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1.  平成22年9月期第1四半期の連結業績（平成21年10月1日～平成21年12月31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 ％

22年9月期第1四半期 2,302 51.9 △632 ― △648 ― △660 ―

21年9月期第1四半期 1,515 ― △862 ― △895 ― △859 ―

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9月期第1四半期 △45.85 ―

21年9月期第1四半期 △58.14 ―

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9月期第1四半期 11,277 3,504 30.4 237.82
21年9月期 9,636 4,216 42.9 286.89

（参考） 自己資本  22年9月期第1四半期  3,428百万円 21年9月期  4,135百万円

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9月期 ― ― ― 2.50 2.50

22年9月期 ―

22年9月期 
（予想）

― ― 5.00 5.00

3.  平成22年9月期の連結業績予想（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2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期 
連結累計期間

11,350 9.1 750 32.5 720 74.4 690 ― 47.86

通期 20,400 18.5 530 ― 470 ― 410 ― 28.44

1



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 

 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条件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 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年9月期第1四半期 15,180,000株 21年9月期 15,180,000株

② 期末自己株式数 22年9月期第1四半期 764,190株 21年9月期 764,190株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年9月期第1四半期 14,415,810株 21年9月期第1四半期 14,789,775株
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当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、緊急経済対策の効果や海外経済の一部改善等、景気持ち直しの

兆しが見られたものの、個人消費の落ち込み、雇用情勢の回復の遅れ等により、依然として厳しい状況で推移いたし

ました。 

 当建設関連業界におきましても、国の平成21年度補正予算の効果が一部に見られましたが、地方公共団体の公共事

業関連経費の継続抑制や、政権交代に伴う公共工事の見直し等、先行き不透明な状況にあります。 

このような事業環境のもと、当社は国土の「安全・安心」への寄与に向け、環境・防災分野の強化を図ると共に、

組織改編による意思決定の迅速化を推進し、受注確保、収益改善に努めてまいりました。 

 その結果、当第１四半期連結会計期間における業績は、受注高が60億43百万円（前年同期比48.2％増）となり、売

上高は、工事進行基準適用工事の売上高が増加したこともあり、 百万円（同51.9％増）となりました。 

 利益面におきましては、売上原価率の改善や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8億62百万円の損失）、経常損益は 百万円の損失（前年同期は8億95百万円の損失）、四

半期純損益は 百万円の損失（前年同期は8億59百万円の損失）となりました。 

 なお、当社グループの売上高は第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、当第１四半期連結会

計期間では損失計上となる傾向にあり、業績に季節的変動があります。 

  

 当第１四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16億40百万円増加の 百万円となりま

した。これは主として、仕掛品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23億52百万円増加の 百万円となりました。これは主として、短期借

入金や前受金が増加したことによるものであります。 

 純資産合計は、前連結会計年度に比較し7億11百万円減少の 百万円となりました。これは主として、利益剰余

金が減少したことによるものであります。 

  

 平成21年11月13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。 

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１四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。  

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

23億2

6億32

6億48

6億60

２．連結財政状態に関する定性的情報

112億77

77億72

35億4

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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①完成工事高及び完成工事原価の計上基準の変更 

 請負工事に係る収益の計上基準については、従来、請負金額１億円以上かつ工期１年以上の物件については

工事進行基準を、その他の物件については工事完成基準を適用しておりましたが、「工事契約に関する会計基

準」（企業会計基準第15号 平成19年12月27日）及び「工事契約に関する会計基準の適用指針」（企業会計基

準適用指針第18号 平成19年12月27日）を当第１四半期連結会計期間より適用し、当第１四半期連結会計期間

に着手した工事契約から、当第１四半期連結会計期間末までの進捗部分について成果の確実性が認められる物

件については工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）を、その他の物件については工事完成基準

を適用しております。 

 なお、平成21年９月30日以前に着手した工事契約のうち、請負金額１億円以上かつ工期１年以上の物件につ

いては工事進行基準を、その他の物件については工事完成基準を引き続き適用しております。 

 これにより、売上高は659,932千円増加し、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139,723千円減少しております。 

②退職給付引当金（追加情報） 

 当社及び連結子会社（一部を除く）は、従来、退職給付制度として退職一時金制度と適格退職年金制度を

併用しておりましたが、平成21年10月１日付で適格退職年金制度を確定給付年金制度へ移行しております。

なお、この変更に伴う移行時損益の連結財務諸表に与える影響は軽微であります。 

③役員退職慰労引当金（追加情報） 

 当社は、平成21年11月13日開催の取締役会において役員退職慰労金の廃止を決議し、平成21年12月17日開

催の第62回定時株主総会において役員の実際の退任時に取締役会の決議又は監査役の協議で決定された金額

を支払うことが承認されました。廃止に伴う打切り日（平成21年12月17日）までの在任期間に対応する退職

慰労金として、従来の内規に基づいて当第１四半期連結会計期間末における未払額を固定負債の「その他」

に65,865千円計上しております。  

④表示方法の変更 

＜四半期連結損益計算書関係＞ 

 前第１四半期連結累計期間において、営業外費用の「その他」に含めて表示しておりました「シンジケ

ートローン手数料」は、営業外費用総額の100分の20を超えたため、当第１四半期連結累計期間より区分掲

記することとしました。なお、前第１四半期連結累計期間の営業外費用の「その他」に含まれる「シンジ

ケートローン手数料」は3,750千円であります。  

（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１四半期連結会計期間末
(平成21年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 653,565 594,433

受取手形及び売掛金 1,440,052 1,438,373

仕掛品 5,164,424 3,633,200

原材料及び貯蔵品 3,197 2,829

繰延税金資産 16,771 15,909

その他 222,224 316,535

貸倒引当金 △3,395 △3,395

流動資産合計 7,496,841 5,997,887

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 286,287 284,264

航空機（純額） 84,898 92,010

機械及び装置（純額） 282,807 310,170

車両運搬具及び工具器具備品（純額） 146,495 153,113

土地 320,153 320,153

その他（純額） 408,483 424,216

有形固定資産合計 1,529,126 1,583,928

無形固定資産   

ソフトウエア 451,787 457,973

その他 197,222 176,942

無形固定資産合計 649,010 634,916

投資その他の資産   

投資有価証券 1,026,713 844,255

長期貸付金 247,194 248,037

敷金及び保証金 462,739 459,900

その他 109,729 111,830

貸倒引当金 △244,300 △244,300

投資その他の資産合計 1,602,077 1,419,723

固定資産合計 3,780,214 3,638,568

資産合計 11,277,055 9,636,455
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 404,273 498,583

短期借入金 2,000,000 －

未払法人税等 24,604 69,551

前受金 1,552,752 1,346,278

賞与引当金 165,509 185,582

受注損失引当金 196,128 128,932

その他 807,086 608,024

流動負債合計 5,150,354 2,836,953

固定負債   

退職給付引当金 2,098,464 2,006,435

役員退職慰労引当金 31,959 133,312

繰延税金負債 14,707 16,163

その他 476,617 427,110

固定負債合計 2,621,748 2,583,021

負債合計 7,772,103 5,419,974

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,272,000 1,272,000

資本剰余金 2,078,113 2,078,113

利益剰余金 297,117 994,147

自己株式 △240,298 △240,298

株主資本合計 3,406,933 4,103,962

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 21,415 31,860

評価・換算差額等合計 21,415 31,860

少数株主持分 76,603 80,657

純資産合計 3,504,952 4,216,480

負債純資産合計 11,277,055 9,636,455
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（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 1,515,915 2,302,758

売上原価 1,345,459 1,899,963

売上総利益 170,455 402,795

販売費及び一般管理費 1,032,892 1,034,885

営業損失（△） △862,437 △632,090

営業外収益   

受取利息 2,512 2,194

受取配当金 3,077 2,316

持分法による投資利益 － 4,130

その他 9,659 5,918

営業外収益合計 15,248 14,560

営業外費用   

支払利息 6,355 14,761

持分法による投資損失 13,527 －

アドバイザリー手数料 20,000 －

シンジケートローン手数料 － 13,750

その他 8,715 2,202

営業外費用合計 48,598 30,713

経常損失（△） △895,787 △648,243

特別利益   

前期損益修正益 85,913 －

固定資産売却益 472 －

特別利益合計 86,386 －

特別損失   

固定資産除却損 1,891 1,418

投資有価証券評価損 37,714 1,331

特別損失合計 39,606 2,749

税金等調整前四半期純損失（△） △849,007 △650,992

法人税等 16,106 13,888

少数株主損失（△） △5,306 △3,891

四半期純損失（△） △859,808 △660,988
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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）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31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（△） △849,007 △650,992

減価償却費 78,232 116,125

持分法による投資損益（△は益） 13,527 △4,130

賞与引当金の増減額（△は減少） △39,107 △20,072

受注損失引当金の増減額（△は減少） 64,627 67,195

退職給付引当金の増減額（△は減少） 71,246 92,028

受取利息及び受取配当金 △5,589 △4,511

支払利息 6,355 14,761

投資有価証券評価損益（△は益） 37,714 1,331

有形固定資産除却損 1,891 1,418

売上債権の増減額（△は増加） 324,672 △1,679

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,916,056 △1,531,591

仕入債務の増減額（△は減少） △119,328 △94,309

未払消費税等の増減額（△は減少） △77,093 △28,326

前受金の増減額（△は減少） 133,894 206,473

その他 142,203 295,762

小計 △2,131,814 △1,540,518

利息及び配当金の受取額 5,989 4,889

利息の支払額 △6,355 △12,556

法人税等の支払額 △55,390 △57,286

営業活動によるキャッシュ・フロー △2,187,570 △1,605,471

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 △341,899 △40,565

無形固定資産の取得による支出 △43,527 △53,077

投資有価証券の取得による支出 － △192,000

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 1,016 842

投資活動によるキャッシュ・フロー △385,610 △284,801

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） 2,035,000 2,000,000

自己株式の取得による支出 △679 －

配当金の支払額 △45,516 △36,040

リース債務の返済による支出 △181 △13,738

その他 311,500 △800

財務活動によるキャッシュ・フロー 2,300,122 1,949,420

現金及び現金同等物に係る換算差額 － △15

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △273,058 59,132

現金及び現金同等物の期首残高 1,487,245 594,433

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,214,186 653,565
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 該当事項はありません。 

  

前第１四半期連結累計期間（自平成20年10月１日 至平成20年12月31日）及び当第１四半期連結累計期間

（自平成21年10月１日 至平成21年12月31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。  

  

前第１四半期連結累計期間（自平成20年10月１日 至平成20年12月31日）及び当第１四半期連結累計期間

（自平成21年10月１日 至平成21年12月31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。  

   

前第１四半期連結累計期間（自平成20年10月１日 至平成20年12月31日）及び当第１四半期連結累計期間

（自平成21年10月１日 至平成21年12月31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21年12月17日開催の当社第62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

1,200,000千円を繰越利益剰余金に振替えて欠損填補しております。 

   

（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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受注及び販売の状況  

 当第１四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。  

  

（1）受注の状況 

（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

（2）販売の状況 

（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

  
前年同四半期

（自 平成20年10月１日 
  至 平成20年12月31日）

当四半期
（自 平成21年10月１日 
  至 平成21年12月31日）

比較増減

業務区分 
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） 

情報システム  2,662,169  8,720,002  3,948,847  11,396,655  1,286,678  2,676,653

建設コンサルタント  1,417,393  5,033,832  2,095,030  5,776,114  677,637  742,282

合  計  4,079,562  13,753,834  6,043,878  17,172,770  1,964,315  3,418,936

  
前年同四半期

（自 平成20年10月１日 
  至 平成20年12月31日）

当四半期
（自 平成21年10月１日 
  至 平成21年12月31日）

比較増減

業務区分 
金額 

（千円） 

構成比 

（％）  

金額 

（千円） 

構成比 

（％） 

金額 

（千円） 

増減率 

（％） 

情報システム  1,085,802  71.6  1,575,737  68.4  489,934  45.1

建設コンサルタント  430,112  28.4  727,021  31.6  296,909  69.0

合  計  1,515,915  100.0  2,302,758  100.0   786,843  51.9
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