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1.  21年9月期の業績（平成20年10月1日～平成21年9月30日） 

 

(2) 財政状態 

 

(3) キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年9月期 4,959 △2.4 89 △66.7 88 △67.5 29 △78.9

20年9月期 5,081 △3.2 268 △29.5 274 △29.5 141 △35.2

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

21年9月期 7.64 ― 0.9 2.1 1.8
20年9月期 36.28 ― 4.5 6.5 5.3

（参考） 持分法投資損益 21年9月期  ―百万円 20年9月期  ―百万円

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 4,269 3,145 73.7 808.46
20年9月期 4,202 3,152 75.0 810.23

（参考） 自己資本   21年9月期  3,145百万円 20年9月期  3,152百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

21年9月期 △409 △253 224 236
20年9月期 241 △411 △46 675

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
純資産配当

率第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 百万円 ％ ％

20年9月期 ― 5.00 ― 7.00 12.00 46 33.1 1.5
21年9月期 ― 5.00 ― 2.00 7.00 27 91.6 0.9

22年9月期 
（予想）

― 3.00 ― 2.00 5.00 64.9

3.  22年9月期の業績予想（平成21年10月1日～平成22年9月30日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

 

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

第2四半期 
累計期間

2,900 △5.5 280 △12.8 275 △14.2 160 △4.6 41.12

通期 4,800 △3.2 80 △10.5 75 △15.7 30 0.9 7.71



4.  その他 

(1) 重要な会計方針の変更 

（注）詳細は、20ページ「重要な会計方針」及び23ページ「会計処理方法の変更」をご覧ください。 

(2) 発行済株式数（普通株式） 

（注）１株当たり当期純利益の算定の基礎となる株式数については、34ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

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 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  28,908株 20年9月期  28,908株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

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当たっての注意事項等について
は、３ページ「１．経営成績 (1)経営成績に関する分析」をご覧ください。 



(1）経営成績に関する分析 

  （当期の経営成績） 

 当事業年度におけるわが国の経済は、米国に端を発する世界規模の金融危機の深刻化により、企業収益が急速に悪

化するとともに、設備投資の抑制や雇用調整の動きが顕著になるなど、かつてない景気悪化が鮮明となりました。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、依然として厳しい状況が続いています。 

 このような営業環境下において、当社は営業市場を公共市場から民間市場へと転換を図り、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まいりましたが、

当期の業績を補完するには至りませんでした。 

  この結果、当期の受注並びに売上実績は、次のとおりになりました。 

 受注高  47億１千２百万円（前期比 6.4％ 減） 

 売上高   49億５千９百万円（前期比 2.4％ 減） 

 収益面では、激しい受注競争による受注単価の低廉化傾向が続き、原価率が71.8％と前期実績に比べ3.5ポイント

悪化する結果となり、業務の効率化によるコスト縮減や販売管理費の削減に努めましたものの、収益の改善には至ら

ず前期比で減収減益となりました。 

 その結果、営業利益等につきましては次のとおりとなりました。 

 売上原価        35億６千３百万円（前期比  2.7％ 増） 

 原価率         71.8％（前期比3.5％高） 

 販売費及び一般管理費 13億６百万円（前期比  2.7％ 減） 

 営業利益       ８千９百万円（前期比 66.7％ 減） 

 経常利益       ８千８百万円（前期比 67.5％ 減） 

 税引前当期純利益   ６千９百万円（前期比 74.0％ 減） 

 当期純利益      ２千９百万円（前期比 78.9％ 減） 

 当社の事業は、環境調査、環境計量および建築物管理の３部門に分類されていますが、それぞれの営業概況は次の

とおりでした。 

＜環境調査部門＞ 

 受注高    24億５千８百万円（前期比  5.1％ 減） 

 売上高    27億１千１百万円（前期比  3.5％ 増） 

 受注残高   12億９千４百万円（前期比 16.3％ 減） 

 当部門の売上高は、景気後退に伴う不動産取引の縮減による土壌汚染調査業務の減少（前期比24.3％減）および公

共事業予算の縮減等に伴う騒音・振動調査業務が減少（同42.0％減）し、生活環境関連業務合計では、前期を下回る

売上実績（同12.3％減）となりました。これに対し、自然環境業務は、風力発電事業に係わる環境アセスメントに注

力した結果、売上に貢献（同30.1％増）しました。 

  これらの結果、環境調査業務全体では前期をやや上回る実績（前期比3.5％増）となりました。 

＜環境計量部門＞ 

 受注高    19億３千７百万円（前期比  9.6％ 減） 

 売上高    19億３千３百万円（前期比 10.0％ 減） 

 受注残高   ５億１千５百万円（前期比  0.8％ 増） 

 当部門の売上高についても、景気後退に伴う不動産取引の縮減による土壌汚染分析業務が減少（前期比30.7％減）

し、アスベスト分析についても減少（同16.4％減）しました。また、当部門の大きな比重を占めるダイオキシン類の

分析は、依然として価格の低廉化が進行しており、前期をやや下回る売上高（同5.7％減）となりました。 

 これらの結果、計量部門全体の売上は、公共事業の予算縮減、価格の低廉化等の影響により、前期を下回る実績

（前期比10.0％減）となりました。 
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＜建築物管理部門＞ 

 受注高    ３億１千６百万円（前期比  5.0％ 増） 

 売上高    ３億１千４百万円（前期比  0.8％ 増） 

 受注残高     ６千７百万円（前期比  3.0％ 増） 

 この部門の売上高は、アスベスト除去工事が堅調に推移（前期比19.1％増）し、社会的需要の高まった第40期（６

億２千５百万円）、第41期（５億３千６百万円）には及ばないものの建築物管理部門全体の売上では、前期を上回る

実績（同0.8％増）となりました。 

また、除去工事を含むアスベスト関連市場については、平成22年度から導入される会計基準の変更に伴う資産除

去債務への対応観点からも重要な事業の一つと位置づけており、今後とも積極的に取組む計画です。 

（次期の業績見通し） 

 次期の見通しにつきましては、当社が属します環境関連事業分野でも、リーマンショック以降、世界規模の景気悪

化による企業の設備投資等の減少、加えて国および地方公共団体の公共事業予算が継続的に縮減されていることによ

り、市場規模縮小に伴う価格競争が激化しており、厳しい状況が続いております。 

 しかしながら、昨年の土壌汚染対策法の法改正や、本年９月の微小粒子状物質（通称PM2.5）の環境基準制定の動

きは、環境関連市場の新分野の創出を示唆しており、従来に無かった市場ニーズの台頭が営業環境の明るい材料とな

っています。特に、PM2.5関連業務に関しては、当期に開設した中央技術研究所において、ソフトとハード両面で整

備を進め、ニーズに応じた迅速な業務対応が図れる体制を整えています。また、平成22年度から実施が予定されてい

る国際会計基準に併せた資産除去債務関連業務では、当社が得意とする総合的な土壌・地下水汚染対策技術とアスベ

スト関連技術が一層大きく貢献できると見込んでいます。これらの社会的情勢等を踏まえ、第44期の業績見通しは、

下記の通り見込んでおります。 

＜第２四半期累計期間＞ 

 売 上 高   29億円        （前年同四半期比  5.5％ 減） 

 経常利益   ２億７千５百万円（前年同四半期比 14.2％ 減） 

  当期純利益  １億６千万円    （前年同四半期比  4.6％ 減） 

＜通 期＞ 

 売 上 高   48億円   （前期比  3.2％ 減） 

  経常利益   ７千５百万円（前期比 15.7％ 減） 

  当期純利益  ３千万円    （前期比  0.9％ 増） 

(2）財政状態に関する分析 

① 資産、負債及び純資産の分析 

（資産の部） 

当事業年度末の総資産は42億６千９百万円となり、前事業年度末に比べて６千７百万円増加しました。 

このうち流動資産は21億５千３百万円となり、同１千３百万円増加しております。この主な要因は、完成業務未収

入金が５億３千４百万円増加したこと等によるものです。 

固定資産は21億１千５百万円となり、前事業年度末に比べて５千３百万円増加しております。この主な要因は、中

央技術研究所の完成による建物の増加４億２千８百万円および建設仮勘定の減少３億１千５百万円等によるもので

す。 

（負債の部） 

当事業年度末の負債合計は11億２千３百万円となり、前事業年度末に比べて７千４百万円増加しました。この主な

要因は、長期借入金の増加２億８千３百万円、未払金の減少８千４百万円および賞与引当金の減少５千５百万円等に

よるものであります。 

（純資産の部） 

当事業年度末の純資産は31億４千５百万円となり前事業年度末に比べて６百万円減少しました。この主な要因は、

利益剰余金の減少１千６百万円によるものであります。 

  



② キャッシュ・フローの分析 

当事業年度末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４億３千８百万円減

少し２億３千６百万円となりました。 

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） 

営業活動により使用した資金は、４億９百万円となりました。その主な要因は、税引前当期純利益は６千９百万円

を計上しましたが、売上債権の増加額５億３千７百万円があったこと等によるものです。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動により使用した資金は、２億５千３百万円となりました。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） 

財務活動により得られた資金は、２億２千４百万円となりました、その主な要因は、長期借入れによる収入３億円

によるものです。 

 （参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 自己資本比率：自己資本／総資産 

 時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

 キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー 

 インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 

 （注１）株式時価総額は、自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。 

 （注２）キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。 

 （注３）有利子負債は、貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としておりま

す。 

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

 当期は、直接原価率の高騰に加え、中央技術研究所等の開設や西日本支社の移転に伴う分析設備の更新などにより

償却費がスポット的に増加しました。これを販管費の低減等で補うべく努力しましたが、吸収できず、収益を圧迫し

ました。今後は、環境に関わる高品質で専門的な技術サービスにより競争力を高め、業績並びに収益性の確保を図る

計画です。その結果としての利益につきましては、資金需要並びに将来に向けての投資等を考慮しつつ、可能な限り

株主への還元(配当)を行なうことを基本方針とします。具体的には、配当利回りを１～２％程度とし、当期の配当に

つきましては、１株当たり７円（中間配当５円）を予定しております。 

 また、次期の配当につきましては、減益予想を考慮し、一株当たり年間５円を予想しております。 

(4）事業等のリスク 

 当社の経営成績および株価等に影響を及ぼす可能性があるリスクには、次のようなものが考えられます。 

① 官公庁への業績依存について 

 当社は事業の内容から、環境省や国土交通省をはじめとする中央官庁や、都道府県・市町村が発注する公共事業関

連業務を受注するなど官公庁や自治体を主要な顧客とさせて戴いております。しかし、９月の政権交代した新政権に

よる公共事業の一部執行停止など公共事業の事業量の縮小や、依然と続く低価格競争で、一層激しい受注競争を強い

られています。かつては官公需が売上高の60％を越す割合でしたが、今期の売上構成では44％となりました。当社は

かねてより、官公需から民需へシフトする営業方針としてまいりましたが、今後もこの方針を継続して偏った顧客・

事業内容とならないよう民間営業をさらに推し進め、民需の規模拡大に取組んでまいります。 

② 季節的な変動について 

 官公庁をはじめ、民間企業の多くは毎年３月末の会計年度末を納期とする場合が多いことから、この影響を受けて

当社の売上・利益計上も第２四半期会計期間に偏る傾向にあります。そのため、安定経営の観点から、今後、更なる

民需拡大で平準化を目指す所存です。 

  

  平成17年９月期 平成18年９月期  平成19年９月期 平成20年９月期 平成21年９月期 

 自己資本比率（％）  70.8  63.7  72.7  75.0  73.7

 時価ベースの自己資本

比率（％） 
 89.9  79.7  59.9  51.9  50.0

 キャッシュ・フロー対

有利子負債比率（％） 
 －  －  －  －  －

 インタレスト・カバレ

ッジ・レシオ（倍） 
 －  1,769.4  －  480.9  －



 当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、当社及び親会社（応用地質㈱）で構成されております。また、当社

と取引のある関連当事者としては、応用地質㈱の子会社10社があります。 

 当社は、環境アセスメント等の環境調査、ダイオキシン分析などの計量事業を主力とする環境コンサルタント企業

であり、応用地質㈱は地質調査を主力とする総合コンサルタント企業であります。 

 当社グループ及び当社と取引のある関連当事者との具体的な事業内容並びに位置付は、次のとおりであります。 

以上の企業集団を図示すると次のようになります。 

  

２．企業集団の状況

区分 主な事業内容 事業会社 

調査事業 

環境調査、環境アセスメント、土壌汚染調査 当社、応用地質㈱ 

地質調査、建設コンサルタント、土木設計 

応用地質㈱、東北ボーリング㈱、ＯＹＯイ

ンターナショナル㈱、宏栄コンサルタント

㈱、オーシャンエンジニアリング㈱、南九

地質㈱、応用ジオテクニカルサービス㈱、

㈱ケー・シー・エス 

計量事業 環境分析、計量証明、アスベスト分析 当社、応用地質㈱ 

建築物管理事業 
害虫駆除、建築物関連清掃、空気環境測定、 

飲料水検査、光触媒施工、アスベスト対策工事 
当社 

計測機器事業 
地質調査用機器、石油探査機器、環境分析機器、 

その他機器の開発・製造・販売 

当社、応用地質㈱、応用リソースマネージ

メント㈱、シグマ工業㈱、応用計測サービ

ス㈱ 



(1）会社の経営の基本方針 

 当社の企業理念は、次の３点です。 

 ① 技術サービス 

  私たちは、環境に係わる専門的で高品質な技術サービスを提供します。 

 ② お客様満足 

  私たちは、お客様の信頼を獲得することにより、企業価値を高め永続的に発展する企業を目指します。 

 ③ 法令遵守 

  私たちは、法令遵守のもと高い職業倫理観にて誠実かつ公正な企業活動を遂行します。 

 これらの理念のもとに、環境調査、環境計量、建築物管理の３事業を柱として全国に事業展開を進めています。自

然環境や生活環境に係わる幾多の問題に対し、環境コンサルタントとしての専門的な立場から、社会に安全と安心を

提供して社会貢献を目指してまいります。 

(2）目標とする経営指標 

 当社はこの程、中期経営計画を見直しました。５年後の48期に売上高54億円とし、経常利益率４％以上で２億３千

万円の計画としました。43期比では売上高を8.9％増として、時代に沿った緩やかな成長を目指す計画としました。

また、利益は可能な限り株主の皆様に還元(配当)することが重要課題であると考えており、配当性向を20～30％を基

準とし、配当利回りについても長期金利を上回る水準を指標とする方針です。 

(3）中長期的な会社の経営戦略 

 先の国連総会における演説の中で、鳩山首相は温室効果ガス削減問題に言及し、日本は2020年までに1990年比25％

削減する旨を公表しました。日本の経済界の一部にはこれに反発する声も上がっているとの新聞報道がありました

が、世界的な潮流は、今後一層温室効果ガス削減に向けて行くものと思われます。二酸化炭素（CO2）排出量取引制

度の実施をはじめ、省エネ製品の普及や再生可能なエコエネルギー開発が急がれるところです。エコエネルギー開発

には、太陽光発電や風力発電が取り沙汰されていますが、当社は、風力発電立地に関わる環境調査や自治体での新エ

ネルギービジョン策定業務などを通し、これらに関与しています。 

 今後とも国内外を問わず環境に係わる要請はなお一層高まり、わが国においても生活の安心を求める環境志向が

益々強くなり、環境の保全・保護から修復を要請するようになると思われます。近年、新政権による公共事業の見直

しや削減傾向が継続し、建設関連市場は縮小傾向で推移していますが、環境問題に係わる要請は拡大増加傾向にあ

り、当社が関与する環境関連市場は、拡大方向であると予測されます。しかし、拡大基調の環境関連市場には参入業

者が多く、今以上に激しい受注競争が続くことは明白です。 

 環境志向がますます強くなり、市場の拡大基調を前に、当社としては、中央技術研究所の本格稼動と共に、今まで

以上に高い品質や技術力を具え、コスト競争力を更に高め競争優位に立つ所存です。このため、既に認証を取得して

いるISO9000s,14000sを有効に活用し、また技術力の指標となる技術士や環境計量士などの資格取得にも力を注ぎま

す。 

 これらの情勢を踏まえ、今後の中長期的な経営戦略として、下記の事項に積極的に取組んでいく所存です。 

① 低コスト体質へ変革 

 管理可能なコストを分別して徹底した体質改善を行なう。また適正な人員配置によって成果品の品質確保により、

手戻りなど負の行為を無くす行動を起こす。 

② 情報伝達の精度と確実性の向上 

 事業所間や事業所内の各組織間で、正しい内容の情報が正確に確実に伝わるように意識改革を行い、顧客サービス

の不行届きを改善する。また、ＩＴインフラを活用して情報伝達スピードを速める。 

③ 技術力向上に向けた個人と組織の施策 

 技術本部の体制強化による技術力底上げのための各種施策を展開すると共に、学会活動、教育研修活動、資格取得

支援活動を強力に推進する。 

④ 組織間交流を推進 

 事業所内組織の垣根を越えた協力を推進して業務の平準化を進め、成果品の品質確保と顧客満足の向上を推進す

る。特に、支社・支店間の人事交流並びに技術と営業両面の協力を推進するほか、応用地質グループ会社間の業務受

発注と交流を今まで以上に推進する。 

⑤ 業務改善と負の行為撲滅 

 全国の業務改善運動試行結果から、実行レベルの改善運動へ展開する。特に、コストダウンに繋がる業務改善に向

けて各事業所の業務改善委員会を継続実施する。 

３．経営方針



⑥ 財務体質の強化 

 多様化による事業拡大と業務効率の改善、生産性向上、コストダウンによる収益性向上並びに民需拡大による季節

的変動の緩和に努め、財務体質の強化を図る。 

  

 当社は、従来から環境調査、環境計量、建築物管理の３事業部門を経営の柱として事業活動を進めてまいりました

が、今後もこれらをより有効に関連させ、効率的かつ創造的な運営を推し進める方針です。 

(4）会社の対処すべき課題 

① 内部統制 

 当社では、第43期から内部統制の運用をスタートさせ、事業活動おける「業務の有効性」「財務情報の信頼性」

「法令遵守」「資産保全」の４つの目的を掲げ、財務報告の信頼性を確保する体制を構築しました。 

 第44期は、モニタリング（監視活動）を計画的に実施し、リスクの回避とコンプライアンス遵守を図ってまいり

ます。 

② 技術競争力の強化 

 社会が多様化するほど環境に対する社会的ニーズも多様化し、環境の基準や法規制または対象物質などが変化す

ると考えられます。当社は、アスベスト新３種やＰＣＢの例のように、規制基準、分析方法の改定などの変化にい

ち早く技術対応する体制を強化してまいりました。また昨今話題となっている通称PM2.5と称される大気中の微小

粒子状物質に対し、人体への健康被害面で関心が高まっていますが、これらの分析は従来の計量法や既往設備では

カバーしきれないレベルにあると言われています。このような新たな市場に向け、既に設備投資を行い、かつ新技

術を導入してまいりました。さらに念願であった計量分析に関する中央技術研究所が本格稼動することは、当社の

技術競争力強化の体制を一歩前進させるものと位置づけております。中央技術研究所から日進月歩の技術革新に対

して当社の分析技術をリードする人材を輩出し、技術競争力を強化し、企業競争力を高めてまいりたいと思いま

す。 

(5）内部管理体制の整備・運用状況 

 本事項の詳細につきましては、株式会社ジャスダック証券取引所が平成21年１月７日に開示いたしました「コーポ

レート・ガバナンスに関する報告書」に記載しておりますので、ご参照ください。 

(6）その他、会社の経営上重要な事項 

 特記すべき事項はありません。 

  



４．財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成20年９月30日) 

当事業年度 
(平成21年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 695,445 256,680

受取手形 18,461 21,419

完成業務未収入金 ※2  785,902 ※2  1,320,143

未成業務支出金 543,365 432,765

貯蔵品 20,142 16,973

前払費用 6,281 1,031

繰延税金資産 71,348 56,747

その他 4,646 53,063

貸倒引当金 △4,990 △4,960

流動資産合計 2,140,604 2,153,864

固定資産   

有形固定資産   

建物 ※1  986,462 ※1  1,415,278

減価償却累計額 △484,837 △576,597

建物（純額） 501,624 838,681

構築物 26,747 27,979

減価償却累計額 △18,443 △19,980

構築物（純額） 8,304 7,998

機械及び装置 345,018 353,787

減価償却累計額 △303,786 △305,730

機械及び装置（純額） 41,231 48,057

車両運搬具 4,900 5,142

減価償却累計額 △4,616 △4,801

車両運搬具（純額） 283 340

工具、器具及び備品 1,103,911 1,087,966

減価償却累計額 △953,455 △971,233

工具、器具及び備品（純額） 150,455 116,732

土地 ※1  624,751 ※1  624,751

リース資産 － 97,590

減価償却累計額 － △12,923

リース資産（純額） － 84,666

建設仮勘定 315,788 －

有形固定資産合計 1,642,439 1,721,227

無形固定資産   

電話加入権 9,994 9,994

施設利用権 1,840 1,693

ソフトウエア 11,654 11,243

無形固定資産合計 23,489 22,931



（単位：千円）

前事業年度 
(平成20年９月30日) 

当事業年度 
(平成21年９月30日) 

投資その他の資産   

投資有価証券 152,450 149,266

出資金 1,178 1,178

長期貸付金 100 1,142

破産更生債権等 22,658 1,566

長期前払費用 1,410 728

繰延税金資産 171,341 149,878

差入保証金 58,167 57,171

その他 10,728 11,916

貸倒引当金 △22,418 △1,566

投資その他の資産合計 395,616 371,282

固定資産合計 2,061,546 2,115,442

資産合計 4,202,150 4,269,306

負債の部   

流動負債   

業務未払金 187,499 172,634

1年内返済予定の長期借入金 － 99,996

リース債務 － 19,736

未払金 107,592 23,590

未払費用 93,313 87,740

未払法人税等 29,383 14,630

未払消費税等 11,386 －

未成業務受入金 94,361 69,405

預り金 12,807 11,949

賞与引当金 131,971 76,368

役員賞与引当金 20,920 4,800

その他 1,663 2,337

流動負債合計 690,899 583,188

固定負債   

長期借入金 － 183,338

リース債務 － 65,210

長期未払金 75,638 56,997

退職給付引当金 282,927 234,795

固定負債合計 358,566 540,342

負債合計 1,049,465 1,123,530



（単位：千円）

前事業年度 
(平成20年９月30日) 

当事業年度 
(平成21年９月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 396,200 396,200

資本剰余金   

資本準備金 350,105 350,105

資本剰余金合計 350,105 350,105

利益剰余金   

利益準備金 37,893 37,893

その他利益剰余金   

別途積立金 2,233,000 2,333,000

繰越利益剰余金 166,454 49,482

利益剰余金合計 2,437,347 2,420,375

自己株式 △19,799 △19,799

株主資本合計 3,163,853 3,146,881

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △11,168 △1,105

評価・換算差額等合計 △11,168 △1,105

純資産合計 3,152,684 3,145,776

負債純資産合計 4,202,150 4,269,306



（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年10月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当事業年度 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高   

調査売上高 2,620,834 2,711,674

計量売上高 2,149,277 1,933,580

建築物管理売上高 311,858 314,377

売上高合計 5,081,971 4,959,632

売上原価   

調査原価 1,789,664 1,887,008

計量原価 1,434,825 1,450,914

建築物管理原価 244,867 225,458

売上原価合計 3,469,357 3,563,380

売上総利益 1,612,614 1,396,251

販売費及び一般管理費   

役員報酬 76,850 77,822

給料及び手当 661,839 665,299

賞与引当金繰入額 45,485 27,374

役員賞与引当金繰入額 20,920 4,800

法定福利及び厚生費 124,958 126,657

退職給付費用 2,232 19,295

旅費及び交通費 59,174 53,932

通信費 35,454 44,318

賃借料 91,732 79,759

研究開発費 ※2  12,692 ※2  7,879

減価償却費 13,167 12,502

その他 199,209 187,196

販売費及び一般管理費合計 1,343,717 1,306,840

営業利益 268,896 89,411

営業外収益   

受取利息 103 144

受取賃貸料 ※1  1,789 ※1  1,459

受取配当金 336 156

その他 ※1  3,447 ※1  3,406

営業外収益合計 5,676 5,166

営業外費用   

支払利息 502 5,592

その他 2 4

営業外費用合計 504 5,596

経常利益 274,068 88,981



（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年10月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当事業年度 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年９月30日) 

特別利益   

投資有価証券売却益 2,110 －

貸倒引当金戻入額 3,295 1,966

固定資産売却益 ※3  － ※3  193

特別利益合計 5,405 2,159

特別損失   

固定資産除却損 ※4  2,671 ※4  2,621

投資有価証券評価損 2,356 19,029

事務所移転費用 7,441 －

その他 148 －

特別損失合計 12,616 21,651

税引前当期純利益 266,857 69,489

法人税、住民税及び事業税 87,724 10,553

法人税等調整額 37,980 29,214

法人税等合計 125,704 39,767

当期純利益 141,152 29,721



(a)調査原価明細書 

(b)計量原価明細書 

 （注）１．計量業務は、一度に多量の測定業務を行う室内試験測定がほとんどであり、作業開始から完了までの期間が

短期間であり、また１件当たりの受注額が少額であるため、発生原価をもって売上原価としております。 

売上原価明細書

    
第42期

（自 平成19年10月１日 
至 平成20年９月30日） 

第43期 
（自 平成20年10月１日 
至 平成21年９月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

Ⅰ 材料費          37,934  2.1        36,819  2.1

Ⅱ 労務費 ※２        784,892  43.2        740,466  41.7

Ⅲ 外注費          558,854  30.7        612,279  34.4

Ⅳ 経費                                      

１．旅費及び交通費    97,199              99,689            

２．賃借料    107,064              96,451            

３．報告書作成費    36,006              31,470            

４．減価償却費    39,056              38,230            

５．その他    157,693  437,020  24.0  121,262  387,104  21.8

当期調査費用合計          1,818,702  100.0        1,776,669  100.0

期首未成業務支出金          513,941              542,979      

合計          2,332,643              2,319,648      

期末未成業務支出金          542,979              432,640      

当期調査原価          1,789,664              1,887,008      

                                       

 （注）１．原価計算の方法 第42期 個別原価計算 第43期 同左 

※２．賞与引当金繰入額 第42期 41,015千円 第43期  22,965千円

    
第42期

（自 平成19年10月１日 
至 平成20年９月30日） 

第43期 
（自 平成20年10月１日 
至 平成21年９月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

Ⅰ 材料費          110,728  7.7        97,072  6.7

Ⅱ 労務費 ※２        760,140  53.0        750,445  51.7

Ⅲ 外注費          155,666  10.8        101,531  7.0

Ⅳ 経費                                      

１．旅費及び交通費    36,724              39,907            

２．賃借料    95,530              112,379            

３．報告書作成費    7,480              9,428            

４．減価償却費    66,340              136,391            

５．その他    202,214  408,289  28.5  203,757  501,864  34.6

当期計量原価          1,434,825  100.0        1,450,914  100.0

                                       

※２．賞与引当金繰入額 第42期   39,722千円 第43期  23,274千円



(c)建築物管理原価明細書 

 （注）１．建築物管理業務は、作業開始から完了までの期間が短期間であり、また１件当たりの受注額が少額であるた

め、原則として発生原価をもって売上原価としております。但し、アスベスト除去工事については、作業開

始から完了までに期間を要し、また１件当たりの受注額が高額であるため、個別原価計算によっておりま

す。 

    
第42期

（自 平成19年10月１日 
至 平成20年９月30日） 

第43期 
（自 平成20年10月１日 
至 平成21年９月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

Ⅰ 材料費          13,430  5.8        14,037  6.2

Ⅱ 労務費 ※２        109,981  47.4        88,785  39.5

Ⅲ 外注費          65,254  28.1        79,090  35.1

Ⅳ 経費                                      

１．旅費及び交通費    10,763              9,551            

２．賃借料    9,505              9,855            

３．報告書作成費    904              754            

４．減価償却費    5,954              4,910            

５．その他    16,310  43,439  18.7  18,211  43,284  19.2

当期建築物管理費用 
合計          232,106  100.0        225,197  100.0

期首未成業務支出金          13,147              385      

合計          245,253              225,583      

期末未成業務支出金          385              124      

当期建築物管理原価          244,867              225,458      

                                       

※２．賞与引当金繰入額 第42期 5,747千円 第43期 2,753千円



（３）株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年10月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当事業年度 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年９月30日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 396,200 396,200

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 396,200 396,200

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 350,105 350,105

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 350,105 350,105

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 37,893 37,893

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 37,893 37,893

その他利益剰余金   

別途積立金   

前期末残高 2,073,000 2,233,000

当期変動額   

別途積立金の積立 160,000 100,000

当期変動額合計 160,000 100,000

当期末残高 2,233,000 2,333,000

繰越利益剰余金   

前期末残高 231,996 166,454

当期変動額   

別途積立金の積立 △160,000 △100,000

剰余金の配当 △46,694 △46,693

当期純利益 141,152 29,721

当期変動額合計 △65,541 △116,971

当期末残高 166,454 49,482

利益剰余金合計   

前期末残高 2,342,889 2,437,347

当期変動額   

別途積立金の積立 － －

剰余金の配当 △46,694 △46,693

当期純利益 141,152 29,721

当期変動額合計 94,458 △16,971



（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年10月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当事業年度 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当期末残高 2,437,347 2,420,375

自己株式   

前期末残高 △19,728 △19,799

当期変動額   

自己株式の取得 △71 －

当期変動額合計 △71 －

当期末残高 △19,799 △19,799

株主資本合計   

前期末残高 3,069,466 3,163,853

当期変動額   

剰余金の配当 △46,694 △46,693

当期純利益 141,152 29,721

自己株式の取得 △71 －

当期変動額合計 94,386 △16,971

当期末残高 3,163,853 3,146,881

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 △462 △11,168

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △10,706 10,063

当期変動額合計 △10,706 10,063

当期末残高 △11,168 △1,105

純資産合計   

前期末残高 3,069,004 3,152,684

当期変動額   

剰余金の配当 △46,694 △46,693

当期純利益 141,152 29,721

自己株式の取得 △71 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △10,706 10,063

当期変動額合計 83,680 △6,908

当期末残高 3,152,684 3,145,776



（４）キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年10月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当事業年度 
(自 平成20年10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   

税引前当期純利益 266,857 69,489

減価償却費 124,521 192,073

貸倒引当金の増減額（△は減少） △4,104 △20,882

賞与引当金の増減額（△は減少） △5,446 △55,602

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △3,560 △16,120

長期未払金の増減額（△は減少） △29,679 △18,641

退職給付引当金の増減額（△は減少） △65,911 △48,131

投資有価証券評価損益（△は益） － 19,029

受取利息及び受取配当金 △443 △300

支払利息 502 5,592

有形固定資産売却損益（△は益） － △193

有形固定資産除却損 2,671 2,621

投資有価証券売却損益（△は益） △2,110 －

売上債権の増減額（△は増加） 93,473 △537,199

未成業務受入金の増減額（△は減少） △53,535 △24,956

たな卸資産の増減額（△は増加） △16,276 113,768

仕入債務の増減額（△は減少） 23,349 △14,865

その他の資産の増減額（△は増加） 40,665 22,234

その他の負債の増減額（△は減少） △48,954 △24,516

小計 322,018 △336,598

利息及び配当金の受取額 443 300

利息の支払額 △502 △5,592

法人税等の支払額 △80,421 △67,697

営業活動によるキャッシュ・フロー 241,538 △409,586

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 △353,198 △246,713

有形固定資産の売却による収入 － 250

投資有価証券の取得による支出 △100,834 －

投資有価証券の売却による収入 20,257 1,067

無形固定資産の取得による支出 △9,862 △3,717

保険積立金の積立による支出 － △1,122

貸付けによる支出 － △2,500

貸付金の回収による収入 412 843

その他 31,728 △1,317

投資活動によるキャッシュ・フロー △411,498 △253,209



（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年10月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当事業年度 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年９月30日) 

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 200,000 800,000

短期借入金の返済による支出 △200,000 △800,000

長期借入れによる収入 － 300,000

長期借入金の返済による支出 － △16,666

リース債務の返済による支出 － △12,642

自己株式の取得による支出 △71 －

配当金の支払額 △46,601 △46,660

財務活動によるキャッシュ・フロー △46,672 224,031

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △216,632 △438,764

現金及び現金同等物の期首残高 892,078 675,445

現金及び現金同等物の期末残高 ※1  675,445 ※1  236,680



 該当事項はありません。 

  

継続企業の前提に関する注記

重要な会計方針

項目  
第42期

（自 平成19年10月１日  
至 平成20年９月30日）  

第43期  
（自 平成20年10月１日  
至 平成21年９月30日）  

 １.有価証券の評価基準及び 

  評価方法 

 その他有価証券 

時価（市場価格）のあるもの  

  期末日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部純資産直入法により

処理し、売却原価は移動平均法により

算定）を採用しております。 

 その他有価証券 

時価（市場価格）のあるもの 

同左 

  時価（市場価格）のないもの 

  移動平均法による原価法を採用して

おります。 

時価（市場価格）のないもの 

同左 

 ２.たな卸資産の評価基準及び 

  評価方法 

(1)未成業務支出金 

 個別法による原価法を採用しており

ます。 

(1)未成業務支出金 

 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）を採用し

ております。 

  (2)貯蔵品 

  最終仕入原価法による原価法を採用

しております。 

(2)貯蔵品 

 最終仕入原価法による原価法（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）

を採用しております。 

（会計方針の変更）  

 通常の販売目的で保有するたな卸資

産については、従来、未成業務支出金

については個別法による原価法、貯蔵

品については最終仕入原価法による原

価法によっておりましたが、当事業年

度より「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日公表分）が適用されたこと

に伴い、未成業務支出金については個

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）、貯蔵品については最終

仕入原価法による原価法（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。 

 これにより、営業利益、経常利益及

び税引前当期純利益に与える影響は軽

微であります。 



  

項目  
第42期

（自 平成19年10月１日  
至 平成20年９月30日）  

第43期  
（自 平成20年10月１日  
至 平成21年９月30日）  

 ３.固定資産の減価償却の方法 (1)有形固定資産 

 定率法（ただし、建物（建物附属設

備を除く）については定額法）を採用

しております。 

  なお、主な耐用年数は以下のとおり

であります。 

 建物        ２～52年 

 機械及び装置    ５～９年 

 工具、器具及び備品 ２～20年 

(1)有形固定資産（リース資産を除く）

 定率法（ただし、建物（建物附属設

備を除く）については定額法）を採用

しております。 

  なお、主な耐用年数は以下のとおり

であります。 

 建物        ２～52年 

 機械及び装置    ５～８年 

 工具、器具及び備品 ２～20年 

   (追加情報) 

 法人税法の改正に伴い、平成19年３

月31日以前に取得した資産について

は、改正前の法人税法に基づく減価償

却の方法の適用により取得価額の５％

に到達した事業年度の翌事業年度よ

り、取得価額の５％相当額と備忘価額

との差額を５年間にわたり均等償却

し、減価償却費に含めて計上しており

ます。 

 これによる損益に与える影響は軽微

であります。  

 (追加情報) 

 当社の機械装置については、従来、

耐用年数を５～９年としておりました

が、平成20年度の法人税法の改正を契

機として見直しを行い、当事業年度よ

り５～８年に変更しております。 

 これにより、営業利益、経常利益及

び税引前当期純利益に与える影響は軽

微であります。 

  (2)無形固定資産 

 定額法を採用しております。 

 なお、自社利用のソフトウェアにつ 

いては、社内における利用可能期間

（５年）に基づいております。  

(2)無形固定資産（リース資産を除く）

同左 

  ────── 

  

(3)リース資産  

 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、所有権移転外ファイナンス・

リース取引のうち、リース取引開始日

が平成20年９月30日以前のリース取引

については、通常の賃貸借取引に係る

方法に準じた会計処理によっておりま

す。 



項目  
第42期

（自 平成19年10月１日  
至 平成20年９月30日）  

第43期  
（自 平成20年10月１日  
至 平成21年９月30日）  

 ４.引当金の計上基準 (1)貸倒引当金 

 債権の貸倒れによる損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権等特定の債権につ

いては個別に回収可能性を勘案し、回

収不能見込額を計上しております。 

(1)貸倒引当金 

同左 

  (2)賞与引当金 

 従業員の賞与の支給に備えるため、

支給見込額に基づき計上しておりま

す。 

(2)賞与引当金 

同左 

  (3)役員賞与引当金 

 役員に対する賞与の支給に備えるた

め、支給見込額に基づき計上しており

ます。 

(3)役員賞与引当金 

同左 

  (4)退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、当

事業年度末における退職給付債務の見

込額に基づき計上しております。 

 なお、数理計算上の差異は、各事業

年度の発生時における従業員の平均残

存勤務期間以内の一定の年数（５年）

による定額法により按分した額をそれ

ぞれ発生の翌事業年度から費用処理す

ることとしております。 

 過去勤務債務は、その発生時の従業

員の平均残存勤務期間以内の一定の年

数（５年）による定額法により費用処

理することとしております。 

(4)退職給付引当金 

同左 

 ５.リース取引の処理方法  リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナン

ス・リース取引については、通常の賃

貸借取引に係る方法に準じた会計処理

によっております。 

────── 

 ６.キャッシュ・フロー計算書に

おける資金の範囲 

 キャッシュ・フロー計算書における

資金（現金及び現金同等物）は、手許

資金、随時引き出し可能な預金・満期

までの預入期間が３ヶ月以内の定期預

金及び容易に換金可能であり、かつ、

価値の変動について僅少なリスクしか

負わない短期投資からなっておりま

す。 

同左 

 ７.消費税等の処理方法  消費税及び地方消費税の会計処理

は、税抜き方式によっております。 

同左 



  

  

会計処理方法の変更

前事業年度 
（自 平成19年10月１日 
至 平成20年９月30日） 

当事業年度 
（自 平成20年10月１日 
至 平成21年９月30日） 

────── （リース取引に関する会計基準） 

   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、当事業年度より「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））を適用し、通常の売買取引に係る方法に準じた会

計処理によっております。 

 なお、リース取引開始日が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。 

 これにより、営業利益、経常利益及び税引前当期純利

益に与える影響は軽微であります。 

表示方法の変更

前事業年度 
（自 平成19年10月１日 

至 平成20年９月30日） 

当事業年度 
（自 平成20年10月１日 
至 平成21年９月30日） 

────── （キャッシュ・フロー計算書） 

 営業活動によるキャッシュフローの「投資有価証券評

価損益（△は益）」は、前期は「その他の資産の増減額

（△は増加）」に含めて表示しておりましたが、重要性

が増したため区分掲記しております。 

 なお、前期の「その他の資産の増減額」に含まれてい

る「投資有価証券評価損益」は2,356千円であります。 



注記事項

（貸借対照表関係）

第42期 
（平成20年９月30日） 

第43期 
（平成21年９月30日） 

※１ 担保に供している資産及びこれに対応する債務は次

のとおりであります。 

(1)担保に供している資産 

※１ 担保に供している資産及びこれに対応する債務は次

のとおりであります。 

(1)担保に供している資産 

建物 千円38,064

土地  56,602

計  94,667

建物 千円36,212

土地  56,602

計  92,815

(2)担保権によって担保されている債務 

  期末日現在、上記担保に対応する当座貸越契約

（借越限度額350,000千円）の実行はありません。 

(2)担保権によって担保されている債務 

  期末日現在、上記担保に対応する当座貸越契約

（借越限度額350,000千円）の実行はありません。 

※２ 関係会社に対するものが次のとおり含まれておりま

す。 

※２ 関係会社に対するものが次のとおり含まれておりま

す。 

完成業務未収入金 千円45,058 完成業務未収入金 千円45,801

 ３ 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀

行４行と当座貸越契約を締結しております。これら契

約に基づく当事業年度末の借入未実行残高は次のとお

りであります。 

 ３ 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀

行３行と当座貸越契約を締結しております。これら契

約に基づく当事業年度末の借入未実行残高は次のとお

りであります。 

当座貸越極度額 千円1,200,000

借入実行残高  －

 差引額  1,200,000

当座貸越極度額 千円900,000

借入実行残高    －

 差引額        900,000

（損益計算書関係）

第42期 
（自 平成19年10月１日 
至 平成20年９月30日） 

第43期 
（自 平成20年10月１日 
至 平成21年９月30日） 

※１ 関係会社との取引に係るものは次のとおりでありま

す。 

※１ 関係会社との取引に係るものは次のとおりでありま

す。 

受取賃貸料 千円557

その他（事務収入） 千円228

受取賃貸料 千円457

その他（事務収入） 千円228

※２ 研究開発費の総額 ※２ 研究開発費の総額 

販売費及び一般管理費 千円12,692 販売費及び一般管理費 千円7,879

※３ ────── ※３ 固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。 

  工具、器具及び備品 千円193

※４ 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 ※４ 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 

建物 千円1,770

車両運搬具   67

工具、器具及び備品  833

計  2,671

機械及び装置 千円841

工具、器具及び備品    1,779

計  2,621



前事業年度（自 平成19年10月１日 至 平成20年９月30日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注）普通株式の自己株式の株式数の増加108株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

２．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

(2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの 

（株主資本等変動計算書関係）

  
前事業年度末株式
数（株） 

当事業年度増加株
式数（株） 

当事業年度減少株
式数（株） 

当事業年度末株式
数（株） 

発行済株式         

普通株式  3,920,000  －  －  3,920,000

合計  3,920,000  －  －  3,920,000

自己株式         

普通株式（注）  28,800  108  －  28,908

合計  28,800  108  －  28,908

決議 株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

１株当たり配当
額（円） 

基準日 効力発生日

平成19年12月20日 

定時株主総会 
普通株式  27,238  7 平成19年９月30日 平成19年12月21日 

平成20年５月16日 

取締役会 
普通株式  19,455  5 平成20年３月31日 平成20年６月23日 

決議 株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

配当の原資
１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日

平成20年12月19日 

定時株主総会 
普通株式  27,237 利益剰余金   7 平成20年９月30日 平成20年12月22日



当事業年度（自 平成20年10月１日 至 平成21年９月30日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

  

２．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

(2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの 

  
前事業年度末株式
数（株） 

当事業年度増加株
式数（株） 

当事業年度減少株
式数（株） 

当事業年度末株式
数（株） 

発行済株式         

普通株式  3,920,000  －  －  3,920,000

合計  3,920,000  －  －  3,920,000

自己株式         

普通株式  28,908  －  －  28,908

合計  28,908  －  －  28,908

決議 株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

１株当たり配当
額（円） 

基準日 効力発生日

平成20年12月19日 

定時株主総会 
普通株式  27,237  7 平成20年９月30日 平成20年12月22日 

平成21年５月１日 

取締役会 
普通株式  19,455  5 平成21年３月31日 平成21年６月22日 

決議 株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

配当の原資
１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日

平成21年12月18日 

定時株主総会 
普通株式  7,782 利益剰余金   2 平成21年９月30日 平成21年12月21日

（キャッシュ・フロー計算書関係）

第42期 
（自 平成19年10月１日 
至 平成20年９月30日） 

第43期 
（自 平成20年10月１日 
至 平成21年９月30日） 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係 

（平成20年９月30日現在） （平成21年９月30日現在）

  

現金及び預金勘定 千円695,445

預入期間が３ヶ月を超える定期預金  △20,000

現金及び現金同等物  675,445

  

現金及び預金勘定 千円256,680

預入期間が３ヶ月を超える定期預金  △20,000

現金及び現金同等物  236,680

────── 
  

２ 重要な非資金取引の内容 

 当事業年度に新たに計上したファイナンス・リース取

引に係る資産及び債務の額は、それぞれ97,590千円であ

ります。 



（リース取引関係）

第42期 
（自 平成19年10月１日 
至 平成20年９月30日） 

第43期 
（自 平成20年10月１日 
至 平成21年９月30日） 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引 

１．ファイナンス・リース取引（借主側） 

  所有権移転外ファイナンス・リース取引 

 ① リース資産の内容 

  有形固定資産 

  分析・測定機器（機械及び装置、工具、器具及び備

品）であります。 

 ② リース資産の減価償却の方法 

  重要な会計方針「３．固定資産の減価償却の方法」に

記載のとおりであります。 

  

  なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のう

ち、リース取引開始日が、平成20年９月30日以前のリー

ス取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じ

た会計処理によっており、その内容は以下のとおりであ

ります。 

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 

  
取得価額相
当額 
（千円） 

減価償却累
計額相当額
（千円） 

期末残高相
当額 
（千円） 

工具、器具 
及び備品  311,935  118,958  192,976

合計  311,935  118,958  192,976

  
取得価額相
当額 
（千円） 

減価償却累
計額相当額
（千円） 

期末残高相
当額 
（千円） 

工具、器具
及び備品  301,219  169,356  131,862

合計  301,219  169,356  131,862

(2) 未経過リース料期末残高相当額等 

未経過リース料期末残高相当額 

(2) 未経過リース料期末残高相当額等 

未経過リース料期末残高相当額 

１年内 千円60,995

１年超  134,216

合計  195,211

１年内 千円57,353

１年超  76,862

合計  134,216

(3) 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失 

(3) 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失 

支払リース料 千円59,035

減価償却費相当額 千円56,891

支払利息相当額 千円2,711

支払リース料 千円63,585

減価償却費相当額 千円61,113

支払利息相当額 千円2,590

(4) 減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額

法によっております。 

(4) 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

(5) 利息相当額の算定方法 

 リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額

を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息

法によっております。 

(5) 利息相当額の算定方法 

同左 

２．オペレーティング・リース取引 ２．オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 未経過リース料 

１年内 千円897

１年超  2,318

 合計  3,216

１年内 千円897

１年超  1,421

 合計  2,318

 （減損損失について） 

  リース資産に配分された減損損失はありません。  

 （減損損失について） 

同左 



前事業年度（平成20年９月30日現在） 

１．その他有価証券で時価（市場価格）のあるもの 

（注）当事業年度において、その他有価証券で時価のある株式について2,356千円減損処理を行っております。 

なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には全て減損処理を行

い、30％以上50％未満下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について

減損処理を行っております。 

２．当事業年度中に売却したその他有価証券（自平成19年10月１日 至平成20年９月30日） 

３．時価評価されていない主な有価証券の内容 

（有価証券関係）

貸借対照表計上額が取

得原価を超えるもの 

種類 取得原価（千円）
貸借対照表計上額 

（千円） 
差額（千円）

（1）株式  3,437  4,265  827

（2）債券  －  －  －

（3）その他  －  －  －

小計  3,437  4,265  827

貸借対照表計上額が取

得原価を超えないもの 

（1）株式  5,466  4,339  △1,127

（2）債券  －  －  －

（3）その他  58,817  40,346  △18,470

小計  64,283  44,685  △19,597

合計  67,721  48,950  △18,770

売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）

 19,367  2,110  148

種類 貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券      

非上場株式  103,500



当事業年度（平成21年９月30日現在） 

１．その他有価証券で時価（市場価格）のあるもの 

（注）１．当事業年度において、その他有価証券で時価のある株式等について19,029千円減損処理を行っております。な

お、表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。 

   ２．減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には全て減損処理を行い、

30％以上50％未満下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について

減損処理を行っております。 

２．当事業年度中に売却したその他有価証券（自平成20年10月１日 至平成21年９月30日） 

３．時価評価されていない主な有価証券の内容 

 前事業年度（自平成19年10月１日 至平成20年９月30日） 

  当社は、デリバティブ取引を全く利用しておりませんので該当事項はありません。 

 当事業年度（自平成20年10月１日 至平成21年９月30日） 

  当社は、デリバティブ取引を全く利用しておりませんので該当事項はありません。 

貸借対照表計上額が取

得原価を超えるもの 

種類 取得原価（千円）
貸借対照表計上額 

（千円） 
差額（千円）

（1）株式  3,581  4,376  794

（2）債券  －  －  －

（3）その他  －  －  －

小計  3,581  4,376  794

貸借対照表計上額が取

得原価を超えないもの 

（1）株式  2,963  2,843  △120

（2）債券  －  －  －

（3）その他  41,079  38,547  △2,531

小計  44,042  41,390  △2,651

合計  47,624  45,766  △1,857

売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）

 1,067  －  －

種類 貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券      

非上場株式  103,500

（デリバティブ取引関係）



１．採用している退職給付制度の概要 

 当社は、前払退職金制度、確定拠出年金制度及び退職一時金制度を設けております。 

 なお、平成15年10月１日付で退職金規程の改定を行い、退職一時金制度の一部を残して前払退職金制度と確

定拠出年金制度に移行しております。 

２．退職給付債務及びその内訳 

  前事業年度（平成20年９月30日現在） 

  当事業年度末時点における確定拠出年金制度への資産未移管額は流動負債の未払金に18,707千円、長期未払金に

35,185千円それぞれ計上しております。 

  当事業年度（平成21年９月30日現在） 

  当事業年度末時点における確定拠出年金制度への資産未移管額は流動負債の未払金に16,544千円、長期未払金に

16,544千円それぞれ計上しております。 

３．退職給付費用の内訳 

（退職給付関係）

  第42期
（平成20年９月30日） 

第43期 
（平成21年９月30日） 

(1)退職給付債務（千円）  △277,607  △228,733

(2) 年金資産（千円）  －    －   

(3)未積立退職給付債務 (1)＋(2)（千円）  △277,607  △228,733

(4)会計基準変更時差異の未処理額（千円）  －  －

(5)未認識数理計算上の差異（千円）  △5,320  △6,062

(6) 未認識過去勤務債務（債務の減額）（千円）  －    －   

(7)貸借対照表計上額純額(3)＋(4)＋(5)＋(6) 

（千円） 
 △282,927  △234,795

(8) 前払年金費用（千円）  －    －   

(9) 退職給付引当金 (7)－(8)（千円）  △282,927    △234,795   

  第42期
（自 平成19年10月１日 
至 平成20年９月30日） 

第43期 
（自 平成20年10月１日 
至 平成21年９月30日） 

退職給付費用（千円）    38,804      78,003   

 (1)勤務費用（千円）  －  －

 (2)利息費用（千円）  7,706  6,940

 (3)期待運用収益（減算）（千円）  －  －

 (4)会計基準変更時差異の費用処理額（千円）  －  －

 (5)数理計算上の差異の費用処理額（千円）  1,023  △1,859

 (6)過去勤務債務の費用処理額（千円）  △38,640  －

 (7)前払退職金支給額（千円）  17,377  18,347

 (8)確定拠出年金への掛金支払額（千円）  51,338  54,575



４．退職給付債務の計算基礎 

 前事業年度（自平成19年10月１日 至平成20年９月30日） 

  該当事項はありません。 

 当事業年度（自平成20年10月１日 至平成21年９月30日） 

  該当事項はありません。 

  第42期
（平成20年９月30日） 

第43期 
（平成21年９月30日） 

(1)退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 期間定額基準 

(2)割引率（％）  2.5  2.5

(3)期待運用収益率  －  －

(4)数理計算上の差異の処理年数（年） ５  ５ 

  

（各事業年度の発生時におけ
る従業員の平均残存勤務期間以
内の一定の年数による定額法に
より按分した額をそれぞれ発生
の翌事業年度から費用処理する
こととしております。） 

同左 

(5)会計基準変更時差異の処理年数（年）  －  －

(6)過去勤務債務の額の処理年数（年） ５  ５ 

（ストック・オプション等関係）



前事業年度（自平成19年10月１日 至平成20年９月30日） 

 該当事項はありません。 

当事業年度（自平成20年10月１日 至平成21年９月30日） 

 該当事項はありません。 

 前事業年度（自平成19年10月１日 至平成20年９月30日） 

  該当事項はありません。 

 当事業年度（自平成20年10月１日 至平成21年９月30日） 

  該当事項はありません。 

（税効果会計関係）

前事業年度 
（平成20年９月30日） 

当事業年度 
（平成21年９月30日） 

１.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳 

１.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳 

  

繰延税金資産    

 退職給付引当金 114,585千円 

  確定拠出年金移行に伴う未払金 21,826  

 役員退職慰労引当金 16,383  

 賞与引当金 53,448  

 貸倒引当金 10,566  

 未払事業税 3,631  

 その他有価証券評価差額金 7,602  

 その他 14,645  

繰延税金資産計 242,690  

繰延税金資産の純額 242,690  

繰延税金資産    

 繰越欠損金 38,439千円 

 退職給付引当金 95,092  

  確定拠出年金移行に伴う未払金 13,400  

 役員退職慰労引当金 16,383  

 賞与引当金 30,929  

 貸倒引当金 2,017  

 その他有価証券評価差額金 752  

 その他 10,441  

繰延税金資産計 207,457  

繰延税金負債       

 未収事業税 △831  

繰延税金負債計 △831  

繰延税金資産の純額 206,625  

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因とな

った主要な項目別の内訳 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因とな

った主要な項目別の内訳 

  

法定実効税率 40.5％ 

（調整）       

 交際費等永久に損金に算入されない 

 項目 

0.7  

 住民税均等割 3.7  

 役員賞与引当金 2.6  

 試験研究費等の税額控除 △0.3  

 その他 △0.1  

税効果会計適用後の法人税等の負担率 47.1  

  

法定実効税率 40.5％ 

（調整）       

 交際費等永久に損金に算入されない 

 項目 

1.5  

 住民税均等割 15.1  

 その他 0.1  

税効果会計適用後の法人税等の負担率 57.2  

（持分法損益等）

（企業結合等）



１．関連当事者との取引 

前事業年度（自平成19年10月１日 至平成20年９月30日） 

  親会社及び法人主要株主等 

 （注）１．上記の金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示しております。 

２．取引条件ないし取引条件の決定方針等 

       ①環境関連業務の請負については、個別に見積書を提出し価格交渉の上、決定しております。 

   ②事務所の賃貸については、近隣の取引実勢に基づいて決定しております。 

当事業年度（自平成20年10月１日 至平成21年９月30日） 

（追加情報） 

 当事業年度より、「関連当事者の開示に関する会計基準」（企業会計基準第11号 平成18年10月17日）及び

「関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第13号 平成18年10月17日）を適用

しております。 

 なお、これによる開示対象範囲の変更はありません。 

  

    親会社及び法人主要株主等 

 （注）１．上記の金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示しております。 

２．取引条件ないし取引条件の決定方針等 

       ①環境関連業務の請負については、個別に見積書を提出し価格交渉の上、決定しております。 

   ②事務所の賃貸については、近隣の取引実勢に基づいて決定しております。 

  

２．親会社又は重要な関連会社に関する注記 

  親会社情報 

応用地質株式会社（東京証券取引所に上場）  

（関連当事者情報）

属性 会社等の 
名称 住所 

資本金又は
出資金 
（千円） 

事業の内容
又は職業 

議決権等の
所有（被所
有）割合 

関係内容

取引の内容
取引金額 
（千円） 科目 期末残高

（千円）役員の
兼任等

事業上
の関係

親会社 
応用地質 

株式会社 

東京都 

千代田区 
 16,174,600

地質調査等

建設コンサ

ルタント 被所有割合 

直接 

68.6％

兼任 

２名

環境関

連業務

の請負

環境関連業

務の請負 
 414,775

完成業務 

未収入金 
45,058

計測機器の

製造販売 

  

未成業務

受入金 
125

事務所の 

賃貸  
 457 － －

属性 会社等の 
名称 住所 

資本金又は
出資金 
（千円） 

事業の内容
又は職業 

議決権等の
所有（被所
有）割合 

関係内容

取引の内容
取引金額 
（千円） 科目 期末残高

（千円）役員の
兼任等

事業上
の関係

親会社 
応用地質 

株式会社 

東京都 

千代田区 
 16,174,600

地質調査等

建設コンサ

ルタント 被所有割合 

直接 

68.6％

兼任 

２名

環境関

連業務

の請負

環境関連業

務の請負 
 309,476

完成業務 

未収入金 
45,801

計測機器の

製造販売 

  
事務所の 

賃貸  
 457 － －



 （注）１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

    該当事項はありません。 

（１株当たり情報）

第42期 
（自 平成19年10月１日 
至 平成20年９月30日） 

第43期 
（自 平成20年10月１日 
至 平成21年９月30日） 

１株当たり純資産額 円810.23

１株当たり当期純利益金額 円36.28

１株当たり純資産額 円808.46

１株当たり当期純利益金額 円7.64

 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、

潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、

潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

  
第42期

(自 平成19年10月１日 
至 平成20年９月30日) 

第43期 
(自 平成20年10月１日 
至 平成21年９月30日) 

当期純利益（千円）  141,152  29,721

普通株主に帰属しない金額（千円）  －  －

普通株式に係る当期純利益（千円）  141,152  29,721

期中平均株式数（千株）  3,891  3,891

（重要な後発事象）



(1）役員の異動 

① 代表取締役の異動 

   該当事項はありません 

② その他の役員の異動 

 ・退任予定取締役 

    取締役 須藤 和夫（顧問 就任予定） 

③ 退任予定日 

   平成21年12月18日 

(2) 部門別受注高及び受注残高、部門別売上高明細表 

  

① 部門別受注高及び受注残高 

（単位：千円）

 （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 

（単位：千円）

 （注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

５．その他

 期別 
前事業年度

(自 平成19年10月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当事業年度 
(自 平成20年10月１日 
  至 平成21年９月30日) 

 部門 受注高 受注残高 受注高
対前期
増減率 
(％) 

 受注残高 
対前期
増減率 
(％) 

 環境調査部門  2,590,973 1,547,120 2,458,889 △5.1  1,294,335 △16.3

 環境計量部門  2,144,311 511,758 1,937,722 △9.6  515,900 0.8

 建築物管理部門  301,378 65,263 316,321 5.0  67,207 3.0

 合計  5,036,663 2,124,142 4,712,933 △6.4  1,877,442 △11.6

  期別 
 前事業年度

(自 平成19年10月１日 
  至 平成20年９月30日) 

当事業年度
(自 平成20年10月１日 
  至 平成21年９月30日) 対前期増減率(％)

 部門  金額 構成比 (％) 金額 構成比 (％) 

 環境調査部門  2,620,834 51.6 2,711,674  54.7 3.5

 環境計量部門  2,149,277 42.3 1,933,580  39.0 △10.0

 建築物管理部門  311,858 6.1 314,377  6.3 0.8

 合計  5,081,971 100.0 4,959,632  100.0 △2.4
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