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1.  平成22年9月期第2四半期の連結業績（平成21年10月1日～平成22年3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2四半期 12,765 22.7 1,669 194.9 1,629 294.7 1,543 ―

21年9月期第2四半期 10,400 ― 566 ― 412 ― 34 ―

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2四半期 107.06 ―

21年9月期第2四半期 2.32 ―

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2四半期 16,655 5,731 33.9 391.58
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2四半期  5,644百万円 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 20,500 19.1 650 ― 590 ― 450 ― 31.22
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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) 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2四半期 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2四半期 765,020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2四半期 14,415,562株 21年9月期第2四半期 14,789,450株
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当第２四半期連結累計期間（平成21年10月１日から平成22年３月31日、以下「当四半期累計期間」）における我が

国経済は、海外経済の改善や緊急経済対策等の効果により、景気持ち直しの傾向が見られましたが、雇用情勢の低迷

が続く等、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は、国の平成21年度第二次補正予算の効果により、公共投資の増加が一部に見られま

したが、今後は公共工事の見直しや予算の縮減等が予想され、引き続き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、当社グループは、近年関心の高まっている防災分野・環境分野に対しレーザー計測技

術を活用する等、総合力を活かし、プロポーザル方式での受注確保への注力、及び収益改善に努めてまいりました。

 その結果、当四半期累計期間における業績は、受注高が97億円（前年同期比1.1％増）、売上高は、当期より工事

進行基準の適用範囲が拡大した影響等で、 百万円（同22.7％増）となりました。 

 利益面におきましては、売上高の増加等により、営業利益は 百万円（前年同期は5億66百万円）、経常利益

は 百万円（前年同期は4億12百万円）となり、四半期純利益は 百万円（前年同期は34百万円）となりま

した。 

 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。 

  

 当第２四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70億18百万円増加の166億55百万円となりま

した。これは主として、売掛金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55億3百万円増加の109億23百万円となりました。これは主として、短期借

入金や買掛金が増加したことによるものであります。 

 純資産合計は、前連結会計年度末に比較し15億15百万円増加の57億31百万円となりました。これは主として、利益

剰余金が増加したことによるものであります。  

  

 平成22年９月期の通期業績予想につきましては、最近の業績の動向や経営環境等を踏まえて見直しを行った結果、

平成21年11月13日に公表いたしました業績予想を修正しております。 

 詳細は平成22年４月30日付で別途開示いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。   

  

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。 

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

127億65

16億69

16億29 15億43

２．連結財政状態に関する定性的情報

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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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２四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。  

  

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）を第１四半期連結会計期間より適用し、第１四半期連結会計

期間に着手した工事契約から、当第２四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1,905,507千円増加し、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は、それ

ぞれ489,076千円増加しております。 

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２四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。  

  

  

（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２四半期連結会計期間末
(平成22年３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 1,556,390 594,433

受取手形及び売掛金 8,268,200 1,438,373

仕掛品 2,946,341 3,633,200

原材料及び貯蔵品 941 2,829

繰延税金資産 15,920 15,909

その他 231,577 316,535

貸倒引当金 △14,819 △3,395

流動資産合計 13,004,552 5,997,887

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 282,857 284,264

航空機（純額） 69,688 92,010

機械及び装置（純額） 273,228 310,170

車両運搬具及び工具器具備品（純額） 142,117 153,113

土地 320,153 320,153

その他（純額） 263,425 424,216

有形固定資産合計 1,351,471 1,583,928

無形固定資産   

ソフトウエア 555,835 457,973

その他 123,019 176,942

無形固定資産合計 678,854 634,916

投資その他の資産   

投資有価証券 1,053,559 844,255

長期貸付金 246,653 248,037

敷金及び保証金 456,688 459,900

その他 107,519 111,830

貸倒引当金 △244,165 △244,300

投資その他の資産合計 1,620,256 1,419,723

固定資産合計 3,650,583 3,638,568

資産合計 16,655,135 9,636,455
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年３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 1,332,791 498,583

短期借入金 4,000,000 －

未払法人税等 63,298 69,551

前受金 1,496,431 1,346,278

賞与引当金 368,444 185,582

受注損失引当金 95,738 128,932

その他 998,394 608,024

流動負債合計 8,355,099 2,836,953

固定負債   

退職給付引当金 2,175,414 2,006,435

役員退職慰労引当金 34,034 133,312

繰延税金負債 19,460 16,163

その他 339,237 427,110

固定負債合計 2,568,147 2,583,021

負債合計 10,923,246 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 2,501,376 994,147

自己株式 △240,488 △240,298

株主資本合計 5,611,001 4,103,962

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 33,550 31,860

評価・換算差額等合計 33,550 31,860

少数株主持分 87,337 80,657

純資産合計 5,731,889 4,216,480

負債純資産合計 16,655,135 9,636,455
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（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）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 10,400,380 12,765,038

売上原価 7,832,513 9,010,124

売上総利益 2,567,866 3,754,914

販売費及び一般管理費 2,001,778 2,085,498

営業利益 566,087 1,669,415

営業外収益   

受取利息 4,726 4,284

受取配当金 4,618 3,888

持分法による投資利益 － 10,558

その他 16,805 17,035

営業外収益合計 26,149 35,768

営業外費用   

支払利息 19,353 33,702

持分法による投資損失 100,205 －

アドバイザリー手数料 27,500 －

シンジケートローン手数料 27,500 37,500

その他 4,737 4,305

営業外費用合計 179,296 75,508

経常利益 412,940 1,629,675

特別利益   

前期損益修正益 85,913 －

固定資産売却益 945 －

特別利益合計 86,858 －

特別損失   

固定資産除却損 3,534 3,410

固定資産売却損 － 21,997

投資有価証券評価損 45,726 －

関係会社株式評価損 41,016 －

貸倒引当金繰入額 234,150 －

リース解約損 － 12,279

その他 624 －

特別損失合計 325,052 37,686

税金等調整前四半期純利益 174,747 1,591,988

法人税等 131,007 43,087

少数株主利益 9,429 5,631

四半期純利益 34,309 1,543,269
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（第２四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 8,884,465 10,462,279

売上原価 6,487,054 7,110,160

売上総利益 2,397,410 3,352,118

販売費及び一般管理費 968,886 1,050,612

営業利益 1,428,524 2,301,506

営業外収益   

受取利息 2,213 2,090

受取配当金 1,540 1,571

為替差益 4,009 －

持分法による投資利益 － 6,428

その他 6,834 11,117

営業外収益合計 14,598 21,207

営業外費用   

支払利息 12,997 18,941

持分法による投資損失 86,677 －

アドバイザリー手数料 7,500 －

シンジケートローン手数料 23,750 23,750

その他 3,469 2,103

営業外費用合計 134,395 44,795

経常利益 1,308,728 2,277,918

特別利益   

固定資産売却益 472 －

投資有価証券評価損戻入益 － 1,331

特別利益合計 472 1,331

特別損失   

固定資産除却損 1,643 1,992

固定資産売却損 － 21,997

投資有価証券評価損 8,011 －

関係会社株式評価損 41,016 －

貸倒引当金繰入額 234,150 －

リース解約損 － 12,279

その他 624 －

特別損失合計 285,445 36,268

税金等調整前四半期純利益 1,023,755 2,242,981

法人税等 114,901 29,199

少数株主利益 14,735 9,523

四半期純利益 894,118 2,204,258
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成22年３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利益 174,747 1,591,988

減価償却費 161,609 239,470

持分法による投資損益（△は益） 100,205 △10,558

賞与引当金の増減額（△は減少） 65,290 182,862

受注損失引当金の増減額（△は減少） 277 33,194

退職給付引当金の増減額（△は減少） 169,190 168,978

貸倒引当金の増減額（△は減少） 238,744 11,289

受取利息及び受取配当金 △9,344 △8,173

支払利息 19,353 33,702

投資有価証券評価損益（△は益） 45,726 －

関係会社株式評価損 41,016 －

有形固定資産除却損 3,534 3,410

有形固定資産売却損益（△は益） － 21,997

リース解約損 － 12,279

売上債権の増減額（△は増加） △5,238,795 △6,829,826

たな卸資産の増減額（△は増加） 203,758 688,437

仕入債務の増減額（△は減少） 830,199 834,208

未払消費税等の増減額（△は減少） 31,443 155,087

前受金の増減額（△は減少） △130,706 150,152

その他 184,835 263,777

小計 △3,108,916 △2,457,722

利息及び配当金の受取額 10,564 8,551

利息の支払額 △19,353 △22,812

リース解約による支出 － △156,313

法人税等の支払額 △55,475 △57,440

営業活動によるキャッシュ・フロー △3,173,180 △2,685,738

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 △374,222 △86,409

有形固定資産の売却による収入 － 117,462

無形固定資産の取得による支出 △175,727 △127,891

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 3,804 1,383

投資活動によるキャッシュ・フロー △547,345 △287,454

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） 4,015,000 4,000,000

自己株式の取得による支出 △769 △190

配当金の支払額 △45,516 △36,040

リース債務の返済による支出 △681 △27,780

その他 311,500 △800

財務活動によるキャッシュ・フロー 4,279,532 3,935,188
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（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成22年３月31日) 

現金及び現金同等物に係る換算差額 33 △38

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 559,040 961,957

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 2,046,285 1,556,390
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 該当事項はありません。 

  

前第２四半期連結累計期間（自平成20年10月１日 至平成21年３月31日）及び当第２四半期連結累計期間

（自平成21年10月１日 至平成22年３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２四半期連結累計期間（自平成20年10月１日 至平成21年３月31日）及び当第２四半期連結累計期間

（自平成21年10月１日 至平成22年３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２四半期連結累計期間（自平成20年10月１日 至平成21年３月31日）及び当第２四半期連結累計期間

（自平成21年10月１日 至平成22年３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２四半期連結累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21年３月31日）

当第２四半期
（自 平成21年10月１日 
  至 平成22年３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  6,835,365  7,384,264  6,198,270  6,878,650  △637,094  △505,614

建設コンサルタント  2,756,570  2,997,477  3,502,514  3,488,747  745,943  491,270

合  計  9,591,935  10,381,742  9,700,785  10,367,398  108,849  △14,343

  
前年同四半期

（自 平成20年10月１日 
  至 平成21年３月31日）

当第２四半期
（自 平成21年10月１日 
  至 平成22年３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  6,594,736  63.4  8,343,165  65.4  1,748,429  26.5

建設コンサルタント  3,805,644  36.6  4,421,872  34.6  616,228  16.2

合  計  10,400,380  100.0  12,765,038  100.0   2,364,657  22.7
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