
  

１．平成23年３月期第１四半期の業績（平成22年４月１日～平成22年６月30日） 

  

  

（２）財政状態 

  

２．配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無：無 

  

３．平成23年３月期の業績予想（平成22年４月１日～平成23年３月31日） 

（注）当四半期における業績予想の修正有無：無 
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  （百万円未満切捨て）

（１）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 ％ 

23年３月期第１四半期  426  △24.8  △205  －  △218  －  △134  －

22年３月期第１四半期  566  △16.6  △147  －  △160  －  △82  －

  
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 

23年３月期第１四半期  △31  93  －  －

22年３月期第１四半期  △19  66  －  －

  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 

23年３月期第１四半期  5,150  1,552  30.1  369  00

22年３月期  5,578  1,699  30.5  403  94

（参考）自己資本 23年３月期第１四半期 1,552百万円 22年３月期 1,699百万円

  
年間配当金

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 

22年３月期  －  －  0 00 － － 3 00  3  00

23年３月期  －  －

23年３月期（予想）  0 00 － － 3 00  3  00

  （％表示は、通期は対前期、第２四半期（累計）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）  1,250  △5.3  △130  －  △160  －  △100  －  △23  76

通期  3,700  △0.2  100  △6.2  40  △25.0  30  △3.7  7  13



４．その他（詳細は、［添付資料］３ページ「その他の情報」をご覧ください。） 

（１）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用：有 

（注）簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。 

  

（２）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

①  会計基準等の改正に伴う変更：有 

②  ①以外の変更              ：無 

（注）「四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載される四半期財務諸表作成に係る

会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の有無となります。 

  

（３）発行済株式数（普通株式） 

  
  

※  四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 

 この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続きの対象外であり、この四半期決算短信の開

示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続きは終了していません。 

  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

 （将来に関する記述等についてのご注意） 

 本資料に掲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、四半期決算短信（添付資料）３ページ

「業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年３月期１Ｑ 4,208,270株 22年３月期 4,208,270株

②  期末自己株式数 23年３月期１Ｑ 60株 22年３月期 60株

③  期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期１Ｑ 4,208,210株 22年３月期１Ｑ 4,208,210株
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（１）経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期の国内経済は、景気が持ち直しつつあるものの失業率が未だに高水準にあることから依然として厳し

い状況が続いています。当社事業に影響を与える環境法令等の動向では、大気汚染防止法及び水質汚濁防止法の一部

改正（５月10日公布）がありました。これは、一部の工場が自社内で行った測定において、ばい煙等測定データの未

記載や改ざんが発覚したことから、罰則規定を創設するとともに排出状況の把握と抑制に必要な措置の実施を求める

法改正です。多くの企業では内部統制および不正リスク管理を強化する傾向にあるので、第三者機関に環境測定や環

境監査を委託する企業が増加する契機になると思われます。また資産除去債務に関する会計基準が４月１日以降開始

する事業年度から原則適用になりました。これまで取引実績のない多数の企業からアスベスト除去費用積算の委託が

あり、新規取引開始の機会になりました。 

 当第１四半期の受注高は11億79百万円（前年同期比１億10百万円減、同8.5％減）であり、当第１四半期の売上高

は４億26百万円（同１億40百万円減、同24.8％減）となりました。当期の受注高が減少した要因は、環境調査業務は

概ね前年並みに推移しましたが、前年に受注したアスベスト撤去等の工事業務、開発行為に関するアセス業務が当期

は未契約であることによります。 

 当第１四半期の受注残高は、12億29百万円（同２億６百万円減）であります。これは前期から繰り越した受注残高

が４億76百万円（同２億36百万円減）であったことによります。 

 損益面では、受注高の減少に連動した経費の減少により、売上原価、販売費及び一般管理費は６億32百万円（同82

百万円減、同11.6％減）となりました。営業損失は２億５百万円（前年同期は１億47百万円の営業損失）、経常損失

は２億18百万円（同１億60百万円の経常損失）、四半期純損失は１億34百万円（同82百万円の四半期純損失）となり

ました。 

 （季節変動について） 

 当社が受注する物件は事業年度末までを契約期間とする調査業務が多く、３月度には年間売上高のおよそ3分の１

が計上されます。また人件費・営業経費等の固定費は毎月ほぼ均等に発生するため、第３四半期までは営業損失が生

じる季節変動の特徴があります。なお、当事業年度の固定費は31億45百万円（前年実績比22百万円減）を予定してお

ります。 

  －受注高・売上高の四半期推移－ 

  

（２）財政状態に関する定性的情報 

 当社の事業は、受託した調査を４月に着手して年度末３月に完了する業務が多いことから、期末時の売掛金残高は

年間売上高のおよそ３分の１になる傾向があります。人件費・外注委託費等の営業費用は毎月支払いが発生すること

から、その資金は銀行からの借入金により調達しております。期中に調達した借入金は主に翌事業年度の４～５月に

売掛金を回収した資金により返済しています。  

 当第１四半期末の総資産は51億50百万円（前事業年度末比４億27百万円減少）になりました。流動資産は18億４百

万円（同４億30百万円減少）、固定資産は33億46百万円（同２百万円増加）であります。流動資産増減の主な内訳

は、受取手形及び売掛金回収により８億32百万円減少、現金及び預金１億12百万円増加、仕掛品１億85百万円増加、

繰延税金資産86百万円増加等であります。 

 負債は35億97百万円（同２億80百万円減少）となりました。主な要因は、買掛金70百万円減少、短期借入金２億円

および長期借入金24百万円返済しました。有利子負債残高は27億51百万円（リース債務59百万円を含む）です。 

 純資産は15億52百万円（同１億47百万円減少）となりました。当第１四半期純損失１億34百万円及び株主配当金支

払い12百万円によるものです。 

１．当四半期の業績等に関する定性的情報

    第１四半期 第２四半期 第３四半期 通期 

    （4～6月） （4～9月） （4～12月） （4～3月） 

 受注高 当四半期（百万円） 1,179      

 （参考） 前年同四半期（百万円） 1,289 2,024 2,839 3,469 

  年間進捗率（％） 37.2 58.4 81.8 100.0 

 売上高 当四半期（百万円）  426      

 （参考） 前年同四半期（百万円） 566 1,319 1,941 3,705 

  年間進捗率（％） 15.3 35.6 52.4 100.0 
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（キャッシュ・フローについて）  

 当第１四半期における資金の動きは、前事業年度末に比べて１億62百万円増加（前年同期間は２億６百万円増加）

し、７億２百万円になりました。。なお、資金とは預入期間が３ヶ月を超える定期預金を除く現金及び現金同等物を

いいます。 

＜営業活動によるキャッシュ・フロー＞ 

 営業活動による資金の増加は、３億59百万円（同３億68百万円）であります。税引前四半期純損失２億17百万円

（同１億53百万円）でありますが、主に売上債権回収による収入８億61百万円（同８億12百万円）、棚卸資産取得に

よる支出１億84百万円（同１億10百万円）、仕入債務支払59百万円（同84百万円）等の動きによります。 

＜投資活動によるキャッシュ・フロー＞ 

 投資活動による資金の増加は、40百万円（同11百万円）であります。主に、定期預金の期日満了解約による入金

（純額）50百万円（同－百万円）、有形固定資産取得の支出６百万円（同３百万円）等の動きによります。 

＜財務活動によるキャッシュ・フロー＞ 

 財務活動による資金の支出は、２億37百万円（同１億74百万円）であります。短期運転資金返済（純額）２億円

（同１億50百万円）、長期借入金返済24百万円（同22百万円）を行いました。また、定時株主総会決議による株主配

当金10百万円（同０百万円）を支出しました。 

  

（３）業績予想に関する定性的情報 

 内閣府（７月度月例経済報告）によれば、国内経済の先行きは当面雇用情勢に厳しさが残るものの、海外経済の改

善や緊急経済対策を始めとする政策の効果などを背景に、企業収益の改善とともに景気の自律的な回復が期待されて

います。新規事業開発に係る受注状況を概観すると、発注時期に遅れがありますが第２四半期からの緩やかな立ち上

がりが見込まれます。 

 現時点における通期（平成23年３月期）の業績予想につきましては、平成22年５月14日発表の「平成22年３月期決

算短信（非連結）」で公表した第２四半期累計期間および通期の業績予想に変更はありません。 

  

（１）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

①一般債権の貸倒見積高の算定方法 

 当第１四半期会計期間末の貸倒実績率等が前事業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、前事業年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。 

②棚卸資産の評価方法  

 収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積もり、簿価切下げを行っております。 

③経過勘定科目の算定方法 

 合理的な算定方法による概算額で計上しております。 

④繰延税金資産の回収可能性の判断 

 繰延税金資産の回収可能性の判定に関して、前事業年度末以降に経営環境等に著しい変化がなく、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、前事業年度決算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、前事業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、前事業年度決算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）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

  （資産除去債務に関する会計基準の適用）  

 当第１四半期会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31日）

及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）を適用

しております。 

 これにより、売上総利益は198千円減少し、営業損失、経常損失は、それぞれ201千円増加、税引前四半期純損

失は5,173千円増加しております。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は2,536千円であ

ります。 

   

（３）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

該当事項はありません。 

２．その他の情報
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３．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成22年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 895,102 782,146

受取手形及び売掛金 420,017 1,252,543

仕掛品 350,089 164,445

貯蔵品 6,365 7,061

前払費用 32,359 19,256

繰延税金資産 95,735 9,526

その他 7,404 8,165

貸倒引当金 △2,945 △8,779

流動資産合計 1,804,128 2,234,366

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 1,776,339 1,796,634

機械及び装置（純額） 91,939 88,727

土地 1,107,645 1,107,645

その他（純額） 134,792 111,187

有形固定資産合計 3,110,718 3,104,195

無形固定資産   

ソフトウエア 28,873 31,686

その他 8,828 7,382

無形固定資産合計 37,701 39,068

投資その他の資産   

差入保証金 137,022 142,149

その他 84,479 84,023

貸倒引当金 △23,370 △25,252

投資その他の資産合計 198,131 200,920

固定資産合計 3,346,551 3,344,185

資産合計 5,150,679 5,578,551

負債の部   

流動負債   

買掛金 32,919 103,781

短期借入金 2,150,000 2,350,000

1年内返済予定の長期借入金 70,008 76,588

リース債務 13,546 9,629

未払法人税等 4,383 18,703

未払金 84,145 130,134

未払費用 68,823 62,705

前受金 46,414 19,582

その他の引当金 19,033 91

その他 15,929 26,232

流動負債合計 2,505,204 2,797,448
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（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成22年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年３月31日) 

固定負債   

長期借入金 472,474 489,976

リース債務 45,548 20,750

繰延税金負債 1,984 1,241

退職給付引当金 467,847 467,035

役員退職慰労引当金 102,216 102,216

資産除去債務 2,563 －

固定負債合計 1,092,634 1,081,219

負債合計 3,597,839 3,878,668

純資産の部   

株主資本   

資本金 759,037 759,037

資本剰余金 757,701 757,701

利益剰余金 34,361 181,359

自己株式 △25 △25

株主資本合計 1,551,075 1,698,073

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,765 1,809

評価・換算差額等合計 1,765 1,809

純資産合計 1,552,840 1,699,883

負債純資産合計 5,150,679 5,578,551
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（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

売上高 566,809 426,475

売上原価 475,333 399,828

売上総利益 91,475 26,647

販売費及び一般管理費   

役員報酬 16,875 10,275

給料及び手当 99,062 109,960

福利厚生費 18,545 17,593

退職給付費用 9,163 9,191

交際費 1,825 1,639

旅費及び交通費 8,427 8,469

賃借料 14,143 10,288

地代家賃 6,227 5,689

租税公課 1,966 3,169

事業税 1,614 1,617

支払手数料 21,610 18,453

研究開発費 10,326 10,310

減価償却費 4,921 4,974

その他 24,600 20,606

販売費及び一般管理費合計 239,310 232,240

営業損失（△） △147,834 △205,593

営業外収益   

受取利息 482 377

受取配当金 630 840

受取手数料 － 1,085

その他 1,759 911

営業外収益合計 2,872 3,214

営業外費用   

支払利息 15,891 16,208

その他 0 111

営業外費用合計 15,891 16,320

経常損失（△） △160,853 △218,699

特別利益   

貸倒引当金戻入額 7,701 6,629

特別利益合計 7,701 6,629

特別損失   

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 4,972

特別損失合計 － 4,972

税引前四半期純損失（△） △153,151 △217,042

法人税、住民税及び事業税 3,014 2,766

法人税等調整額 △73,431 △85,435

法人税等合計 △70,417 △82,668

四半期純損失（△） △82,734 △134,373
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純損失（△） △153,151 △217,042

減価償却費 41,006 40,736

貸倒引当金の増減額（△は減少） △7,701 △7,715

退職給付引当金の増減額（△は減少） △9,846 811

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △10,780 －

その他の引当金の増減額（△は減少） △7,454 18,941

受取利息及び受取配当金 △1,112 △1,217

支払利息 15,891 16,208

有形固定資産売却損益（△は益） △83 －

有形固定資産除却損 － 46

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 4,972

売上債権の増減額（△は増加） 812,410 861,071

たな卸資産の増減額（△は増加） △110,774 △184,948

仕入債務の増減額（△は減少） △84,531 △59,492

未払消費税等の増減額（△は減少） △48,743 △5,507

その他の流動資産の増減額（△は増加） △14,169 △13,716

その他の負債の増減額（△は減少） △7,479 △68,486

小計 413,477 384,662

利息及び配当金の受取額 1,736 1,748

利息の支払額 △34,220 △15,299

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △12,206 △11,502

営業活動によるキャッシュ・フロー 368,787 359,608

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △193,000 △193,000

定期預金の払戻による収入 193,000 243,000

有形固定資産の売却による収入 3,905 －

有形固定資産の取得による支出 △3,159 △6,378

無形固定資産の取得による支出 － △1,477

その他 11,056 △1,629

投資活動によるキャッシュ・フロー 11,802 40,514

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） △150,000 △200,000

長期借入金の返済による支出 △22,482 △24,082

リース債務の返済による支出 △2,020 △3,003

配当金の支払額 △8 △10,082

財務活動によるキャッシュ・フロー △174,510 △237,167

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 206,078 162,955

現金及び現金同等物の期首残高 722,434 539,146

現金及び現金同等物の四半期末残高 928,513 702,102
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該当事項はありません。 

   

 当第１四半期会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21年３

月27日）及び「セグメント情報等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20号 平成20年

３月21日）を適用しております。 

 当社は環境計量証明事業並びにこれら関連業務の単一事業セグメントであるため、記載を省略しております。 

  

該当事項はありません。 

   

（１）分野別受注高及び受注残高・売上高 

 当社の事業は、環境計量証明事業並びにこれら関連業務の単一事業であります。従いまして、開示対象となるセグ

メントはありませんが、分野別の受注高及び受注残高・売上高はつぎのとおりです。 

  

① 分野別受注高及び受注残高  

 （注）金額は販売価格によっており、消費税等は含まれておりません。 

② 分野別売上高  

（注）販売数量については、同一分野のなかでも種類が多く、かつ仕様も多岐にわたるため記載を省略しておりま 

   す。 

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

４．補足情報

分 野 

前第１四半期累計期間 
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年６月30日） 

当第１四半期累計期間
（自 平成22年４月１日 
至 平成22年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日） 

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)

環境調査  975,675  948,473  917,476  740,896  2,516,271  184,425

コンサルタント  146,772  358,997  140,138  380,698  309,046  254,574

その他  167,353  128,772  122,095  108,380  643,925  37,739

合計  1,289,801  1,436,244  1,179,710  1,229,974  3,469,243  476,739

  官公庁  534,422  524,556  541,172  555,262  983,729  88,351

  民間  755,378  911,687  638,538  674,711  2,485,514  388,388

分 野 

前第１四半期累計期間
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年６月30日） 

当第１四半期累計期間
（自 平成22年４月１日 
至 平成22年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成21年４月１日 

  至 平成22年３月31日） 

金額(千円) 構成比(％) 金額(千円) 構成比(％) 金額(千円) 構成比(％)

環境調査  393,253  69.4  361,006  84.6  2,697,896  72.8

コンサルタント  82,696  14.6  14,014  3.3  349,394  9.4

その他  90,859  16.0  51,454  12.1  658,464  17.8

合計  566,809  100.0  426,475  100.0  3,705,755  100.0

  官公庁  114,776  20.2  74,260  17.4  1,000,288  27.0

  民間  452,033  79.8  352,215  82.6  2,705,467  73.0
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