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1.  平成22年12月期第1四半期の連結業績（平成22年1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12月期第1四半期 2,249 15.6 △76 ― △74 ― △38 ―

21年12月期第1四半期 1,946 ― △55 ― △24 ― △12 ―

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12月期第1四半期 △383.17 ―

21年12月期第1四半期 △120.86 ―

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12月期第1四半期 21,072 14,824 70.4 149,019.96
21年12月期 19,950 14,999 75.2 150,774.96

（参考） 自己資本   22年12月期第1四半期  14,824百万円 21年12月期  14,999百万円

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12月期 ― 2,000.00 ― 2,000.00 4,000.00

22年12月期 ―

22年12月期 
（予想）

2,000.00 ― 2,000.00 4,000.00

3.  平成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）

（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

8,439 △2.2 1,045 △10.3 1,114 △10.0 656 △10.0 6,594.29

通期 13,639 △3.6 960 11.0 1,061 6.1 626 4.7 6,292.72

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、４ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧下さい。 

(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） 

(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 

上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確実な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況の
変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

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12月期第1四半期 100,480株 21年12月期  100,480株

② 期末自己株式数 22年12月期第1四半期  1,000株 21年12月期  1,000株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年12月期第1四半期  99,480株 21年12月期第1四半期  99,480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、生産及び設備投資などに一部持ち直しの兆しがみられたものの、

総じて、企業業績の低迷や雇用・所得環境の悪化による個人消費の冷え込みが続く厳しい状況で推移しました。 

「水と環境のコンサルタント業界」を取り巻く経営環境は、国民生活に欠かすことのできない社会資本である上下水

道施設の老朽化が進み、体系的・計画的に運営・改築更新していくことが必要であるとされながらも、政権交代による

国の公共事業予算の大幅な削減や、顧客ニーズの更なる高度化・低コスト化の要請等の影響を受け、企業間競争が一段

と熾烈になるなど、厳しい状況が続いております。 

このような状況のもと当社グループは、国内におきましては、上下水道の長寿命化に向けた資産管理（アセットマネ

ジメント）及び地震対策の分野等において、引き続き積極的な営業活動を行うとともに、総合的な技術力を駆使し、経

済性、安全性及び環境に配慮した様々なコンサルティングサービスを提供してまいりました。 

一方、海外におきましては、中南米、アジア、中東諸国を中心に大型案件を受注したほか、国際協力事業団（JICA）

より、世界水ビジネスの展開に向けた、水道セクターの官民連携に係る調査業務を受注するなど、積極的な事業展開を

図りました。 

また、当社グループを挙げて、原価管理及び経費の削減徹底を継続して推進してまいりました。 

この結果、当第１四半期連結会計期間の国内業務受注高は1,205百万円（前年同期比7.1%増）、海外業務受注高は

1,376百万円（同7.5%減）、全体では2,582百万円（同1.2%減）となりました。 

売上高は、国内業務1,279百万円（同3.9%減）、海外業務970百万円（同57.5%増）、全体では2,249百万円（同15.6%

増）となりました。 

利益面では、売上高が通期予想売上高の16％程度の進捗率であるのに対して、人件費等の固定経費は年間を通じてほ

ぼ均等に発生するため、営業損失は76百万円となり、経常損失は74百万円、四半期純損失は38百万円となりました。 

  

  

（財政状態の変動状況） 

当第１四半期連結会計期間末における総資産は、主に未成業務支出金の増加等により、前連結会計年度末と比較して

1,121百万円増加し21,072百万円となりました。純資産は、剰余金の配当等により174百万円減少し14,824百万円となり

ました。この結果、自己資本比率は70.4％となりました。 

  

（キャッシュ・フローの状況） 

当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ338百万円増加し

5,641百万円となりました。 

なお、当第１四半期連結会計期間の各キャッシュ・フローの状況と主な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） 

営業活動の結果得られた資金は512百万円（前年同期は392百万円の獲得）となりました。 

収入の主な内訳は、未成業務受入金の増加1,426百万円、売上債権の減少574百万円であり、支出の主な内訳は、た

な卸資産の増加1,200百万円、法人税等の支払額236百万円であります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果使用した資金は9百万円（前年同期は140百万円の獲得）となりました。 

支出の主な内訳は、有形固定資産の取得11百万円であります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果使用した資金は160百万円（前年同期は156百万円の使用）となりました。 

これは配当金の支払額であります。 

  

  

平成22年12月期の第２四半期連結会計期間及び通期業績予想は、前回発表（平成22年2月12日付）の業績予想からの

変更はありません。 

  

  

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

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



 該当事項はありません。 

  

１．固定資産の減価償却費の算定方法は、年度予算に基づく年間償却予定額を期間按分する方法としておりま

す。 

２．一般債権の貸倒見積高の算定方法については、当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率等は前連結会計年

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、前連結会計年度末の貸倒実績率を使用して貸倒見

積高を算定しております。 

３．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ので、前連結会計年度末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ます。  

  

 該当事項はありません。  

  

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

（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



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12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,641,265 5,303,168 

受取手形及び完成業務未収入金 1,286,349 1,860,637 

未成業務支出金 4,455,570 3,255,339 

その他 763,885 620,760 

貸倒引当金 △19,762 △30,339 

流動資産合計 12,127,308 11,009,565 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,384,577 1,401,709 

土地 1,326,543 1,326,543 

その他（純額） 56,847 60,449 

有形固定資産合計 2,767,968 2,788,703 

無形固定資産 60,772 62,859 

投資その他の資産   

投資有価証券 2,351,110 2,246,390 

保険積立金 1,179,810 1,179,694 

その他 2,602,633 2,680,750 

貸倒引当金 △17,511 △17,447 

投資その他の資産合計 6,116,043 6,089,387 

固定資産合計 8,944,784 8,940,950 

資産合計 21,072,093 19,950,515 



（単位：千円）

当第１四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12月31日) 

負債の部   

流動負債   

業務未払金 671,042 496,953 

未払法人税等 41,768 259,309 

未成業務受入金 2,766,462 1,339,490 

賞与引当金 480,616 285,829 

その他の引当金 57,614 34,938 

その他 453,925 701,544 

流動負債合計 4,471,431 3,118,064 

固定負債   

退職給付引当金 1,631,362 1,678,471 

その他 144,793 154,887 

固定負債合計 1,776,155 1,833,358 

負債合計 6,247,587 4,951,423 

純資産の部   

株主資本   

資本金 520,000 520,000 

資本剰余金 300,120 300,120 

利益剰余金 14,464,992 14,702,070 

自己株式 △159,797 △159,797 

株主資本合計 15,125,315 15,362,393 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △279,831 △342,034 

為替換算調整勘定 △20,978 △21,266 

評価・換算差額等合計 △300,810 △363,300 

純資産合計 14,824,505 14,999,092 

負債純資産合計 21,072,093 19,950,515 



（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21年１月１日 
 至 平成21年３月31日) 

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

売上高 1,946,992 2,249,976 

売上原価 1,313,177 1,679,327 

売上総利益 633,815 570,648 

販売費及び一般管理費 688,996 647,217 

営業損失（△） △55,181 △76,568 

営業外収益   

受取利息 6,229 1,601 

受取配当金 2,779 2,762 

保険返戻金 10,238 － 

為替差益 8,932 － 

その他 3,798 2,715 

営業外収益合計 31,977 7,079 

営業外費用   

支払利息 1,379 － 

為替差損 － 4,728 

営業外費用合計 1,379 4,728 

経常損失（△） △24,583 △74,218 

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 2,729 

特別利益合計 － 2,729 

税金等調整前四半期純損失（△） △24,583 △71,488 

法人税、住民税及び事業税 104,801 26,671 

法人税等調整額 △117,361 △60,042 

法人税等合計 △12,559 △33,370 

四半期純損失（△） △12,023 △38,117 



（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21年１月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年１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損失（△） △24,583 △71,488 

減価償却費 29,882 28,256 

受取利息及び受取配当金 △9,009 △4,364 

支払利息 1,379 － 

為替差損益（△は益） △8,932 4,728 

売上債権の増減額（△は増加） 131,548 574,478 

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,311,478 △1,200,230 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,854 △10,532 

仕入債務の増減額（△は減少） 129,650 174,089 

未成業務受入金の増減額（△は減少） 1,610,228 1,426,971 

賞与引当金の増減額（△は減少） 184,505 194,787 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 62,762 △47,108 

その他 △224,074 △325,731 

小計 573,734 743,855 

利息及び配当金の受取額 12,400 4,772 

法人税等の支払額 △194,040 △236,012 

営業活動によるキャッシュ・フロー 392,094 512,615 

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 △22,611 △11,196 

無形固定資産の取得による支出 △2,896 △749 

関係会社株式の売却による収入 10,000 － 

貸付金の回収による収入 202 193 

保険積立金の払戻による収入 160,061 － 

その他 △3,810 2,570 

投資活動によるキャッシュ・フロー 140,946 △9,180 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △156,240 △160,606 

財務活動によるキャッシュ・フロー △156,240 △160,606 

現金及び現金同等物に係る換算差額 3,706 △4,731 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 380,507 338,096 

現金及び現金同等物の期首残高 4,472,330 5,303,168 

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,852,837 5,641,265 



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

成22年１月１日 至平成22年３月31日）  

 当社グループは、水と環境の総合コンサルタントとして、主にコンサルタント事業を行っており、当該事業

以外の事業の種類は重要性がないため事業の種類別セグメントは作成しておりません 

  

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

成22年１月１日 至平成22年３月31日）  

 本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情報

の記載を省略しております。  

    

 前第１四半期連結累計期間（自平成21年１月１日 至平成21年３月31日） 

    

 当第１四半期連結累計期間（自平成22年１月１日 至平成22年３月31日） 

(注)１. 国または地域は、地理的近接度により区分しております。 

  ２. 各区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。 

    ３． 海外売上高は、連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

       

 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）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〕

  
アジア・ 
オセアニア 

アフリカ 中東 中南米 北米 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  285,242  207,711  51,946  40,765  30,287  615,954

Ⅱ 連結売上高（千円）  －  －  －  －  －  1,946,992

Ⅲ 海外売上高の連結売上

高に占める割合（％） 
 14.6  10.7  2.7  2.1  1.5  31.6

  
アジア・ 
オセアニア 

アフリカ 中東 中南米 北米 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  392,376  213,673  258,377  87,814  18,041  970,283

Ⅱ 連結売上高（千円）  －  －  －  －  －  2,249,976

Ⅲ 海外売上高の連結売上

高に占める割合（％） 
 17.4  9.5  11.5  3.9  0.8  43.1

(1)アジア・ ……インド、インドネシア、カンボジア、スリランカ、ネパール、バングラデシュ、 

   オセアニア   フィリピン、ベトナム、マレーシア、パプアニューギニア 

(2)アフリカ ……ギニア、タンザニア、リビア 

(3)中東 ……アラブ首長国連邦、オマーン、カタール、クウェート、レバノン 

(4)中南米 ……ペルー、メキシコ 

(5)北米 ……アメリカ合衆国 

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記



（生産、受注及び販売の状況） 

 当社グループは、水と環境の総合コンサルタントとして、主にコンサルタント事業を行っており、当該事業以外の

事業の種類は重要性がないため、事業の種類別セグメントは作成しておりません。  

  

(1）生産実績 

 当第１四半期連結累計期間の生産実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．金額は完成業務収入によっております。 

    ２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

(2) 受注状況 

 当第１四半期連結累計期間の受注実績を事業部門別及び国内・海外区分別に示すと、次のとおりであります。 

  

  （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

事業部門 金額（千円） 前年同期比（％） 

水道  759,606  13.9

下水道  1,153,859  9.9

環境・その他  336,509  46.4

計  2,249,976  15.6

事業部門 受注高（千円） 前年同期比（％） 受注残高（千円） 前年同期比（％） 

水道  952,369  △20.0  6,341,829  △4.7

下水道  1,471,716  31.5  7,933,932  4.5

環境・その他  158,021  △48.1  764,654  △22.1

計  2,582,108  △1.2  15,040,417  △1.2

国内・海外区分 受注高（千円） 前年同期比（％） 受注残高（千円） 前年同期比（％） 

国内  1,205,625  7.1  7,847,517  1.1

海外  1,376,483  △7.5  7,192,899  △3.6

計  2,582,108  △1.2  15,040,417  △1.2



(3）販売実績 

 当第１四半期連結累計期間の販売実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２．当第1四半期連結累計期間の販売実績を地域別に示すと、次のとおりであります。 

３．本表の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

  

事業部門 金額（千円） 前年同期比（％） 

水道  759,606  13.9

下水道  1,153,859  9.9

環境・その他  336,509  46.4

計  2,249,976  15.6

地域 売上高（千円） 構成比（％） 

北海道  150,307  6.7

東北  39,996  1.8

関東  305,900  13.6

中部  280,817  12.5

近畿  139,108  6.2

中国  141,833  6.3

四国  40,885  1.8

九州  180,843  8.0

小計  1,279,692  56.9

海外  970,283  43.1

計  2,249,976  100.0
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