計 33,984 32,698

経常損失（△） △245,919 △194,556

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 7,450

特別利益合計 － 7,450

特別損失   

移転費用引当金繰入額 17,826 －

投資有価証券評価損 5,449 －

特別損失合計 23,276 －

税引前四半期純損失（△） △269,196 △187,106

法人税、住民税及び事業税 6,191 5,949

法人税等還付税額 △1,005 △378

法人税等調整額 △65,138 △84,479

法人税等合計 △59,951 △78,908

四半期純損失（△） △209,244 △108,197



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純損失（△） △269,196 △187,106

減価償却費 94,021 82,536

貸倒引当金の増減額（△は減少） 4,787 △8,253

退職給付引当金の増減額（△は減少） 4,075 △4,201

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △11,980 △10,780

賞与引当金の増減額（△は減少） 1,225 －

その他の引当金の増減額（△は減少） 15,569 △9,778

受取利息及び受取配当金 △2,397 △1,807

支払利息 32,127 31,995

投資有価証券評価損益（△は益） 5,449 －

有形固定資産売却損益（△は益） － △83

有形固定資産除却損 1,742 702

売上債権の増減額（△は増加） 754,523 814,342

たな卸資産の増減額（△は増加） △347,513 △241,644

仕入債務の増減額（△は減少） △108,374 △89,676

未払消費税等の増減額（△は減少） 48,581 △71,213

その他の流動資産の増減額（△は増加） △13,668 △14,053

その他の負債の増減額（△は減少） △19,789 △11,442

小計 189,184 279,534

利息及び配当金の受取額 2,477 2,285

利息の支払額 △44,544 △52,466

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） 34,280 △11,721

営業活動によるキャッシュ・フロー 181,397 217,631

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 △193,000 △193,000

定期預金の払戻による収入 113,000 193,000

有形固定資産の売却による収入 － 3,905

有形固定資産の取得による支出 △98,240 △2,999

無形固定資産の取得による支出 △16,830 △650

その他 11,673 12,111

投資活動によるキャッシュ・フロー △183,398 12,366

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） △600,000 △200,000

長期借入金の返済による支出 △44,964 △44,964

リース債務の返済による支出 － △4,381

自己株式の取得による支出 △25 －

配当金の支払額 △39 △14

財務活動によるキャッシュ・フロー △645,029 △249,359

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △647,029 △19,361

現金及び現金同等物の期首残高 1,040,899 722,434

現金及び現金同等物の四半期末残高 393,869 703,072



 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



① 分野別受注高及び受注残高  

 （注）金額は販売価格によっており、消費税等は含まれておりません。 

② 分野別売上高  

（注）販売数量については、同一分野のなかでも種類が多く、かつ仕様も多岐にわたるため記載を省略しておりま 

   す。 

  

６．その他の情報

（１）分野別受注高及び受注残高・売上高

分 野 

前第２四半期累計期間
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日） 

当第２四半期累計期間
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31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)

環境調査  1,950,518  1,203,949  1,475,876  920,411  3,126,213  366,051

コンサルタント  228,352  470,430  237,435  379,606  347,049  294,921

その他  288,462  131,815  311,058  117,981  570,024  52,278

合計  2,467,333  1,806,196  2,024,370  1,417,999  4,043,287  713,251

  官公庁  774,742  554,529  674,904  490,277  1,083,896  104,910

  民間  1,692,590  1,251,666  1,349,465  927,722  2,959,391  608,341

分 野 

前第２四半期累計期間
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日） 

当第２四半期累計期間
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成20年４月１日 

  至 平成21年３月31日） 

金額(千円) 構成比(％) 金額(千円) 構成比(％) 金額(千円) 構成比(％)

環境調査  1,244,015  76.2  921,515  69.8  3,257,608  75.7

コンサルタント  176,275  10.8  152,750  11.6  470,480  10.9

その他  213,063  13.0  245,355  18.6  574,162  13.4

合計  1,633,353  100.0  1,319,622  100.0  4,302,252  100.0

  官公庁  314,743  19.3  289,537  21.9  1,073,516  25.0

  民間  1,318,610  80.7  1,030,084  78.1  3,228,736  75.0
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