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1.  21年12月期の連結業績（平成21年1月1日～平成21年12月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％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12月期 4,066 △12.0 △392 ― △367 ― △499 ―
20年12月期 4,617 3.0 △368 ― △347 ― △440 ―

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12月期 △66.84 ― △11.8 △6.6 △9.7
20年12月期 △58.99 ― △9.2 △5.6 △8.0
（参考） 持分法投資損益 21年12月期  ―百万円 20年12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12月期 5,265 3,960 75.2 530.11
20年12月期 5,842 4,500 77.0 602.33
（参考） 自己資本   21年12月期  3,960百万円 20年12月期  4,500百万円

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12月期 △548 645 △5 975
20年12月期 △418 △49 △37 884

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
（連結）

純資産配当
率（連結）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12月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―
21年12月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―
22年12月期 

（予想）
― 0.00 ― 0.00 0.00 ―

3.  22年12月期の連結業績予想（平成22年1月1日～平成22年12月31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）

 

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

2,833 8.3 156 ― 160 ― 140 ― 18.74

通期 4,549 11.9 90 ― 95 ― 53 ― 7.09
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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) 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（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

（注）詳細は、17ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注）１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、21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12月期 7,796,800株 20年12月期 7,796,800株
② 期末自己株式数 21年12月期  325,137株 20年12月期  324,239株

（参考）個別業績の概要 

1.  21年12月期の個別業績（平成21年1月1日～平成21年12月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％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12月期 4,000 △13.2 △405 ― △380 ― △509 ―
20年12月期 4,607 2.9 △375 ― △355 ― △435 ―

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
円 銭 円 銭

21年12月期 △68.19 ―
20年12月期 △58.29 ―

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 5,227 3,933 75.3 526.52
20年12月期 5,815 4,484 77.1 600.10
（参考） 自己資本 21年12月期  3,933百万円 20年12月期  4,484百万円

2.  22年12月期の個別業績予想（平成22年1月1日～平成22年12月31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）

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
記載されている業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想
数値と異なる場合があります。なお、上記予想に関する事項は、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。 

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

2,825 8.8 168 ― 172 ― 152 ― 20.34

通期 4,500 12.5 90 ― 95 ― 53 ― 7.09
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(1）経営成績に関する分析 

 当連結会計年度におけるわが国経済は、新興国の好調な経済にけん引され、輸出や生産の回復がつづいたものの、

円高やデフレが企業収益を圧迫しており新たな設備投資や雇用は増加せず、個人消費の本格的な回復には至りません

でした。 

 当建設コンサルタント業界におきましては、国及び地方自治体の公共下水道事業予算縮減により、企業間の受注獲

得競争をめぐる企業間競争は依然として激しい状況にあり、採算性の回復は引き続き厳しいものとなっております。

 このような外部環境の中で当グループは、組織体制の見直しにより業務及び生産の効率化を図ると共に、長期にわ

たり取り組んできた安全・安心・保全の技術を基にした上下水道及び、環境施設の新設・拡張・更新・維持管理に対

するコンサルティング業務の推進、さらに、下水道事業の新規事項である構造物の長寿命化支援業務と耐震診断業務

の展開など、既市場及び、民需を含めた新市場への営業活動を全社一丸となって展開してまいりました。 

 しかしながら、受注の遅れにより完成業務高が当初予定を下回ったことなどから、誠に遺憾ながら営業損失の計上

となりました。 

 この結果、当連結会計年度の受注高は42億１千３百万円（前期比1.3％増）となりました。一方、完成業務高は40

億６千６百万円（前期比12.0％減）、営業損失は３億９千２百万円（前期は営業損失３億６千８百万円）、経常損失

は３億６千７百万円（前期は経常損失３億４千７百万円）となりました。 

 また、経費削減の一環として平成22年度に本社を移転する予定であることから、特別損失に移転費用引当金繰入額

８千６百万円を計上した結果、当期純損失は４億９千９百万円（前期は当期純損失４億４千万円）となりました。 

 当グループにおける事業部門別の業績は、次のとおりであります。 

［建設コンサルタント部門］ 

 建設コンサルタント部門につきましては、地方自治体の財政悪化による公共事業の削減及び発注単価の低下等はあ

ったものの、受注高は34億９千５百万円（前期比0.4％増）となりました。一方、完成業務高は33億５千５百万円

（前期比16.7％減）となりました。 

［情報処理部門］ 

 情報処理部門につきましては、受注高は７億１千８百万円（前期比6.4％増）となりました。一方、完成業務高は

７億１千万円（前期比20.3％増）となりました。 

 当グループの事業は建設コンサルタント事業並びにこれらに付帯する業務の単一事業であります。従って、開示対

象となるセグメントはありませんので記載を省略しております。 

 次期の見通しにつきましては、本事業の公共下水道分野の平成22年度予算概算要求額の減少傾向からから見ても、

厳しい経営環境が続くものと予想されますが、国の安全対策・環境対策・社会インフラの予防保全（長寿命）に関し

ては、予算の重点配分がされる方向です。これらを踏まえ当グループでは、「2010経営方針の骨子」を定め、マーケ

ットの変化に対応した活動を展開し、シェアの拡大と受注単価の改善、新規事業の開拓、また、企業体質の改善・強

化による生産性の向上、徹底したコスト削減により利益の黒字定着化を図るべく、全社一丸となって努めてまいりま

す。 

 平成22年12月期の連結業績予想につきましては、受注高45億円（前期比6.8％増）、完成業務高45億４千９百万円

（前期比11.9％増）、営業利益９千万円（前期は営業損失３億９千２百万円）、経常利益９千５百万円（前期は経常

損失３億６千７百万円）、当期純利益５千３百万円（前期は当期純損失４億９千９百万円）を予定しております。 

１．経営成績



(2）財政状態に関する分析 

 当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、主として税金等調整前当期純損失の計

上、未成業務支出金の増加、未成業務受入金の減少、定期預金の減少などにより、前連結会計年度末に比べて９千万

円増加し、当連結会計年度末の残高は９億７千５百万円となりました。 

 当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況と増減の要因は、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５億４千８百万円（前期は４億１千８百万円の減少）となりました。 

 主な内訳は税金等調整前当期純損失４億５千３百万円、未成業務支出金の増加額６千１百万円、未成業務受入金の

減少額５千９百万円によるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動により得られた資金は６億４千５百万円（前期は４千９百万円の減少）となりました。 

 これは主に定期預金の減少額６億９千５百万円によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動により使用した資金は５百万円（前期は３千７百万円の減少）となりました。 

 これは主にリース債務の返済額４百万円によるものであります。 

（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）各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

（注２）株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。 

（注３）キャッシュ・フローは連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用してお

ります。有利子負債は、連結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。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用して

おります。 

（注４）平成19年12月期以降はキャッシュ・フローがマイナスのため、「キャッシュ・フロー対有利子負債比率」

及び「インタレスト・カバレッジ・レシオ」は記載しておりません。 

  平成17年12月期 平成18年12月期 平成19年12月期 平成20年12月期 平成21年12月期 

自己資本比率（％）  74.1  69.4  76.4  77.0  75.2

時価ベースの自己資本

比率（％） 
 55.7  36.7  27.8  18.3  16.6

キャッシュ・フロー対

有利子負債比率（年） 
 1.3  4.6  －  －  －

インタレスト・カバレ

ッジ・レシオ（倍） 
 55.6  15.0  －  －  －



(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

 当社の利益配分につきましては、株主の皆様に対し長期的に安定した配当を継続していくことを基本方針としてお

りますが、厳しい経営環境により、当期純損失を計上したことから、誠に遺憾ながら、当期は無配とさせていただく

ことといたしました。次期の配当につきましては、利益の確保に一丸となって努める所存でありますが、厳しい経営

環境が続くことが予想されることから、無配を予定しております。また、内部留保金につきましては、今後も予想さ

れる受注競争の激化に備えるための営業力強化及び、技術力強化のための人材育成とスキルアップ、さらに、設計シ

ステムの品質向上、新商品開発（ソフト関連）、財務体質の強化のために活用し、コストダウンと収益の向上に全力

を傾注し、株主の皆様に利益還元を図っていくことを基本方針としております。 

(4）事業等のリスク 

記載のうち、将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社が判断したものです。 

①公共事業への依存について 

当グループは、民需を含めた新規分野への事業展開を進めておりますが、官公庁・公団・地方公共団体等の公共事

業が極めて高い割合を占めております。政権交代による政府の公共事業の見直し及び地方自治体の財政難から本事業

の公共下水道分野の予算は縮減が続くとともに、受注競争の激化による受注単価の下落傾向が今後も予想されること

から、完成業務高及び利益に影響を及ぼす可能性があります。 

②成果品に対する瑕疵責任について 

当グループは、徹底した成果品の品質確保及び向上に力を注いでおり、品質保証システムＩＳＯ9001を導入してお

りますが、成果品のミスが原因で重大な不具合が発生した場合、業績に影響を及ぼす可能性があります。 

③継続企業の前提に関する重要事象について 

当グループは、継続して営業損失を計上していることから、継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせる状況

が存在しております。 

 この状況を解消すべく、経営方針の骨子を定め、営業組織の強化により市場の変化に対応した受注拡大と生産性向

上及び徹底したコスト削減に取り組んでおります。具体的には下水道事業の新規事項を中心とした自然災害リスク対

応型業務、地球温暖化対策支援業務、構造物の長寿命化支援業務、自治体の企業会計移行支援業務、下水道施設のア

セットマネジメント業務などの受注活動を積極的に進めております。   

 利益につきましては、役員を初めとした人件費の圧縮や組織集約（子会社の吸収合併）、本社及び地方事務所移転

などによる更なる固定費の削減、さらに、技術者のスキルアップや作業の工程管理及び、予算管理などのマネジメン

ト力の強化により生産性の向上を図ることで収益の改善に努めており、経営の健全化に向けて全社一丸となって取り

組んでおります。 

 一方、資金面につきましては、翌連結会計年度に見込まれる運転資金の需要に対して、現在の現預金残高での対応

が十分に可能であり、新たな資金調達の必要性はありません。 

 従いまして、当社は、継続企業の前提に関する重要な不確実性はないと認識しております。 

  



 当グループは、当社と子会社２社（連結子会社）で構成されており、上下水道に関する調査・計画・実施設計・施工

監理及び都市施設情報のデータベース化と、これを主に上下水道へ利活用するシステムの開発を主な事業としておりま

す。 

 当社の企業集団の事業に係わる位置づけは次のとおりです。 

 
  

 なお、当社は平成21年11月６日開催の取締役会の決議に基づき、平成22年１月１日を期して、当社100％出資の連結

子会社である株式会社カンザイを吸収合併いたしました。詳細は、32ページ「重要な後発事象」をご覧ください。 

２．企業集団の状況



(1）会社の経営の基本方針 

 当グループは安全・安心・保全のための先端技術の開発と確立とによって卓越したテクノロジーを提供し、社会の

信頼を基盤として、企業の発展と社員の福祉増進を図ることを経営の基本理念としております。 

 この基本理念に基づいて、事業領域は水と緑の環境保全のための技術と、そこから派生させた新商品を開発し、事

業領域を広げ、市場の拡大と売上の増加を図り、継続的な事業の成長・拡大を通じて業績の向上と株主価値の増大を

図ることを基本方針としております。 

(2）目標とする経営指標 

 当グループは、企業価値の最大化を目指し、株主利益重視の観点から、以下の指標を重要な経営目標として設定し

ております。 

  

３．経営方針

経営目標 中期経営目標数値 平成21年12月期実績 平成22年12月期計画 

１．受注高 億円以上  50 億円  42 億円  45

２．売上高営業利益率 ％以上  5 ％  △9.7 ％  2.0

３．１株当たり当期純利益 円以上  10 円 銭  △66 84 円 銭  7 09



(3）中長期的な会社の経営戦略 

 当グループの中長期の経営戦略は、安全・安心・保全の技術を基に、そこから進化した新技術商品を武器に新市場

の創設を通じて、他社との差別化を図り、官・民受注のバランスの取れた堅実な経営基盤を構築していくことであり

ます。 

(営業力の強化） 

 顧客の多様化したニーズを満足させるために基幹業務の他に上記の新技術商品群を提供し、競合他社との差別化を

図るとともに、顧客に成果品やサービスに対する信頼を与え、顧客に明確な価値を提供し、顧客の満足度を高めてま

いります。構造物非破壊調査診断システム、コンクリートテスタ及び３次元設計システム「ＵＲＵＳＨＩ」を利活用

した建物の安全検証及び耐震診断業務等の構造物長寿命化支援業務を中心に新商品の民需開拓を図ります。また、バ

イオソリューションシステム（改築・更新・統合、CO2削減）及びセトリング・シミュレータを利活用した官公庁向

け省エネルギー事業に関するコンサルティング業務、さらには、上記の技術商品群をフル活用したアセットマネジメ

ント支援業務の推進により、官民バランスのとれた営業基盤の確立に邁進してまいります。 

  

技術商品   販売対象   

○管理システム部門               

  ① 水道情報システム   官       民   

  ② 上下水道計画システム 官           

  ③ 公共下水道情報システム 官       民   

  ④ 流域下水道管理システム 官       民   

  ⑤ 農業集落排水情報システム 官       民   

  ⑥ 受益者負担金管理システム 官       民   

  ⑦ 上下水道資産管理支援システム 官       民   

  ⑧ 上下水道施設管理支援システム 官       民   

  ⑨ 下水道施設維持管理支援システム 官           

  ⑩ 公営企業会計システム 官           

  ⑪ ドキュメント管理システム（技術用） 官       民   

○シミュレーションシステム部門             

  ① リアル浸水シミュレーションシステム 官       民   

   ② バイオソリューションシステム（改築・更新・統合、CO2削減） 官       民   

  ③ セトリング・シミュレータ 官       民   

  ④ 建築物・構造物ＯＥＣ検証システム 官       民   

  ⑤ 構造物非破壊調査診断システム 官       民   

  ⑥ コンクリートテスタ 官       民   

  ⑦ 積算計算システム（建築・土木・管渠） 官       民   

  ⑧ 耐震・仮設計算システム（管渠） 官       民   

  ⑨ 設備機器診断システム（音響信号） 官       民   

○ＵＲＵＳＨＩシリーズ             

  ① 構造物自動設計システム（建築・土木） 官       民   

  ② 建築設備自動設計システム 官       民   

  ③ 上下水道管渠自動設計システム 官       民   



(技術力の強化と生産能力の向上） 

 独自に開発した各種システムのネットワーク活用、全社的ナレッジマネジメント（設計及びコンサルティングノウ

ハウの情報共有化）の推進により、業務の効率化、生産性の向上、高品質成果品・サービスの提供を実現してまいり

ます。 

(成果・能力主義の強化） 

 平成14年４月に、満40才以上を対象とした年俸制度の導入並びに給与体系の変更等企業に対する貢献度を重視した

人事制度の改革を実施してまいりましたが、今後とも業績評価・能力評価を一段と強化してまいります。 

(4）会社の対処すべき課題  

当グループの本事業である公共下水道事業は、国及び地方自治体の財政難から予算の削減が継続しており、当グ

ループにとりましては今後も厳しい経営環境が続くものと予想しております。 

このような状況の中で当グループは、以下の項目を重点課題として外部環境の変化に対応した事業戦略を実施

し、経営の健全化を実現してまいります。 

第１に顧客のニーズに適合した高品質の成果品を提供します。第２に受注拡大に向けた提案型営業活動の強化、

及び、今後の下水道関連事業としての公共施設のアセットマネジメント業務、省エネ・新エネ対策業務、自然災害リ

スク対応型業務などでの新規顧客開拓の推進、さらに、営業・技術部門の連携強化による採算性を重視した受注への

転換を図ってまいります。第３に社員のスキルアップによる業務の高効率化及び、工程・予算の重点管理による生産

性の向上、また、徹底した経費の削減を実施して収益の改善を図ってまいります。 

  



４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成20年12月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,757,704 3,157,068

受取手形 3,307 －

完成業務未収入金 442,090 441,247

未成業務支出金 686,974 748,129

その他 51,226 42,298

流動資産合計 4,941,303 4,388,745

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 430,451 432,098

減価償却累計額 △337,125 △341,914

建物及び構築物（純額） 93,325 90,184

土地 150,015 150,015

リース資産 － 5,293

減価償却累計額 － △1,058

リース資産（純額） － 4,234

その他 106,383 111,017

減価償却累計額 △95,665 △99,323

その他（純額） 10,717 11,694

有形固定資産合計 254,058 256,129

無形固定資産   

ソフトウエア 104,046 101,779

リース資産 － 16,615

その他 7,189 7,189

無形固定資産合計 111,236 125,584

投資その他の資産   

投資有価証券 247,976 179,715

長期貸付金 13,796 20,460

その他 283,570 303,694

貸倒引当金 △9,036 △9,036

投資その他の資産合計 536,305 494,832

固定資産合計 901,600 876,546

資産合計 5,842,904 5,265,291



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成20年12月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

業務未払金 132,478 201,942

リース債務 － 5,019

未払法人税等 52,429 51,718

未成業務受入金 185,050 125,697

賞与引当金 19,680 19,280

受注損失引当金 7,023 5,709

移転費用引当金 － 86,100

その他 213,416 178,447

流動負債合計 610,078 673,915

固定負債   

リース債務 － 16,203

繰延税金負債 38,688 11,042

退職給付引当金 575,686 542,314

役員退職慰労引当金 107,726 －

その他 9,754 61,005

固定負債合計 731,855 630,566

負債合計 1,341,934 1,304,481

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,093,000 1,093,000

資本剰余金 3,171,308 3,171,308

利益剰余金 464,248 △35,182

自己株式 △284,424 △284,538

株主資本合計 4,444,132 3,944,587

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 56,838 16,222

評価・換算差額等合計 56,838 16,222

純資産合計 4,500,970 3,960,809

負債純資産合計 5,842,904 5,265,291



（２）連結損益計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成20年１月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年12月31日) 

完成業務高 4,617,906 4,066,014

完成業務原価 3,667,472 3,227,041

売上総利益 950,433 838,972

販売費及び一般管理費 1,318,474 1,231,704

営業損失（△） △368,041 △392,732

営業外収益   

受取利息 12,859 9,173

受取配当金 5,787 5,406

保険事務手数料 1,907 1,845

出向者業務分担金 1,101 2,118

保険解約益 6,586 17,630

その他 9,960 3,235

営業外収益合計 38,201 39,409

営業外費用   

支払利息 － 871

株式関係費用 14,750 12,214

その他 2,507 820

営業外費用合計 17,257 13,906

経常損失（△） △347,097 △367,228

特別利益   

貸倒引当金戻入額 26 －

特別利益合計 26 －

特別損失   

固定資産除却損 1,099 15

投資有価証券評価損 46,950 －

移転費用引当金繰入額 － 86,100

特別損失合計 48,049 86,115

税金等調整前当期純損失（△） △395,120 △453,344

法人税、住民税及び事業税 45,702 46,086

当期純損失（△） △440,822 △499,430



（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成20年１月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年12月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 1,093,000 1,093,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,093,000 1,093,000

資本剰余金   

前期末残高 3,171,308 3,171,308

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 3,171,308 3,171,308

利益剰余金   

前期末残高 942,442 464,248

当期変動額   

剰余金の配当 △37,371 －

当期純損失（△） △440,822 △499,430

当期変動額合計 △478,194 △499,430

当期末残高 464,248 △35,182

自己株式   

前期末残高 △284,054 △284,424

当期変動額   

自己株式の取得 △369 △114

当期変動額合計 △369 △114

当期末残高 △284,424 △284,538

株主資本合計   

前期末残高 4,922,696 4,444,132

当期変動額   

剰余金の配当 △37,371 －

当期純損失（△） △440,822 △499,430

自己株式の取得 △369 △114

当期変動額合計 △478,563 △499,545

当期末残高 4,444,132 3,944,587



（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成20年１月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年12月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 113,026 56,838

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △56,188 △40,615

当期変動額合計 △56,188 △40,615

当期末残高 56,838 16,222

評価・換算差額等合計   

前期末残高 113,026 56,838

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △56,188 △40,615

当期変動額合計 △56,188 △40,615

当期末残高 56,838 16,222

純資産合計   

前期末残高 5,035,722 4,500,970

当期変動額   

剰余金の配当 △37,371 －

当期純損失（△） △440,822 △499,430

自己株式の取得 △369 △114

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △56,188 △40,615

当期変動額合計 △534,752 △540,160

当期末残高 4,500,970 3,960,809



（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成20年１月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年１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   

税金等調整前当期純損失（△） △395,120 △453,344

減価償却費 55,348 54,807

貸倒引当金の増減額（△は減少） △26 －

賞与引当金の増減額（△は減少） △1,230 △400

受注損失引当金の増減額（△は減少） △3,488 △1,313

移転費用引当金の増減額（△は減少） － 86,100

退職給付引当金の増減額（△は減少） △10,025 △33,371

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △21,493 △107,726

受取利息及び受取配当金 △18,646 △14,579

支払利息 － 871

保険解約損益（△は益） △6,586 △17,630

固定資産除売却損益（△は益） 1,099 15

投資有価証券評価損益（△は益） 46,950 －

売上債権の増減額（△は増加） △118,027 4,149

未成業務支出金の増減額（△は増加） 207,963 △61,155

仕入債務の増減額（△は減少） 14,446 69,464

未成業務受入金の増減額（△は減少） △152,779 △59,352

その他 6,655 15,859

小計 △394,961 △517,607

利息及び配当金の受取額 18,490 16,637

利息の支払額 － △871

法人税等の支払額 △44,736 △49,617

法人税等の還付額 2,561 2,909

営業活動によるキャッシュ・フロー △418,646 △548,548

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の増減額（△は増加） △8,839 695,200

担保預金の預入支出 － △4,000

有形固定資産の取得による支出 △12,569 △4,116

無形固定資産の取得による支出 △50,160 △38,808

その他の支出 △24,839 △47,142

その他の収入 46,757 44,354

投資活動によるキャッシュ・フロー △49,651 645,488

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 △369 △114

リース債務の返済による支出 － △4,839

配当金の支払額 △37,600 △691

財務活動によるキャッシュ・フロー △37,970 △5,645

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,013 △729

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △507,281 90,565

現金及び現金同等物の期首残高 1,392,038 884,756

現金及び現金同等物の期末残高 884,756 975,322



 該当事項はありません。 

  

 なお、上記以外は、 近の有価証券報告書（平成21年３月31日提出）における記載から重要な変更がないため開示を

省略します。 

継続企業の前提に関する注記

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目 
前連結会計年度 

（自 平成20年１月１日 
至 平成20年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31日） 

１．会計処理基準に関する事

項 

    

(1）重要な減価償却資産の減

価償却の方法 

１．有形固定資産 

定率法 

 ただし、平成10年４月１日以降に取

得した建物（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、耐用年数及び残存価額につい

ては、法人税法に規定する方法と同一

の基準によっております。 

１．有形固定資産（リース資産を除く） 

同左 

  ２．無形固定資産 

 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）に基づく定額法によっておりま

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12月31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。  

(2）重要な引当金の計上基準  １．役員退職慰労引当金 

 当社は、役員の退任時に支給される

慰労金の支払に備えるため、内規に基

づき当連結会計年度末要支給額を計上

しております。 

────── 

  

  ────── ２．移転費用引当金 

 本社移転に備えるため、移転費用見

込み額を計上しております。 

(3）重要なリース取引の処理

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。 

────── 



  

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前連結会計年度 
（自 平成20年１月１日 
至 平成20年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31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、当連結会計年度より「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。 

これによる損益に与える影響は軽微であります。 



  

表示方法の変更

前連結会計年度 
（自 平成20年１月１日 
至 平成20年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31日） 

（連結損益計算書） 

１．前連結会計年度において営業外収益の「その他」に含

めて表示しておりました「保険解約益」は、当連結会計

年度において営業外収益の総額の100分の10を超えたた

め区分掲記しました。 

  なお、前連結会計年度における「保険解約益」の金額

は1,225千円であります。 

────── 

（連結キャッシュ・フロー計算書） 

１．営業活動によるキャッシュ・フローの「保険解約益」

は、前連結会計年度は「その他」に含めて表示しており

ましたが金額的重要性が増したため区分掲記しておりま

す。 

  なお、前連結会計年度の「その他」に含まれている

「保険解約益」は1,225千円であります。 

────── 

  

２．営業活動によるキャッシュ・フローの「為替差損益」

及び「未払消費税等の増減額」は、当連結会計年度にお

いて、金額的重要性が乏しくなったため「その他」に含

めております。 

  なお、当連結会計年度の「その他」に含まれている

「為替差損益」及び「未払消費税等の増減額」はそれぞ

れ1,013千円、11,407千円であります。 

  

３．前連結会計年度において、総額表示しておりました投

資活動によるキャッシュ・フローの「定期預金の預入に

よる支出」及び「定期預金の払戻による収入」は、当連

結会計年度より「定期預金の増減額」として純額表示し

ております。 

  なお、当連結会計年度の「定期預金の増減額」に含ま

れている「定期預金の預入による支出」及び「定期預金

の払戻による収入」はそれぞれ2,172,947千円、

2,164,107千円であります。 

   



  

追加情報

前連結会計年度 
（自 平成20年１月１日 
至 平成20年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31日） 

（固定資産の減価償却方法の変更） ────── 

 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％に到達した連結会計年度の

翌連結会計年度より、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。これによる影響は軽微であります。 

  

────── （役員退職慰労引当金） 

   当社の役員退職慰労引当金については、従来、役員の退

職慰労金の支給に備えるため、取締役会において決議され

た内規に基づく連結会計年度末における要支給額により計

上しておりましたが、平成21年３月30日開催の定時株主総

会終結の時をもって役員退職慰労金制度を廃止しました。

制度の廃止に伴い、役員の退任時に役員退職慰労金を打切

り支給することを同株主総会にて決議し、役員退職慰労引

当金残高は全額取崩し、在任役員への打切り支給額の未払

分59,053千円を固定負債の「その他」に計上しておりま

す。 



 連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、リース取引、有価

証券、退職給付、税効果会計に関する注記事項については、決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられる

ため開示を省略しております。デリバティブ取引、ストック・オプション等、企業結合等、関連当事者との取引につい

ては、該当事項がないため記載しておりません。 

  

前連結会計年度（自 平成20年１月１日 至 平成20年12月31日） 

 当グループの事業は建設コンサルタント事業並びにこれらに付帯する業務の単一事業であります。従って、開

示対象となるセグメントはありませんので、記載を省略しております。 

当連結会計年度（自 平成21年１月１日 至 平成21年12月31日） 

 当グループの事業は建設コンサルタント事業並びにこれらに付帯する業務の単一事業であります。従って、開

示対象となるセグメントはありませんので、記載を省略しております。 

  

前連結会計年度（自 平成20年１月１日 至 平成20年12月31日） 

 本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がありませんので、該当事項はありません。

当連結会計年度（自 平成21年１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連結子会社及び重要な在外支店がありませんので、該当事項はありません。

  

前連結会計年度（自 平成20年１月１日 至 平成20年12月31日） 

 海外売上高がないため、該当事項はありません。 

当連結会計年度（自 平成21年１月１日 至 平成21年12月31日） 

 海外売上高が連結売上高の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。 

  

注記事項

（開示の省略）

（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

ｂ．所在地別セグメント情報

ｃ．海外売上高



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

    ２．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

  

（１株当たり情報）

前連結会計年度 
（自 平成20年１月１日 
至 平成20年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31日） 

１株当たり純資産額 円 602.33

１株当たり当期純損失 円 58.99

１株当たり純資産額 円 530.11

１株当たり当期純損失 円 66.84

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、１株当たり当期純損失であり、また、潜在株式が存

在しないため記載しておりません。 

同左 

  
前連結会計年度 

(自 平成20年１月１日 
至 平成20年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31日) 

当期純損失（千円）  440,822  499,430

普通株主に帰属しない金額（千円）  －  －

普通株式に係る当期純損失（千円）  440,822  499,430

期中平均株式数（株）  7,473,253  7,472,181

  
前連結会計年度 

(自 平成20年１月１日 
至 平成20年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31日) 

純資産の部の合計額（千円）  4,500,970  3,960,809

純資産の部の合計額から控除する金額 

（千円） 
 －  －

普通株式に係る期末の純資産額（千円）  4,500,970  3,960,809

期末の普通株式の数（株）  7,472,561  7,471,663

（重要な後発事象）

前連結会計年度 
（自 平成20年１月１日 
至 平成20年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31日） 

────── （本社移転について） 

 当社は、平成21年11月６日開催の取締役会において本

社移転を決議いたしました。この移転により、移転費用

（原状回復費用、引越費用、除却損等）86,100千円を当

期の特別損失に計上しております。 



５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成20年12月31日) 

当事業年度 
(平成21年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,660,422 3,070,794

受取手形 3,307 －

完成業務未収入金 440,688 438,643

未成業務支出金 670,207 740,050

前払費用 38,303 31,002

関係会社立替金 61,552 33,201

その他 9,796 8,085

流動資産合計 4,884,279 4,321,779

固定資産   

有形固定資産   

建物 422,037 423,684

減価償却累計額 △330,878 △335,370

建物（純額） 91,159 88,314

構築物 3,259 3,259

減価償却累計額 △3,029 △3,042

構築物（純額） 229 216

車両運搬具 4,594 4,594

減価償却累計額 △4,544 △4,544

車両運搬具（純額） 50 50

工具、器具及び備品 100,089 103,419

減価償却累計額 △89,771 △92,919

工具、器具及び備品（純額） 10,317 10,499

土地 150,015 150,015

リース資産 － 5,293

減価償却累計額 － △1,058

リース資産（純額） － 4,234

有形固定資産合計 251,772 253,331

無形固定資産   

借地権 3,321 3,321

ソフトウエア 103,249 100,520

リース資産 － 16,615

電話加入権 3,577 3,577

無形固定資産合計 110,147 124,034



（単位：千円）

前事業年度 
(平成20年12月31日) 

当事業年度 
(平成21年12月31日) 

投資その他の資産   

投資有価証券 247,976 179,715

関係会社株式 50,000 50,000

長期貸付金 6,836 6,836

従業員に対する長期貸付金 6,959 13,623

保険積立金 70,106 60,792

差入保証金 165,763 188,862

長期前払費用 － 6,339

その他 31,019 31,019

貸倒引当金 △9,036 △9,036

投資その他の資産合計 569,625 528,152

固定資産合計 931,545 905,518

資産合計 5,815,824 5,227,297

負債の部   

流動負債   

業務未払金 131,027 200,515

リース債務 － 5,019

未払金 35,424 36,520

未払費用 93,247 91,246

未払法人税等 48,120 50,256

未払消費税等 27,884 －

未成業務受入金 185,050 125,697

預り金 40,136 35,587

賞与引当金 18,650 18,300

受注損失引当金 7,023 5,709

移転費用引当金 － 86,100

その他 13,138 7,802

流動負債合計 599,703 662,756

固定負債   

リース債務 － 16,203

繰延税金負債 38,688 11,042

退職給付引当金 575,686 542,314

役員退職慰労引当金 107,726 －

長期未払金 － 59,053

その他 9,754 1,952

固定負債合計 731,855 630,566

負債合計 1,331,559 1,293,322



（単位：千円）

前事業年度 
(平成20年12月31日) 

当事業年度 
(平成21年12月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,093,000 1,093,000

資本剰余金   

資本準備金 3,171,308 2,171,308

その他資本剰余金 － 1,000,000

資本剰余金合計 3,171,308 3,171,308

利益剰余金   

利益準備金 273,250 －

その他利益剰余金   

別途積立金 514,500 －

繰越利益剰余金 △340,205 △62,016

利益剰余金合計 447,544 △62,016

自己株式 △284,424 △284,538

株主資本合計 4,427,427 3,917,752

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 56,838 16,222

評価・換算差額等合計 56,838 16,222

純資産合計 4,484,265 3,933,975

負債純資産合計 5,815,824 5,227,297



（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年１月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年12月31日) 

完成業務高 4,607,186 4,000,332

完成業務原価 3,678,136 3,191,666

売上総利益 929,050 808,666

販売費及び一般管理費   

役員報酬 63,550 46,265

従業員給与手当 539,439 546,136

従業員賞与 47,504 39,130

賞与引当金繰入額 5,690 5,330

退職給付費用 22,087 16,168

役員退職慰労引当金繰入額 11,306 1,886

法定福利費及び福利厚生費 93,548 92,754

旅費及び交通費 91,527 92,891

消耗品費 42,568 35,457

広告宣伝費 14,993 9,723

賃借料 132,637 129,151

減価償却費 6,415 7,702

その他 233,254 191,704

販売費及び一般管理費合計 1,304,523 1,214,301

営業損失（△） △375,473 △405,635

営業外収益   

受取利息 12,609 9,064

受取配当金 5,787 5,406

保険事務手数料 1,907 1,845

出向者業務分担金 1,101 2,118

保険解約益 6,586 17,630

その他 9,483 2,941

営業外収益合計 37,475 39,006

営業外費用   

支払利息 － 871

株式関係費用 14,750 12,214

その他 2,507 819

営業外費用合計 17,257 13,905

経常損失（△） △355,255 △380,534

特別利益   

貸倒引当金戻入額 9,026 －

特別利益合計 9,026 －

特別損失   

固定資産除却損 1,099 15

投資有価証券評価損 46,950 －

移転費用引当金繰入額 － 86,100

特別損失合計 48,049 86,115

税引前当期純損失（△） △394,278 △466,649

法人税、住民税及び事業税 41,354 42,910

当期純損失（△） △435,632 △509,560



（３）株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年１月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年12月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 1,093,000 1,093,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,093,000 1,093,000

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 3,171,308 3,171,308

当期変動額   

資本準備金の取崩 － △1,000,000

当期変動額合計 － △1,000,000

当期末残高 3,171,308 2,171,308

その他資本剰余金   

前期末残高 － －

当期変動額   

資本準備金の取崩 － 1,000,000

当期変動額合計 － 1,000,000

当期末残高 － 1,000,000

資本剰余金合計   

前期末残高 3,171,308 3,171,308

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 3,171,308 3,171,308

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 273,250 273,250

当期変動額   

利益準備金の取崩 － △273,250

当期変動額合計 － △273,250

当期末残高 273,250 －

その他利益剰余金   

別途積立金   

前期末残高 1,314,500 514,500

当期変動額   

別途積立金の取崩 △800,000 △514,500

当期変動額合計 △800,000 △514,500

当期末残高 514,500 －



（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年１月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年12月31日) 

繰越利益剰余金   

前期末残高 △667,201 △340,205

当期変動額   

別途積立金の取崩 800,000 514,500

剰余金の配当 △37,371 －

利益準備金の取崩 － 273,250

当期純損失（△） △435,632 △509,560

当期変動額合計 326,995 278,189

当期末残高 △340,205 △62,016

利益剰余金合計   

前期末残高 920,548 447,544

当期変動額   

別途積立金の取崩 － －

剰余金の配当 △37,371 －

当期純損失（△） △435,632 △509,560

当期変動額合計 △473,004 △509,560

当期末残高 447,544 △62,016

自己株式   

前期末残高 △284,054 △284,424

当期変動額   

自己株式の取得 △369 △114

当期変動額合計 △369 △114

当期末残高 △284,424 △284,538

株主資本合計   

前期末残高 4,900,801 4,427,427

当期変動額   

剰余金の配当 △37,371 －

当期純損失（△） △435,632 △509,560

自己株式の取得 △369 △114

当期変動額合計 △473,373 △509,674

当期末残高 4,427,427 3,917,752



（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年１月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年12月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 113,026 56,838

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △56,188 △40,615

当期変動額合計 △56,188 △40,615

当期末残高 56,838 16,222

評価・換算差額等合計   

前期末残高 113,026 56,838

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △56,188 △40,615

当期変動額合計 △56,188 △40,615

当期末残高 56,838 16,222

純資産合計   

前期末残高 5,013,828 4,484,265

当期変動額   

剰余金の配当 △37,371 －

当期純損失（△） △435,632 △509,560

自己株式の取得 △369 △114

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △56,188 △40,615

当期変動額合計 △529,562 △550,290

当期末残高 4,484,265 3,933,975



 該当事項はありません。 

   

 なお、上記以外は、最近の有価証券報告書（平成21年３月31日提出）における記載から重要な変更がないため開示を

省略します。 

継続企業の前提に関する注記

重要な会計方針

項目 
第47期 

（自 平成20年１月１日 
至 平成20年12月31日） 

第48期 
（自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31日） 

(1）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、平成10年４月１日以降に取

得した建物（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、耐用年数及び残存価額につい

ては、法人税法に規定する方法と同一

の基準によっております。 

１．有形固定資産（リース資産を除く） 

同左 

  ２．無形固定資産 

 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）に基づく定額法によっておりま

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12月31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。  

(2）引当金の計上基準 １．役員退職慰労引当金 

 役員の退任時に支給される慰労金の

支払に備えるため、内規に基づき当期

末要支給額を計上しております。 

────── 

  

  ────── ２．移転費用引当金 

 本社移転に備えるため、移転費用見

込み額を計上しております。 

(3）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。 

────── 



  

  

  

会計処理方法の変更

第47期 
（自 平成20年１月１日 
至 平成20年12月31日） 

第48期 
（自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31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。 

これによる損益に与える影響は軽微であります。 

表示方法の変更

第47期 
（自 平成20年１月１日 
至 平成20年12月31日） 

第48期 
（自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31日） 

（損益計算書） 

 １．前期において営業外収益の「その他」に含めて表示

しておりました「保険解約益」は、当期において営業

外収益の総額の100分の10を超えたため区分掲記しま

した。 

 なお、前期における「保険解約益」の金額は、

1,225千円であります。 

────── 

  



  

追加情報

第47期 
（自 平成20年１月１日 
至 平成20年12月31日） 

第48期 
（自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31日） 

（固定資産の減価償却方法の変更） ────── 

 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。これによる影響は軽微であります。 

  

────── （役員退職慰労引当金） 

   当社の役員退職慰労引当金については、従来、役員の退

職慰労金の支給に備えるため、取締役会において決議され

た内規に基づく事業年度末における要支給額により計上し

ておりましたが、平成21年３月30日開催の定時株主総会終

結の時をもって役員退職慰労金制度を廃止しました。制度

の廃止に伴い、役員の退任時に役員退職慰労金を打切り支

給することを同株主総会にて決議し、役員退職慰労引当金

残高は全額取崩し、在任役員への打切り支給額の未払分

59,053千円を固定負債の「長期未払金」に計上しておりま

す。 



  

注記事項

（重要な後発事象）

第47期 
（自 平成20年１月１日 
至 平成20年12月31日） 

第48期 
（自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31日） 

────── （連結子会社の吸収合併） 

 当社は、平成21年11月６日開催の取締役会の決議に基

づき、平成22年１月１日を期して、当社100％出資の連結

子会社である株式会社カンザイ（以下、「カンザイ」と

いいます。）を吸収合併（以下、「本合併」といいま

す。）いたしました。 

  

  

(1）合併の目的 

 カンザイは、当社の都市施設情報処理事業及びシス

テム開発のサポートに特化し、これまで都市施設情報

のデータベース化とこれを主に上下水道へ利活用する

システムの開発を主な事業として運営してまいりまし

たが、当社グループを取り巻く経営環境の変化に対応

し、グループ経営資源の集中と組織の効率化を図るた

め、平成22年１月１日を効力発生日として、当社に吸

収合併することといたしました。 

  

  

  

  

  

  

  

(2）合併の要旨 

① 合併の日程 

    合併決議取締役会      平成21年11月６日 

    合併契約締結        平成21年11月６日 

    合併の予定日（効力発生日） 平成22年１月１日 

    ※合併契約承認株主総会について 

 本合併は、当社においては会社法第796条第３

項に規定する簡易合併であり、またカンザイにお

いては会社法第784条第１項に規定する略式合併

であるため、それぞれ合併契約承認株主総会は開

催いたしません。 

  

  

② 合併の方式 

当社を存続会社とし、カンザイを消滅会社とする

吸収合併方式です。 

  

  

③ 合併に係る割当の内容 

カンザイは当社100%子会社であるため、本合併に

よる新株式の発行及び合併交付金の支払いは行い

ません。 

  

  

④ 会計処理の概要 

「企業結合に係る会計基準」（企業会計審議会 

平成15年10月31日）及び「企業結合会計基準及び

事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会

計基準委員会 平成17年12月27日 企業会計基準

適用指針第10号）に基づき、共通支配下の取引と

して会計処理を適用いたします。 



第47期 
（自 平成20年１月１日 
至 平成20年12月31日） 

第48期 
（自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31日） 

  

  

(3）合併した相手会社の概要（平成21年12月31日現在） 

① 名称    ：株式会社カンザイ 

  ② 主要事業内容：都市施設情報処理事業及びシステ

ム開発のサポート 

  ③ 資本金   ：10,000千円 

  ④ 純資産   ：11,869千円 

  ⑤ 総資産   ：68,336千円 

────── （本社移転について） 

 当社は、平成21年11月６日開催の取締役会において本

社移転を決議いたしました。この移転により、移転費用

（原状回復費用、引越費用、除却損等）86,100千円を当

期の特別損失に計上しております。 



(1）役員の異動 

 当社は、平成22年2月12日開催の取締役会において、下記のとおり取締役の異動について内定いたしましたのでお

知らせいたします。 

 なお、取締役候補者６名の選任につきましては、平成22年3月30日開催予定の第48期定時株主総会に付議する予定

であります。 

  

１．取締役候補者（平成22年3月30日付） 

 
  

２．新任取締役候補者（平成22年3月30日付） 

取締役 情報管理担当            山下 聡   （現 情報技術部長） 

兼情報技術部長 

  

３．退任予定取締役（平成22年3月30日付） 

現 取締役相談役              菅 脩    （会長に就任予定） 

現 取締役システム統括部長         重宗 勝人  （退職予定） 

  

６．その他



(2）受注、販売実績 

１．連結受注状況 

 連結受注状況は次のとおりであります。 

 （注）１．金額は販売価額で表示しており、消費税等は含まれておりません。 

２．当社の事業の性格から数量の把握が困難なため数量記載を省略しております。 

２．連結販売実績 

 連結販売実績は次のとおりであります。 

 （注）１．金額は販売価額で表示しており、消費税等は含まれておりません。 

２．当社の事業の性格から数量の把握が困難なため数量記載を省略しております。 

           （単位：千円）

事業内容 

前連結会計年度 
   （自 平成20年１月１日 
    至 平成20年12月31日） 

当連結会計年度 
   （自 平成21年１月１日 
    至 平成21年12月31日 

受注高 受注残高 受注高 受注残高 

建設コンサルタント部門         

上下水道（調査・計画・実施設

計・施工監理） 
 3,306,055  2,364,934  3,442,586  2,512,786

その他  175,826  38,546  52,441  30,000

小計  3,481,882  2,403,480  3,495,027  2,542,786

情報処理部門         

都市施設情報管理・ソフト開発  675,628  612,774  718,544  621,025

小計  675,628  612,774  718,544  621,025

合計  4,157,511  3,016,254  4,213,571  3,163,812

   （単位：千円）

事業内容 

前連結会計年度 
   （自 平成20年１月１日 
    至 平成20年12月31日） 

当連結会計年度 
   （自 平成21年１月１日 
    至 平成21年12月31日） 

金額 構成比 金額 構成比 

建設コンサルタント部門   ％   ％ 

上下水道（調査・計画・実施設

計・施工監理） 
 3,738,568  81.0  3,294,734  81.0

その他  288,890  6.2  60,987  1.5

小計  4,027,458  87.2  3,355,721  82.5

情報処理部門         

都市施設情報管理・ソフト開発  590,447  12.8  710,292  17.5

小計  590,447  12.8  710,292  17.5

合計  4,617,906  100.0  4,066,014  100.0



 ３．個別受注状況 

  個別受注状況は次のとおりであります。 

 （注）１．金額は販売価額で表示しており、消費税等は含まれておりません。 

２．当社の事業の性格から数量の把握が困難なため数量記載を省略しております。 

４．個別販売実績 

 個別販売実績は次のとおりであります。 

 （注）１．金額は販売価額で表示しており、消費税等は含まれておりません。 

２．当社の事業の性格から数量の把握が困難なため数量記載を省略しております。 

  

     （単位：千円）

事業内容 

第47期 
   （自 平成20年１月１日 
    至 平成20年12月31日） 

第48期 
   （自 平成21年１月１日 
    至 平成21年12月31日） 

受注高 受注残高 受注高 受注残高 

建設コンサルタント部門         

上下水道（調査・計画・実施設

計・施工監理） 
 3,264,368  2,324,147  3,430,211  2,512,786

その他  175,396  38,546  50,011  30,000

小計  3,439,765  2,362,693  3,480,222  2,542,786

情報処理部門         

都市施設情報管理・ソフト開発  668,568  608,974  712,254  621,025

小計  668,568  608,974  712,254  621,025

合計  4,108,334  2,971,667  4,192,476  3,163,812

      （単位：千円）

事業内容 

第47期 
   （自 平成20年１月１日 
    至 平成20年12月31日） 

第48期 
   （自 平成21年１月１日 
    至 平成21年12月31日） 

金額 構成比 金額 構成比 

建設コンサルタント部門   ％   ％ 

上下水道（調査・計画・実施設

計・施工監理） 
 3,732,906  81.0  3,241,572  81.0

その他  288,460  6.3  58,557  1.5

小計  4,021,366  87.3  3,300,129  82.5

情報処理部門         

都市施設情報管理・ソフト開発  585,820  12.7  700,202  17.5

小計  585,820  12.7  700,202  17.5

合計  4,607,186  100.0  4,000,332  100.0




